
No.1

性

南部 西部 中央

石川 富山 福井

大町第一 大町第一 妙高

長野 長野 新潟

下條 紫錦台 鉢盛

長野 石川 長野

見附西 中能登 見附西 中能登

新潟 石川 新潟 石川

棗 小杉南 河北台 三国

福井 富山 石川 福井

城南 山室 新発田東 河北台

石川 富山 新潟 石川

水原 直江津東 須坂東 山室

新潟 新潟 長野 富山

南星 南宮 高千 真野

富山 長野 新潟 新潟

両津 進明 福井工大福井 上市

新潟 福井 福井 富山

福井

牧野　里菜

卓球

団体

男

武生第二中学校 福井 新発田東中学校 新潟 河北台中学校 石川

個人 大野　佑真 赤尾　飛市朗 姚　東申

団体

女

直江津東中学校 新潟

個人 佐藤　野々華

武生第一中学校 福井

薜　史斗

バドミントン

中山　結斗 佐々木　大樹

種田　陸人

第40回 北信越中学校総合競技大会 成績一覧
期日：令和元年８月６日（火）～９日（金）　開催県：新潟

競　　　　　　技 １　　位 ２　　位 ３　　位

陸上競技

男

女

板倉中学校

粟野中学校

新潟

福井

燕中学校 新潟 中能登中学校

浅野川中学校

石川

石川春江中学校 福井

横越中学校 新潟

東新潟中学校 新潟

水泳競技

男 高志中等教育学校 新潟 北星中学校 石川 南宮中学校 長野

女
柏崎翔洋中等教育学

校
新潟 松任中学校 石川 速星中学校 富山

バスケットボール

男 新潟柳都中学校 新潟 布水中学校 石川 松岡中学校 福井

女 新潟柳都中学校 新潟 奥田中学校 富山 波田中学校 長野

サッカー 中央中学校 福井 山の下中学校 新潟 赤穂中学校 長野 村上第一中学校 新潟

足羽中学校 福井 氷見北部中学校軟式野球 富山

埴生中学校 長野

女 芦城中学校 石川 寺井中学校 石川 明倫中学校 福井 十三中学校 富山

ハンドボール

男 氷見北部中学校 富山 明倫中学校 福井 板津中学校 石川

大野木　拓

男

団体

女

個人

大門中学校 富山 丘中学校 長野

体操競技

大町第一中学校 長野 長岡南中学校 新潟 中央中学校 福井

川口　海 勝野　沙夏 岡田　真祐美

高野　倖 細田　遼

団体

個人

新潟 中央中学校 福井 更北中学校 長野大潟町中学校

井波中学校 富山

赤羽陽菜子 小山莉咲子 増澤　さな

鯖江中学校 福井団体

団体

個人

女

新体操 庄西中学校 富山 赤穂中学校 長野

男

ソフトテニス

新潟

女 南箕輪中学校 長野 中之口中学校 新潟 至民中学校 福井 阿智中学校 長野

バレーボール

男 南越中学校 福井 光野中学校 石川 下山中学校 新潟 城東中学校

福井団体

個人

男 坪井　優希 鋪村　友祐 清水　唯冬 宮本　陸

源川　大遥 叶田　慎之介 坪井　柊飛 反保　皐聖

見附西中学校 新潟 滑川中学校 富山 中能登中学校 石川
福 井 大 学 教 育 学 部
附 属 義 務 教 育 学 校

長野

個人

中村　楓芽 山上　璃子 布施　琴音 奥谷 真織

宮前　希帆 吉川　亜咲実 大村　友里  東　鈴菜

団体

女

宝達中学校 石川 巻東中学校 新潟 城端中学校 富山 柳町中学校

武生第二中学校内灘中学校 石川 七尾中学校

丸山　渓

石川

大山　翔愛 竹野　輔 山岸　大泰

鴻江　翔伍 長谷部　陽 荒井　輝

美川中学校 石川 進明中学校 福井

遠山　紗瑛

富山福井工大福井中学校 福井 上市中学校

大田　隼也 松久　知弘

団体

男
個
人

単

複

野村　光河



No.2

性

新津第二 粟野 笹神 高岡

新潟 福井 新潟 富山

柏崎東 美川 和合 真野

新潟 石川 富山 新潟

北辰 鶴来 鯖江 高尾台

石川 石川 福井 石川

呉羽 鶴来 緑ヶ丘 豊田

富山 石川 長野 長野

高尾台 新潟第一 北辰 能都

石川 新潟 石川 石川

北辰 五位 邑知 巻西

石川 富山 石川 新潟

鶴来 丘 小杉 燕

石川 長野 富山 新潟

