
三条市立第三中学校 平成３０年度 三条市内大会結果 

☆ 平成 30年６月６日・７日実施 
 
〈サッカー〉 
  予選リーグ 
   第１試合 第三１－１栄 
   第２試合 第三０－１第四 
    第３試合 第三２－０下田 

３位決定戦 第三０－１大崎学園 
           ４位 地区大会出場 
 
〈卓球男子〉 
   団体 
  予選リーグ 
   第１試合 第三３－１大島 
   第２試合 第三３－１大崎学園 
  決勝トーナメント 
   第１試合 第三３－１第四 

準決勝  第三３－１本成寺 
   決 勝  第三３－１栄 
            優勝 地区大会出場 
  個人 
   優勝 田邉 瑞己 
   ５位 馬場 大志 
   ８位 外山 陽斗 
             地区大会出場 
 
〈卓球女子〉 
  団体  
  総当たりリーグ  
   第１試合 第三３－１第四 
   第２試合 第三３－１大崎学園 
   第３試合 第三３－１第一 
   第４試合 第三３－０栄 
                優勝 地区大会出場 
   個人 
   優勝 野崎 夕理 
   ３位 高橋 夏海            
             地区大会出場 
 
〈バレーボール〉 
  予選リーグ 
   第１試合 第三２－０本成寺 
   第２試合 第三２－１第二中 
  決勝トーナメント 
    準決勝   第三２－０下田 
   決 勝  第三２－０第四中 
          優勝 地区大会出場 
 
〈剣道男子〉 
   団体 
   第１試合 第三３－１第一 
   第２試合 第三３－２本成寺 
   第３試合 第三０－３栄 

第４試合 第三０－５下田 
          ３位 地区大会出場 
  個人 
   ベスト１６ 大久保 翔太  
   ベスト１６ 堀内 仁貴 

ベスト１６ 石黒 想来 
ベスト１６ 長岡 龍之介 

   フリー出場枠（４名） 
             地区大会出場 
 



〈剣道女子〉 
  団体 
   第１試合 第三２―２本成寺（本数負け） 

第２試合 第三２－１第一 
                   準優勝 地区大会出場 
   個人 
   ベスト８ 生駒 玲奈 
   ベスト８ 渡辺 寛子 
   フリー出場枠 
     清川 杏奈    

竹内 萌々花    
桐生 りん 

             地区大会出場 
 
 
〈男子バスケットボール〉                  
   １回戦 第三９３－３７本成寺 
   準決勝 第三７１－３９大島        
   決 勝 第三６８－５０栄       
           優勝 地区大会出場    
 
〈女子バスケットボール〉                   
   １回戦 第三７２－３７本成寺 
     準決勝 第三７０－２５大崎学園 
   決 勝  第三４８―４３栄 
           優勝 地区大会出場 
 
〈ソフトテニス〉 
  団体 
   第１試合 第三３－０第四 
   第２試合 第三３－０栄 
   準決勝  第三２－０第二 
   決 勝  第三２－０第一 
          優勝 地区大会出場 
  個人 
   優 勝  田中 亜衣 ・ 中野 綾音 組 
   ３ 位  水口 夢来 ・ 石附 愛茄 組 
             地区大会出場 
   ベスト８ 内山  乙葵 ・ 星野 美月  組 

ベスト８ 木戸 愛夏 ・ 諸橋 朋果  組 
 
〈野球〉 
      １回戦 第三５－６見附南（延長８回） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



三条市立第三中学校 平成３０年度 中越地区大会結果 

☆ 平成 30年７月４日・５日実施 
 
〈サッカー〉 
  １回戦 第三１－２東北 
 
 
〈卓球男子〉 ベスト８ 
  団体 
    予選トーナメント 
     １回戦  シード 

２回戦  第三３－０見附 
    ３回戦  第三１－３三島 
    順位リーグ 
    第１試合 第三２－３関原 
      第２試合 第三２－３長岡東 
               
  個人 
   ３位 田邉 瑞己 県大会出場 
   ５位 馬場 大志 県大会出場 
      外山 陽斗 １回戦敗退 
 
 
〈卓球女子〉 準優勝 県大会出場 
  団体 
   予選リーグ 
    第１試合 第三３－０川口 
    第２試合 第三３－１片貝 
   準決リーグ 
    第１試合 第三３－２大島 
      第２試合 第三３－１小千谷 
   決  勝  第三２－３千田 
               
  個人 
    ５位    野崎 夕理 県大会出場   
    ベスト２０ 高橋 夏海 県大会出場 
      
 
〈バレーボール〉  ベスト１６ 
 
  １回戦 第三２－０葵 
  ２回戦 第三０－２堀之内  
 
 
〈剣道男子〉 
   団体 
   予選リーグ 
    第三４－１大和 
    第三０－４長岡南 
   決勝トーナメント 
    第三０－４刈谷田 
 
  個人 
   ９位 角田  悠  県大会出場 
      大久保 翔太 ２回戦敗退 
      堀内 仁貴  １回戦敗退 

   石黒 想来  ２回戦敗退 
   長岡 龍之介 ２回戦敗退 

      松本 悠希  １回戦敗退 
堀江 結人  １回戦敗退 
石﨑 修悟  １回戦敗退 

 
 
 



