
令和３ 年 秋季 地区大会

地区名 地区名

開催日時 開催日時

開催場所 開催場所

●団体戦結果

男子団体 男子団体

1位 1位

2位 2位

3位 3位

3位 3位

女子団体 女子団体

1位 1位

2位 2位

3位 3位

3位 3位

●個人戦結果及び地区出場枠

氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名

1位 角田　悠 新潟商業 中山　妃奈子 五泉 1位 高橋　怜暉 帝京長岡 大竹　歩花 帝京長岡

2位 西山　弥尋 新潟商業 岡田　耀 学館新潟 2位 吉野　拓 長岡 池田　歩未 帝京長岡

3位 板垣　航汰 新潟商業 遠藤　桜香 学館新潟 3位 長谷川　秀矢 帝京長岡 坂井　李歌 帝京長岡

3位 佐藤　文輝 新潟明訓 長澤　彩紗 五泉 3位 棚橋　大地 帝京長岡 吉田　雅 帝京長岡

ベスト８ 片野　葉月 新潟第一 栗原　那知 学館新潟 ベスト８ 五十嵐　太一 長岡 古澤　美羽 帝京長岡

ベスト８ 佐藤　蒼太朗 新潟第一 小柳　あずみ 新潟 ベスト８ 吉田　陽人 帝京長岡 福王寺　咲子 帝京長岡

ベスト８ 竹内　祐翔 学館新潟 清水　紗那 新潟第一 ベスト８ 山口　柊作 上越 福崎　桜来 帝京長岡

ベスト８ 長谷川　秀馬 新潟商業 上杉　奈蜜 新潟商業 ベスト８ 風間　琉我 帝京長岡 竹内　萌々花 上越

ベスト16 竹内　瑞輝 新潟明訓 高橋　七葉 新潟第一 ベスト16 涌井　夏樹 上越 中村　愛梨 中越

ベスト16 戸石　音也 新潟商業 渡辺　葵 新潟商業 ベスト16 熊倉　一真 帝京長岡 岡部　ちとせ 高田北城

ベスト16 俣倉　颯暉 新潟明訓 半戸　花栄 新潟第一 ベスト16 佐藤　悠月 長岡 岡部　凜音 中越

ベスト16 笠原　光騎 新潟明訓 伊藤　桜 五泉 ベスト16 久住　樹 中越 山岸　鈴花 高田北城

ベスト16 野田　将太 新潟第一 平河　千佳 新潟商業 ベスト16 吉田　悠人 長岡 松原　香凜 三条

ベスト16 久保田　琥珀 新潟商業 佐藤　さら 新潟明訓 ベスト16 柳原　綾雅 帝京長岡 森井　美咲 帝京長岡

ベスト16 宮田　禄郎 新潟明訓 穂苅　一花 学館新潟 ベスト16 西山　豪 上越総合技術 佐藤　寧々 上越

ベスト16 山崎　幹太 学館新潟 小島　奈々生 新潟第一 ベスト16 渡邊　響 帝京長岡 田中　理子 高田北城

ベスト32 大澤　将騎 新潟第一 小林　莉瑚 新潟商業

ベスト32 原　颯士 新潟商業 森田　茉洸 新潟明訓

ベスト32 昆　佑輔 新潟 佐藤　凜 新潟

ベスト32 金田　哲太郎 新潟商業 本間　美海 新潟中央

ベスト32 松本　旺起 新潟第一 小池　理子 五泉

ベスト32 新宮　拓実 新潟商業 本間　史夏 新潟中央

ベスト32 長谷川　良将 新潟商業 中村　つくし 新潟商業

ベスト32 坂口　瑠惟 新潟商業 井関　陽和 新潟南

ベスト32 北島　翔馬 新潟商業 田中　花鈴 五泉

ベスト32 川端　琥雅 新潟南 星野　萌 新潟中央

ベスト32 清塚　隆太 新潟明訓 高橋　花実 五泉

ベスト32 伊藤　考生 新潟 長﨑　晴子 新潟

ベスト32 片野　敬友 新潟商業 石川　慧 新潟第一

ベスト32 菅山　廉 新潟第一 上村　千晴 五泉

ベスト32 今井　悠乃 新潟第一 大湊　朱華 新潟中央

ベスト32 吉田　篤生 新潟商業 三星　葵 新潟
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五泉
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新潟・下越・佐渡地区
令和３年１１月１９日、２０日

新潟市体育館

上越・中越地区
令和3年１１月１９日、２０日

柏崎総合体育館

新潟商業

新潟明訓

東京学館新潟

上越

長岡

地区大会結果報告書
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