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●団体戦結果
男子団体

1位 新潟商業 （　　　） 上越 （　　　） 帝京長岡 （　　　） 五泉 （　　　） 佐渡 （　　　）

2位 新潟第一 （　　　） 高田 （　　　） 長岡 （　　　） 新発田 （　　　） 佐渡総合 (  3  )

3位 新潟明訓 （　　　） 高田北城 （　　　） 中越 （　　　） 新発田南 （　　　） 羽茂 （　　　）

3位 新潟 （　　　） 上越総合技術 （　　　） 長岡大手 （　　　） 新津 （　　　） （　　　）

5位 新潟青陵 （　　　）
女子団体

1位 新潟商業 （　　　） 高田北城 （　　　） 帝京長岡 （　　　） 五泉 （　　　） 羽茂 （　　　）

2位 新潟中央 （　　　） 高田 （　　　） 三条 （　　　） 新発田商業 （　　　） 佐渡 (  3  )

3位 新潟 （　　　） 関根学園 （　　　） 三条東 （　　　） 新発田 （　　　） （　　　）

3位 新潟第一 （　　　） 新井 （　　　） 長岡大手 （　　　） 新発田南 （４） （　　　）

●個人戦結果

男子 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名

1 1位 吉川　颯真 新潟商業 田中力矢 上越 石澤　　翼 帝京長岡 井関　泰聖 五泉 菊田　和夢 佐　渡

2 2位 髙橋　徹太 新潟商業 黒津悠真 上越 野田　生純 中越 渡邉　崇則 新発田南 草間　大欣 佐渡総合

3 3位 石川　富未也 新潟明訓 塚田隆弥 高田 高橋　知暉 帝京長岡 坂詰　大樹 新津工 田邉　祥太 佐　渡

4 3位 大濱　優輝 新潟商業 齊藤淳也 上越 南波　宏紀 長岡 小池　貫太 五泉 大倉　成博 佐　渡

5 県大会出場者 中田　光 新潟商業 浅野陽平 新井 横山　拓斗 帝京長岡 根本　優大 五泉

6 県大会出場者 杉本　響太 新潟商業 栁澤陽大 上越 吉田　龍市 帝京長岡 相田　優作 五泉

7 県大会出場者 畑中　秀成 新潟 田中碩斗 高田 加㔟　高大 中越 笹川　舜也 五泉

8 県大会出場者 橋本　雄一郎 新潟第一 緑川快秀 高田 若山　拓夢 十日町 鳥海　岳志 新発田

9 県大会出場者 藤田　春希 新潟 大石聖弥 高田北城 長谷川吉之輔 三条 上山　竜之介 新津

10 県大会出場者 高嶋　響 新潟第一 小山敢地 高田 木嶋　優志 長岡大手 八幡　歩夢 新発田南

11 県大会出場者 髙橋　光司 新潟 小島　知晃 三条

12 県大会出場者 須田　友紀 新潟明訓 佐藤　真生 県央工

13 県大会出場者 富樫　拓海 新潟明訓 中島　滉平 中越

14 県大会出場者 渡辺　晃 新潟明訓 阿部　圭吾 帝京長岡

県大会出場者 中川　惟道 新潟第一

県大会出場者 垣水　正樹 新潟

女子
1 1位 長谷川　瑠依 新潟商業 中村紗菜子 高田 鈴木　伶奈 三条 丸山　萌々 五泉 仲道　紗千子 佐　渡

2 2位 髙橋　知沙都 新潟商業 東條ひより 高田北城 菊地　汐里 帝京長岡 風間　達子 五泉 本間　くるみ 佐　渡

3 3位 伊藤　優希 新潟中央 中村瑠那 高田北城 栃原　和郁 三条 昆　麗 五泉 笠井　綺音 羽　茂

4 3位 小林　水晶 東京学館 山本芽育 高田 奥山　真昼 三条 本間　菜つ海 五泉 坂口　爽 羽　茂

5 県大会出場者 古畑　肖佳 新潟商業 池田明莉 高田 小島　　澪 帝京長岡 桾澤　夏帆 五泉

6 県大会出場者 新保　万里恵 新潟商業 野沢未来 高田北城 今井　菜月 長岡大手 宮島　成奈 五泉

7 県大会出場者 湯上　莉音 新潟第一 内藤　亜依 三条

8 県大会出場者 近藤　智穂 新潟商業 福王寺菜々子 三条

9 県大会出場者 小倉　彩未 新潟中央 南雲　咲良 帝京長岡

10 県大会出場者 久代　恵里 新潟中央 小田穂乃香 帝京長岡

県大会出場者 藤田　有海 新潟商業

県大会出場者 伏見　菜々子 新潟中央

県大会出場者

県大会出場者

県大会出場者

県大会出場者

5月６日、7日 5月7日、8日 ５月７，８日 5月6日

平成29年度春季地区大会結果

新潟地区 上越地区 中越地区 下越地区 佐渡地区

新潟市体育館 教育プラザ 長岡市南部体育館 新発田市カルチャーセンター サンテラ佐渡スーパーアリーナ
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