
平成 30 年度 春季 地区大会

地区名

開催日時

開催場所

●団体戦結果
男子団体

1位 新潟明訓 上越 帝京長岡 五泉 佐渡

2位 新潟第一 高田北城 三条 新津 羽茂

3位 新潟 関根学園 長岡工業 新発田

3位 新潟商業 高田 長岡大手 新津工業
女子団体

1位 新潟中央 高田 帝京長岡 五泉 羽茂 （　　　）

2位 新潟 高田北城 三条 新発田 佐渡 （　　　）

3位 新潟第一 新井 長岡大手 新発田商業 （　　　）

3位 新潟明訓 糸魚川 国際情報 新発田南 （　　　）

 

●個人戦結果
男子個人

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 須田　友紀 新潟明訓 田中力矢 上越 高橋　知暉 帝京長岡 小池　貫太 五泉 齋藤　瑞樹 （佐渡）

2 2位 渡辺　晃 新潟明訓 薩美蓮太 上越 有川　隼人 長岡工業 根本　優大 五泉 内海　哲志 （佐渡）

3 3位 岡本　成実 新潟明訓 常山琳哉 高田 木嶋　優志 長岡大手 井関　泰聖 五泉 本間　善光 （佐渡）

4 3位 富樫　拓海 新潟明訓 黒津悠真 上越 横山　拓斗 帝京長岡 小田　士恩 新発田 菊田　祐夢 （佐渡）

5 県大会出場者 若狭　拳斗 新潟商業 伊藤由岐也 上総技 高尾　洸晶 三条 松村　裕太 五泉

6 県大会出場者 森　遼生 新潟第一 山本晴仁 高田 長谷川　吉之輔 三条 瀧澤　秀樹 新津工業

7 県大会出場者 土田　凌嘉 新潟第一 栁澤陽大 上越 石髙　将太 中越 上山　竜之介 新津

8 県大会出場者 長谷川　碩亮 新潟商業 小池壮太郎 高田 高橋　　集 帝京長岡 吉井　佑輔 新津

9 県大会出場者 高橋　翔暉 新潟第一 堀内珠吏 高田農業 武田　空 長岡大手 佐藤　明大 新津

10 県大会出場者 神代　竜汰 新潟商業 佐藤竜也 高田北城 高橋　直希 長岡大手 林　　　剛 新津

11 県大会出場者 小﨑　崇裕 学館新潟 篠原優人 関根学園 庭野　真樹 長岡工業 平野　優友 村上

12 県大会出場者 垣水　正樹 新潟 髙橋向日葵 高田農業 丸山　柊雅 帝京長岡 相田　優作 五泉

13 県大会出場者 羽田　俊也 新潟商業 鈴木　大楽 帝京長岡

14 県大会出場者 須崎　優斗 新潟商業 齋藤　脩真 帝京長岡

県大会出場者 武藤　圭吾 新潟第一 桜井　　瞭 小出

県大会出場者 石川　富未也 新潟明訓 梅田　薫 三条
女子個人数

1 1位 伊藤　優希 新潟中央 中村紗菜子 高田 福王寺　菜々子 三条 丸山　萌々 五泉 坂口　爽 （羽茂）

2 2位 髙木　梨帆 新潟商業 野澤未来 高田北城 石澤　望愛 帝京長岡 風間　達子 五泉 仲道　紗千子 （佐渡）

3 3位 小倉　彩未 新潟中央 猪又冬花 糸魚川 内藤　亜依 三条 小坂井　真優子 五泉 山本　真里佳 （羽茂）

4 3位 山﨑　日南 新潟第一 山﨑光紗 高田 南雲　咲良 帝京長岡 豊田　千尋 五泉 田邉　莉那 （佐渡）

5 県大会出場者 杉本　百音 新潟青陵 佐藤智恵美 高田北城 岡本　雪月 帝京長岡 加藤　七海 五泉

6 県大会出場者 田畑　百恵 新潟明訓 本間彩香 新井 穴沢　楓 長岡大手 大湊　楓華 五泉

7 県大会出場者 岩野　亜美 新潟 池田明莉 高田 大竹　優恵 三条 桾澤　夏帆 五泉

8 県大会出場者 山田　千里 新潟中央 服部佳南 高田 関根　美茉 帝京長岡 本間　菜つ海 五泉

9 県大会出場者 片野　歩美 新潟中央 樋口　郁海 帝京長岡

10 県大会出場者 本間　結衣 新潟中央 菊地　汐里 帝京長岡

県大会出場者 五十嵐　芙美 新潟商業 野澤　叶芽 六日町

県大会出場者 木村　彩花 新潟第一 鈴木　伶奈 三条

県大会出場者 堀川　倫華 新潟中央

県大会出場者 須貝　菜央 新潟中央

県大会出場者 本間　伊織梨 新潟中央

県大会出場者 星野　有紗 新潟商業

5月６日、７日

平成30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

5月６・７日 5月7日、8日 ５月７，８日 5月6日


