
No. 競　技 種　別 種　目 区　分 氏　名 所　属 現住所

1 水泳 競泳 監督 三上　　悟 柏崎高校（教） 長岡市

2 監督 小林　健二 長岡工業高校（教） 長岡市

3 コーチ 山﨑　裕太 ダッシュ新潟 新潟市西区

4 コーチ 林　　和希 (株)日本水泳振興会 長岡市

5 コーチ 中條　和之 ダッシュ三条 燕市

6 コーチ 青木　正男 日本文理高校（教） 新潟市東区

7 コーチ 近藤　　優 長岡大手高校（教） 長岡市

8 コーチ 小玉　裕道 ＳA柏崎 柏崎市

9 コーチ 竹村　悠司 JSSジャンボ 新潟市西区

10 トレーナー 内山　結城 日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 埼玉県狭山市

11 トレーナー 中村　拓成 こん整形外科 新潟市西蒲区

12 成年男子 平泳ぎ100m・リレー 選手 山中　祥輝 (株)東亞 長岡市

13 バタフライ100m・リレー 選手 田中　優弥 新潟医療福祉大学(職) 新潟市北区

14 背泳ぎ100m・リレー 選手 早坂　　亮 新潟医療福祉大学 新潟市中央区

15 個人メドレー200m 選手 坂　　登暉 日本水泳振興会 長岡市

16 リレー 選手 長谷川卓哉 新潟市消防局 新潟市西区

17 自由形50m・リレー 選手 松井　浩亮 新潟医療福祉大学(職) 新潟市北区

18 自由形100m・リレー 選手 石崎　慶祐 日本大学 東京都目黒区

19 リレー 選手 樋口　陽太 JFE京浜 神奈川県川崎市

20 少年男子Ａ バタフライ200m 選手 羽生　朝喜 日本文理高校 新潟市西蒲区

21 背泳ぎ200m 選手 田中　　智 日本文理高校 新潟市西区

22 自由形50m 選手 堀口　登矢 長岡大手高校 長岡市

23 自由形100m 選手 田巻　研成 巻高校 新潟市西区

24 自由形400m 選手 塚本　悠悟 日本文理高校 新発田市

25 少年男子Ｂ 自由形50m・自由形100m・リレー 選手 堀内　　光 新潟高校 新潟市東区

26 背泳ぎ100m・リレー 選手 長谷川温大 新潟・大江山中学校 新潟市江南区

27 リレー 選手 本間　匠騎 長岡大手高校 三条市

28 リレー 選手 西野竜太朗 十日町総合高校 十日町市

29 リレー 選手 堀川　　煌 長岡高校 三条市

30 成年女子 平泳ぎ100m 選手 深澤　　舞 新潟医療福祉大学(職) 新潟市北区

31 自由形400m 選手 加藤はなの 新潟大学大学院 新潟県三条市

32 バタフライ100m 選手 中野　未夢 ダッシュ新潟 新潟市東区

33 少年女子Ａ バタフライ200m・リレー 選手 山岸はるか 柏崎翔洋中等教育学校 新潟県柏崎市

34 自由形50m・リレー 選手 多田　茉凛 長岡大手高校 長岡市

35 リレー 選手 杉本　妃鞠 新潟第一高校 新潟市中央区

36 自由形100m・リレー 選手 坂爪　　晴 長岡大手高校 新潟市東区

37 個人メドレー400m・リレー 選手 水上　瑠理 新潟第一高校 新潟市中央区

38 リレー 選手 佐藤　真波 新潟第一高校 新潟市西蒲区

39 少年女子Ｂ 背泳ぎ100m・リレー 選手 津端　　舞 中越高校 三条市

40 平泳ぎ100m・リレー 選手 小山　風香 柏崎翔洋中等教育学校 柏崎市

41 自由形50m・自由形100m・リレー 選手 山田　妃夏 中越高校 長岡市

42 リレー 選手 小俣みなも 長岡大手高校 新潟市東区

43 リレー 選手 清水　　凜 三条・第一中学校 燕市

44 リレー 選手 門間　悠月 新潟・亀田中学校 新潟市江南区

45 飛込 監督 荒木　駿図 (株)原信 長岡市

46 成年男子 飛込（高・飛板） 選手 荒木　宥図 (株)日本水泳振興会 長岡市

47 少年男子 飛込（高・飛板） 選手 藤田　　優 新潟高校 新潟市中央区
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48 水泳 少年女子 飛込（高・飛板） 選手 平澤杏里彩 長岡大手高校 長岡市

