
平成２９年度 市内大会結果

〈サッカー〉 〈剣道男子〉
予選リーグ 団体
第１試合 第三０－１本成寺 第１試合 第三０－４下田
第２試合 第三０－２第二 第２試合 第三３－２栄
第３試合 第三１－０第一 第３試合 第三１－１本成寺

順位決定リーグ （本数勝ち）
第１試合 第三６－０栄 準優勝 地区大会出場
第２試合 第三０－０第一 個人
第３試合 第三１－０下田 ５位 角田 悠

５位 地区大会出場 ９位 角田 一毅
フリー出場枠

〈卓球男子〉 松崎 祥輝
団体 堀江 遥人
予選リーグ 佐藤 祐希
第１試合 第三３－０下田 佐藤 裕弥
第２試合 第三３－０第四 地区大会出場

決勝トーナメント
準決勝 第三３－０第一 〈剣道女子〉
決 勝 第三３－１栄 団体

優勝 地区大会出場 第１試合 第三１－４下田
個人 第２試合 第三２―２本成寺（本数負け）
２位 田邉 瑞己 ３位 地区大会出場
３位 杉野 夏生 個人
５位 山本太一朗 ２位 石田 沙奈
６位 岩崎 圭佑 ５位 野崎 朝香
７位 中村 碧 ９位 佐藤 妃頼
８位 岡 聖貴 地区大会出場

地区大会出場
〈男子バスケットボール〉

〈卓球女子〉 １回戦 第三１０１―１２本成寺
団体 準決勝 第三 ６１－４７栄
予選リーグ 決 勝 第三 ５０－４７第一
第１試合 第三３－０加茂若宮 優勝 地区大会出場
第２試合 第三３－０本成寺
第３試合 第三３－２第一 〈女子バスケットボール〉

決勝トーナメント １回戦 第三７３－２６大崎
準決勝 第三３－１第二 準決勝 第三４６－３５栄
決 勝 第三２－３第一 決 勝 第三５３―５６下田

準優勝 地区大会出場 準優勝 地区大会出場
個人
２位 野崎 夕理 〈ソフトテニス〉
６位 小林 那月 団体
７位 佐藤 茉夏 第１試合 第三３－０下田

地区大会出場 第２試合 第三２－１栄
準決勝 第三２－０第四

〈バレーボール〉 決 勝 第三２－１第一
予選リーグ 優勝 地区大会出場
第１試合 第三２－０第一 個人
第２試合 第三２－０本成寺 優 勝 石川 芽依

決勝トーナメント 長谷川 虹 組
準決勝 第三２－１栄 準優勝 諸橋咲結記
決 勝 第三０－２下田 鹿田 美夕 組

準優勝 地区大会出場 ﾍﾞｽﾄ８ 諏訪 楓果
渡邉 佳織 組

〈柔道〉 地区大会出場
男子個人
８１㎏級 〈野球〉
準優勝 吉田 隆樹 １回戦 第三３－２ 第二
７３㎏級 準決勝 第三４－３ 下田
３位 田辺 壮太 決 勝 第三６－１３本成寺

地区大会出場 準優勝 地区大会出場



平成２９年度 中越地区大会結果

〈サッカー〉 〈男子バスケットボール〉
１回戦 第三０－３長岡西 １回戦 第三６３－４８津南

２回戦 第三６４－４４小千谷
準決勝 第三５０－６５東北

〈卓球男子〉 順位決定戦
団体 第三７６－５４関原
予選トーナメント ３位 県大会出場
２回戦 第三３－０塩沢
３回戦 第三３－２小千谷

決勝リーグ 〈女子バスケットボール〉
第１試合 第三３－１栄 １回戦 第三５２－３８見附西
第２試合 第三３－０見附西 ２回戦 第三４３－４５中之島
第３試合 第三３－２長岡西 ５位決定戦１回戦

