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※校名に高校はつけない。

●団体戦結果
男子団体

1位 新潟商業 上越 帝京長岡 五泉

2位 新潟明訓 高田北城 長岡 新発田

3位 新潟第一 新井 中越 村上

3位 東京学館 高田農業 長岡大手 新津
女子団体

1位 新潟 上越 小千谷 五泉

2位 新潟商業 高田 長岡大手 新津

3位 新潟中央 国際情報

3位 東京学館

 

●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

1 1位 田畑　政樹 新潟明訓 杉田　侑琉 関根 渡邉　康生 帝京長岡 長谷川　大樹 五泉

2 2位 若狹　拳斗 新潟商業 佐藤　竜也 高田北城 堀内　大暉 長岡 髙橋　幸大 新発田

3 3位 中嶋　隆矢 新潟商業 松林　文都 高田北城 小池　和輝 中越 渡邉　楓 五泉

4 3位 佐野　流翠 新潟商業 髙橋　向日葵 高田農業 高橋　集 帝京長岡 大木　寛太 新津

5 県大会出場者 加地　厚志郎 新潟商業 加藤　丈一朗 上越 丸山　紘一郎 中越 磯部　翔吾 村上

6 県大会出場者 菅原　　翼 新潟商業 池田　湧 高田 武田　涼 帝京長岡 佐藤　蓮 新津

7 県大会出場者 高橋　航太 新潟第一 古川　浩志 上越 中島　颯汰 帝京長岡 佐藤　颯 新発田

8 県大会出場者 田村　悠成 新潟明訓 篠原　拓夢 上越 小島　脩 中越 栢森　尚 新津

9 県大会出場者 上野　　蒼 新潟商業 春日　亮雅 長岡

10 県大会出場者 原　　蘭瑛 新潟商業 辰口　優祐 帝京長岡

11 県大会出場者 近藤　創太 新潟商業

12 県大会出場者 丸山　大輝 新潟第一

13 県大会出場者 山下　裕司 新潟明訓

14 県大会出場者 安倍　伸亮 新潟明訓

15 県大会出場者 長谷川　功成 新潟商業

16 県大会出場者 小出　拓実 新潟第一

女子個人 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名

1 1位 小林　美槻 新潟 本間　彩香 新井 小林　澪 帝京長岡 内藤　美心 五泉

2 2位 山際　菜央 学館新潟 緑川　諒 高田 樺澤　きらり 帝京長岡 石原　幸恵 五泉

3 3位 若杉　　慧 新潟中央 石野　凜生 上越 佐藤　栞名 三条 岡本　瑞希 五泉

4 3位 大竹　優奈 新潟中央 齋藤　あみ 上越 髙島　琴海 小千谷 山浦　仲 五泉

5 県大会出場者 佐藤　あかり 新潟商業 玉井　彩茜 上越 椛澤　日和 小千谷 須藤　祐生 五泉

6 県大会出場者 伊藤　敬子 新潟 阿部　咲椰 高田 安藤　万琴 長岡大手 高嶋　栞 五泉

7 県大会出場者 土田　静佳 新潟商業 角張　由那 高田北城 大平　詩桜 六日町 本間　眞琴 五泉

8 県大会出場者 本間　結衣 新潟中央 河野　いちご 上越 井口　遥心 小千谷 山田　楓 五泉

9 県大会出場者 本間　伊緒梨 新潟中央 佐藤　ひなた 中越 田村　千賀 五泉

10 県大会出場者 八鎌　なずな 新潟商業 三原　ゆい 長岡大手 河治　七海 五泉

11 県大会出場者 名後　夢香 新潟商業

12 県大会出場者 金山　莉子 新潟明訓

13 県大会出場者 深井　ことは 新潟商業

14 県大会出場者 佐藤　ちづる 新潟中央

15 県大会出場者 本間　悠里 新潟商業

16 県大会出場者 清水　美月 新潟南

令和元年度秋季地区大会結果

新潟地区 上越地区 中越地区 下越・佐渡地区 佐渡地区

下越地区と合同開催
11月15・16日

新潟市体育館 高田スポーツセンター 長岡市南部体育館 五泉

11月15・16日 １１月15・16日 11月16日