内灘 津沢 丸子北 長岡南

石川 富山 長野 新潟

朝日 直江津東 福井工大福井 茅野東部

富山 新潟 福井 長野

佐久長聖 光陽 福井工大福井 呉羽

長野 福井 福井 富山

光陽 丸子北 福井工大福井 呉羽

福井 長野 福井 富山

津沢 本丸 丘 笠間

富山 新潟 長野 石川

丘 緑ヶ丘 丘 小出

長野 長野 長野 新潟

丘 伊那東部 鶴来 長岡東

長野 長野 石川 新潟

上田第二 邑知 福井工大福井 胎内中条

長野 石川 福井 新潟

北辰 明倫 丘 中能登

石川 福井 長野 石川

中能登 丘 津沢 村松桜

石川 長野 富山 新潟

長岡東 白根北 小針 長岡東

新潟 新潟 新潟 新潟

宇ノ気 燕 宇ノ気 奥田

石川 新潟 石川 富山

松代 宇ノ気 吉川 小池

長野 石川 新潟 新潟

片貝 犀生 木曽町 塩尻広陵

新潟 石川 長野 長野

西南部 伏木 氷見北部 犀生

石川 富山 富山 石川

犀生 津南中等 緑丘 犀生

石川 新潟 石川 石川

期日：令和元年８月２日（金）～４日（日）　　開催県：富山県

（福井）

第３５回北信越中学校ホッケー選手権大会成績

種　　　　目 １　　位 ２　　位 ３　　位 ４　　位

ホッケー

男 朝日中学校 （福井） 津沢中学校 （富山） 大谷中学校 （富山） 鯖江中学校 （福井）

女 石動中学校 （富山） 大谷中学校 （富山） 朝日中学校 （福井） 織田中学校

相撲

バドミントン

競　　　　　　技 １　　位 ２　　位

剣道

長谷川　秀馬

90kg超級 藤牧　大和 岡田　勇気

石畠　大誠

柔道

女 森本中学校 石川 庄西中学校 富山

73kg級 南出　健槙

千葉　柊哉

団体

女

石川

福井団体

男

宇ノ気中学校 石川 小針中学校 新潟 燕中学校 新潟

個人

男

団体

軽量

中量

重量

淺田　晃誠 山本　楓真 丸田　温飛 今井　雄貴

小村　玄大 堀田　真裕 最上　想生 篠　　宗磨

小林　大勇

小島　京士

３　　位

林　秀俊 中谷　光騎

丘中学校

富山

下平　清哉

長野

北原　想大

上市中学校

韮澤　百羽 松川　華実 加藤　千聖 多﨑　未波

嶋田　舶

伊那東部中学校石川

長野

長野

中能登中学校 石川 北辰中学校

森田　陽彦 関　　真成 坂東　卓 篠　　侑磨

富山

明倫中学校

牧野　航大

柳町中学校

田中　花鈴

犀生中学校 石川 鳴和中学校 石川 緑丘中学校 石川 津端南中学校

今村　哲太 石田　大晴

宇ノ気中学校 石川

石川

40kg級 平本　結菜 大内　瑞稀 定森　美結 城石　幸音

44kg級 清水　唯南 籠島　純恋 関川　眞央 新木　美紅

女

丘中学校 長野 津沢中学校 富山

伊藤　鈴 清水　瑠唯 笠原　春香

52kg級 清水　夏美 久保田　朱音 山下　万葉

五十嵐　美音

個人 北澤　毬乃 横山　雅 長澤　彩紗

松代中学校 長野 奥田中学校

団体

松尾　結唯

岩本　彩愛

曽我　友香

57kg級 舩山　葵音 山出　愛実 谷　希颯

70kg超級 小林　萌華 花木　実友 櫻井　綾乃

63kg級 喜多　なつみ 大村　望乃 深沢　茉未 黒木　咲冶

70kg級 戸澗　望愛 塩原　水帆 柴田　麻紗陽

48kg級 藤原　天美

飯田　夏樹

男

阿部　優生

81kg級 髙田　晋吾

堀川　航

丸山　栄人

花澤　真輝

猪平　光海

66kg級 福田　悠真 大庭　清嵩 藤岡　響基 筒井　直也

60kg級 石川　大真 榎本　慎太 倉又　龍心

90kg級

扇割　星伍 川上　空大

浦田　繁也 稲荷　拓真

ソフトボール

男

浅野川中学校

55kg級

冨永　拓真

木村　伊吹

団体 高尾台中学校 石川 福井工大福井中学校 福井 長岡南中学校 新潟

50kg級

文化学園長野中学校 長野団体

女

美川中学校 石川 高岡中学校 石川

個
人

単

複

品川　由羽 𠮷田　陽萌 寺上　優衣 柴原　君枝

島谷　明日香 吉川　羽音 新庄　花恋 柴原　由美子