優勝 県大会出場 第三４２－３２堀之内
個人 ５位決定戦２回戦
３位 田邉 瑞己 第三４１－５９下田
５位 岩崎 圭佑

県大会出場
〈ソフトテニス〉

団体
〈卓球女子〉 １回戦 第三２－１中之島

団体 ２回戦 第三０－２千田
予選リーグ
第１試合 第三２－３長岡東 個人
第２試合 第三０－３十日町南 ベスト１６ 石川 芽依

長谷川 虹 組
個人
５位 野崎 夕理

県大会出場 〈野球〉
１回戦 第三１－９東北

〈バレーボール〉
１回戦 第三０－２長岡東 〈水泳〉

渡辺 果穂
１００Ｍ背泳ぎ ７位

〈柔道〉 ２００Ｍ背泳ぎ ８位
男子個人 県大会出場
８１㎏級
惜敗 吉田 隆樹

７３㎏級 １００Ｍ自由形
惜敗 田辺 壮太 ５０Ｍ自由形 予選 惜敗

佐藤 岳
〈剣道男子〉 １００Ｍバタフライ １０位

団体 ５０Ｍ自由形 １０位
予選リーグ
第三０－３小出
第三０－４東北

個人
ベスト３２ 角田 悠

〈剣道女子〉
団体
予選リーグ
第三０－４北辰
第三２－２小出（本数負け）



平成２９年度 新潟県大会結果

〈卓球男子〉 〈卓球女子〉
団体 個人 野崎 夕理 ベスト３２
予選トーナメント
１回戦 第三３－２五十嵐 〈男子バスケットボール〉
２回戦 第三３－０青海 １回戦 第三６０－６９瑞穂

決勝リーグ
第１試合 第三３－１黒崎 〈水泳〉
第２試合 第三１－３燕吉田 渡辺 果穂
第３試合 第三１－３糸魚川 １００ｍ背泳ぎ 予選１３位

３位 北信越大会出場 ２００ｍ背泳ぎ 予選１３位

個人 田邉 瑞己 ベスト１６ 〈吹奏楽〉
岩崎 圭佑 ベスト３２ 中学校Ａの部Ⅰ 金賞 代表予選会出場

平成２９年度 北信越大会結果

〈卓球男子〉
団体 予選リーグ

第１試合 第三１－３墨坂（長野）
第２試合 第三３－１名田庄（福井）
第３試合 第三１－３呉羽（富山）

平成２９年度 中越地区新人水泳大会結果

大滝 進司 ５０ｍ 自由形 出場
１００ｍ 自由形 出場

渡辺 果穂 ２００ｍ 背泳ぎ ３ 位
佐藤 岳 ５０ｍ 自由形 ４ 位

１００ m バタフライ ３ 位

平成２９年度 三市南蒲親善各種大会結果

〈サッカー〉 〈剣道男子〉
第１試合 第三０－１本成寺 団体 第三２－２栄
第２試合 第三０－２田上 第三０－４下田

第三３－２第一 ３ 位
〈卓球男子〉

予選リーグ 個人 角田 悠 準優勝
第１試合 第三３－０三条大島 他 ８名出場
第２試合 第三３－１若宮

１位通過 〈剣道女子〉
決勝トーナメント 個人 渡辺 寛子
１回戦 第三３－１下田 生駒 玲奈 ベスト８
２回戦 第三２－３須田

ベスト８ 〈男子バスケットボール〉
第１試合 第三 ８７－１５見附西

〈卓球女子〉 第２試合 第三１０７－３５若宮
予選リーグ 優 勝
第１試合 第三３－０第四
第２試合 第三３－０栄 〈女子バスケットボール〉

１位通過 第１試合 第三７６－２９田上
決勝トーナメント 第２試合 第三７３－３１見附
準決勝 第三３－０見附南 優 勝
決 勝 第三３－１第一

優 勝 〈ソフトテニス〉



団体 １回戦 第三３－０若宮
〈バレーボール〉 ２回戦 第三２－１今町

予選リーグ 準決勝 第三０－２加茂
第１試合 第三２－０田上
第２試合 第三２－０見附 個人 ４ペア出場 惜敗

決勝トーナメント
１回戦 第三１－２第四 〈野球〉

１回戦 第三３－４見附南
交流戦 第三８－３見附