49 少年男子 水球 監督 島岡　清孝 十日町総合高校(教) 柏崎市

50 コーチ 柴原　吉輝 柏陽鋼機(株) 柏崎市

51 コーチ 池田　　凌 (公財)かしわざき振興財団 柏崎市

52 総務 平田　一成 植木不動産（株） 柏崎市

53 選手 村山　成琉 新潟産業大学附属高校 柏崎市

54 選手 茂田井海希 新潟産業大学附属高校 柏崎市

55 選手 小川　航平 柏崎高校 燕市

56 選手 山田　暁也 新潟産業大学附属高校 柏崎市

57 選手 加藤　慶大 新潟産業大学附属高校 柏崎市

58 選手 樋口　征那 新潟産業大学附属高校 柏崎市

59 選手 徐　　浩智 新潟産業大学附属高校 柏崎市

60 選手 郭　　亞樂 新潟産業大学附属高校 柏崎市

61 選手 牧野　　椋 新潟産業大学附属高校 柏崎市

62 選手 佐藤　陽生 新潟産業大学附属高校 柏崎市

63 選手 品田　大喜 新潟産業大学附属高校 柏崎市

64 女子 水球 監督 栗林　弘至 柏崎市役所 柏崎市

65 コーチ 木村　栄記 柏崎市役所 柏崎市

66 コーチ 小沼　優太 ＪＡえちご上越 柏崎市

67 トレーナー 高橋　利一 ＪＡ新潟厚生連上越総合病院 柏崎市

68 選手 小出　未来 (株)ブルボン 柏崎市

69 選手 長谷川陽子 (株)ブルボン 柏崎市

70 選手 長谷川雛子 （一財）柏崎市スポーツ協会 柏崎市

71 選手 今村　　花 (株)ブルボン 柏崎市

72 選手 梅村　香穂 柏陽鋼機(株) 柏崎市

73 選手 宮川　華音 柏崎信用金庫 柏崎市

74 選手 栗林　陽華 新潟産業大学 柏崎市

75 選手 飛鳥井真生 秀明大学 千葉県八千代市

76 選手 前野　美月 新潟産業大学 柏崎市

77 選手 山音　瑠那 新潟産業大学附属高校 柏崎市

78 選手 佐藤　由依 新潟産業大学附属高校 柏崎市

79 オープンウォータースイミング 監督 馬場　康博 新潟医療福祉大学(教) 新潟市東区

80 コーチ 中條　和之 ダッシュ三条 燕市

81 男子 オープンウォータースイミング5㎞ 選手 渡辺　　柊 新潟経営大学 三条市

82 女子 オープンウォータースイミング5㎞ 選手 加藤はなの 新潟大学大学院 三条市

83 体操 少年男子 体操競技 監督 小野　武彦 加茂高校（教） 三条市

84 コーチ 川田　貴之 (一社)レインボージムナスティックス大潟 上越市頸城区

85 選手 齋藤　　俊 加茂高校 長岡市

86 選手 上田　聖真 長岡・宮内中学校 長岡市

87 選手 佐藤　唯斗 東京学館新潟高校 新潟市中央区

88 選手 猪田　裕斗 関根学園高校 上越市

89 選手 水品　遥希 関根学園高校 上越市

90 少年女子 体操競技 監督 青山　人士 (一社)レインボージムナスティックス大潟 上越市

91 コーチ 丸山　久美 (公財)長岡市スポーツ協会 長岡市

92 選手 川上　寧采 長岡大手高校 長岡市

93 選手 川田　優奈 関根学園高校 上越市大潟区

94 選手 岡田真祐美 関根学園高校 妙高市

95 選手 小嶋　陽菜 関根学園高校 妙高市
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96 体操 少年女子 体操競技 選手 髙橋　音羽 関根学園高校 上越市

97 バレーボール 少年男子 ビーチバレーボール 監督 五十嵐　健 新潟第一高校（教） 燕市

98 選手 片岡　秀登 新潟第一高校 新潟市西区

99 選手 下間　儒大 新潟第一高校 新潟市北区

100 少年女子 ビーチバレーボール 監督 野澤　　信 中越高校(教) 長岡市

101 選手 西澤　希愛 中越高校 長岡市

102 選手 長部夏央子 中越高校 長岡市

103 弓道 監督 安達　行法 蓮野地区 多目的屋内運動場 北蒲原郡聖篭町

104 監督 宮島佳那子 帝京長岡高校(教) 三条市

105 監督 笠原　宏文 新潟東高校(教) 新潟市秋葉区

106 成年男子 近的・遠的 コーチ 西村　洋輝 北陸重機工業(株) 新潟市秋葉区

107 選手 上村　和正 (株)山田建築 長岡市

108 選手 外山　孝幸 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株) 新発田市

109 選手 長崎　裕史 (株)保坂工務店 上越市

110 成年女子 近的・遠的 コーチ 小林ひとみ (株)八草園 新潟市秋葉区

111 コーチ 長澤　菜里 新潟大学大学院 新潟市秋葉区

112 選手 新保　智子 黒川郵便局 北蒲原郡聖籠町

113 選手 藤岡　　睦 鍼灸マッサージ院ひなた 上越市

114 選手 小池　未央 ナカジマミート 新発田市

115 少年男子 近的・遠的 コーチ 五十嵐陽子 長岡向陵高校(教) 長岡市

116 選手 中嶋　航大 帝京長岡高校 小千谷市

117 選手 安藤　遥澄 長岡向陵高校 長岡市

118 選手 帆刈　太一 新潟東高校 新潟市江南区

119 少年女子 近的・遠的 コーチ 小山　哲也 新潟・石山中学校(教) 新潟市秋葉区

120 選手 浅岡　来春 三条高校 燕市

121 選手 幸田　志歩 長岡向陵高校 長岡市

122 選手 飯島みなみ 新潟東高校 新潟市東区