〈剣道女子〉        
  団体 
   予選リーグ 
    第三０－４小千谷 
    第三１－３刈谷田 
   

個人 
   ベスト３２ 渡辺 寛子  ３回戦敗退 
         清河 杏那  １回戦敗退 

    生駒 玲奈  １回戦敗退 
   竹内 萌々花 １回戦敗退    

    桐生 りん  １回戦敗退 
 
 
〈男子バスケットボール〉 ３位 県大会出場 
  １回戦   第三６７－４８大和 
  ２回戦   第三５４－４４中之島 
  準決勝   第三３９－５８東北 
  順位決定戦 第三３９－５０広神 
            
 
 
〈女子バスケットボール〉 5位 県大会出場       
  １回戦   第三７１－２５長岡南 
  ２回戦    第三３３－４３江陽 
  順位決定戦１回戦 
        第三４８－２７堤岡 
  順位決定戦２回戦 
        第三４７－３７下田         
            
 
 
〈ソフトテニス〉 ベスト８ 
            
  団体 
   １回戦 第三２－１中之島 
   ２回戦 第三０－２小千谷 
 
  個人 
   ベスト１６ 田中 亜衣・中野 綾音 組  

３回戦敗退 
    

ベスト１６ 水口 夢来・石附 愛茄 組 
３回戦敗退 

 
〈水泳〉 
  渡辺 果穂 
   ２００Ｍ個人メドレー ３位 県大会出場 
   ４００Ｍ個人メドレー ３位 県大会出場 

 
  大滝 進司 
   １００Ｍ自由形    予選敗退 
   ５０Ｍ自由形     予選敗退 
  
  佐藤  岳 
   １００Ｍバタフライ  ２位 県大会出場 
   ５０Ｍ自由形     ２位 県大会出場 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

三条市立第三中学校 平成３０年度 新潟県大会結果 

☆ 平成 30年７月２１日・２２日実施 

 

〈男子バスケットボール〉 
     １回戦  第三４４－５５本丸 
 
〈女子バスケットボール〉 
     １回戦  第三４２－５７内野 
 
〈卓球男子〉 
  個人   

田邉 瑞己 ４回戦敗退 
     ※ 北信越大会出場決定戦敗退 
       

馬場 大志 ３回戦敗退 
 
〈卓球女子〉 
   団体 
   予選トーナメント  
   １回戦  第三２－３柿崎 
   

個人 
   ９位 野崎 夕理 北信越大会出場   
      高橋 夏海 １回戦敗退 
    
〈剣道男子〉 
  個人 
      角田  悠 １回戦敗退 
 
〈水泳〉 
  渡辺 果穂 
   ５位 ２００Ｍ個人メドレー   
      ４００Ｍ個人メドレー 決勝敗退 
  
  佐藤  岳 
   ５位 １００Ｍバタフライ 
      ５０Ｍ自由形     決勝敗退 

 

 

三条市立第三中学校 平成３０年度 北信越大会結果 

☆ 平成 30年８月８日実施（長野県） 
 
〈卓球女子〉 

  女子個人 野崎 夕理 １回戦敗退 

 

 
 
 

 

 

 

 



三条市立第三中学校 平成３０年度 県央地区親善大会結果 

☆ 平成 30年９月２６日実施 

〈サッカー〉 

   １回戦 第三４－０見附西・燕中等 

   決勝  第三０－０（ＰＫ５－４）本成寺  ブロック優勝 

〈卓球男子〉 

 団体 予選リーグ  

第１試合 第三１－３見附西 

  第２試合 第三３－２第四 

  第３試合 第三３－１吉田 （予選２位通過） 

 順位トーナメント 

  １回戦  第三２－３弥彦 

 敗者トーナメント 

  １回戦  第三２－３栄    

 

〈卓球女子〉 

団体 予選リーグ 

 第１試合 第三３－１分水 

 第２試合 第三３－１燕  （予選１位通過） 

順位トーナメント 

 １回戦  第三１－３第一 

敗者トーナメント 

 １回戦  第三３－１見附南 

 ２回戦  第三３－１燕     ５位 

 

〈バレーボール〉 

予選リーグ 

 第１試合 第三・本成寺２－０小池 

 第２試合 第三・本成寺２－０見附西 

 第３試合 第三・本成寺０－２田上 

決勝トーナメント 

 １回戦  第三・本成寺０－２分水 ３位 

 

〈剣道男子〉 

 団体 リーグ 

  第１試合 第三２－２下田 

  第２試合 第三５－０吉田 

  第３試合 第三０－３燕     ３位 

個人 ３位  角田 悠（２－２） 

 



〈剣道女子〉 

団体 予選リーグ 

第１試合 第三０－４吉田 

第２試合 第三３－１第一 

 決勝トーナメント 

  １回戦 第三１－４小池    ３位 

 

〈男子バスケットボール〉 

  １回戦 第三５６－４０分水 

  決勝  第三５９－４６第一 ブロック優勝 

 

〈女子バスケットボール〉 

  １回戦 第三８０－２１本成寺 

  決勝  第三５５－２３吉田 ブロック優勝 

 

〈ソフトテニス〉 

 団体 総当たりリーグ 

第１試合 第三３－０燕中等 

第２試合 第三３－０第二 

第３試合 第三３－０見附南 

第４試合 第三３－０加茂  ブロック優勝 

 

 個人 １位 新飯田 怜・田邉 萠々 組 

    ２位 羽生 有里・近藤 彩乃 組 

    ３位 坪内 綾音・木戸 菜乃葉 組 

    ３位 坂井 美友・知野 心 組 

 

〈野球〉 

１回戦  第三・第二２－４大島・弥彦   

敗者戦  第三・第二０－６見附南    
 
 


