
№ 競　　技 種　　別 種　　目 区分 氏　　　　名 所　　属 現住所

1 水泳 女子 水球 監督 布目　敬悟 (株)ブルボン 柏崎市

2 水泳 女子 水球 コーチ 栗林　弘至 柏崎市役所 柏崎市

3 水泳 女子 水球 コーチ 小沼　優太 JAえちご上越 柏崎市

4 水泳 女子 水球 選手 長谷川　陽子 (株)ブルボン 柏崎市

5 水泳 女子 水球 選手 長谷川　雛子 （一財）柏崎市スポーツ協会 柏崎市

6 水泳 女子 水球 選手 今村 　　花 (株)ブルボン 柏崎市

7 水泳 女子 水球 選手 梅村　香穂 柏陽鋼機(株) 柏崎市

8 水泳 女子 水球 選手 宮川　華音 新潟産業大学 柏崎市

9 水泳 女子 水球 選手 前野　理緒 新潟産業大学 柏崎市

10 水泳 女子 水球 選手 前野　美月 新潟産業大学 柏崎市

11 水泳 女子 水球 選手 飛鳥井　真生 秀明大学 千葉県八千代市

12 水泳 女子 水球 選手 吉田　和希 東京女子体育大学 東京都国立市

13 水泳 女子 水球 選手 栗林　陽華 新潟産業大学附属高校 柏崎市

14 水泳 女子 水球 選手 佐藤　由依 新潟産業大学附属高校 柏崎市

15 水泳 少年男子 水球 監督 島岡　清孝 十日町総合高校(教) 柏崎市

16 水泳 少年男子 水球 コーチ 柴原　吉輝 (株）柏陽鋼機 柏崎市

17 水泳 少年男子 水球 コーチ 池田　　凌 （公財）柏崎振興財団 柏崎市

18 水泳 少年男子 水球 選手 村山　成琉 新潟産業大学附属高校 柏崎市

19 水泳 少年男子 水球 選手 栗山　憂哉 新潟産業大学附属高校 柏崎市

20 水泳 少年男子 水球 選手 小川　航平 柏崎高校 燕市

21 水泳 少年男子 水球 選手 芳賀　優太 新潟産業大学附属高校 柏崎市

22 水泳 少年男子 水球 選手 茂田井　海希 新潟産業大学附属高校 柏崎市

23 水泳 少年男子 水球 選手 山田　暁也 新潟産業大学附属高校 柏崎市

24 水泳 少年男子 水球 選手 加藤　慶大 新潟産業大学附属高校 柏崎市

25 水泳 少年男子 水球 選手 樋口　征那 新潟産業大学附属高校 柏崎市

26 水泳 少年男子 水球 選手 徐　　浩智 新潟産業大学附属高校 柏崎市

27 水泳 少年男子 水球 選手 郭　　亞樂 新潟産業大学附属高校 柏崎市

28 水泳 少年男子 水球 選手 牧野　　椋 新潟産業大学附属高校 柏崎市

29 水泳(AS) 少年女子 デュエット 監督 大串　真理子 新潟ASC 新潟市西区

30 水泳(AS) 少年女子 デュエット 選手 中島　琉有 新潟中央高校 新潟市中央区
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31 水泳(AS) 少年女子 デュエット 選手 田村　　椿 新潟・藤見中学校 新潟市東区

32 テニス
成年男子
成年女子

監督 横山　悟 ﾌｧﾐﾘｰｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 新潟市西区

33 テニス 成年男子 コーチ 川上　英樹 長岡市役所 長岡市

34 テニス 成年女子 コーチ 西海　幸頼 新潟医療福祉大学（職） 新潟市西区

35 テニス 成年男子 選手 勝島　陽希 ルネサンス 千葉市稲毛区

36 テニス 成年男子 選手 水野　凌太 NPO法人希楽々 村上市

37 テニス 成年女子 選手 長束　実紀 Fテニス 埼玉県上尾市

38 テニス 成年女子 選手 植木　千尋 BROSテニスクラブ 上越市

39 ボート 成年男子 監督 今里　睦美 （株）サイバーアート 新潟市西区

40 ボート 成年男子 シングルスカル 選手 辻　　宇輝 明治大学 埼玉県戸田市

41 ボート 成年男子 舵手付フォア 選手 神崎　竜哉 富山国際大学 富山県富山市

42 ボート 成年男子 舵手付フォア 選手 本間　　葵 新潟大学 新潟市西区

43 ボート 成年男子 舵手付フォア 選手 岩本　達裕 新潟大学 新潟市西区

44 ボート 成年男子 舵手付フォア 選手 見藤　　駿 新潟大学 新潟市西区

45 ボート 成年男子 舵手付フォア 選手 小俣　直史 新潟大学 新潟市西区

46 ボート 成年男子 舵手付フォア 選手 半沢　一樹 新潟大学 新潟市西区

47 ボート 成年男子 舵手付フォア 選手 小林　史弥 （株）ティーエスロード 長岡市

48 ボート 成年女子 監督 石田　久美子 新潟市中央区

49 ボート 成年女子 シングルスカル 選手 青山　実吹 明治大学 埼玉県戸田市

50 ボート 成年女子 ダブルスカル 選手 柴田　青空 新潟大学 新潟市西区

51 ボート 成年女子 ダブルスカル 選手 鈴木　優里 新潟大学 新潟市西区

52 ボート 成年女子 舵手付クォドルプル 選手 草牧　里佳 富士通Japan（株） 新潟市中央区

53 ボート 成年女子 舵手付クォドルプル 選手 南　　菜月 (株)第四北越銀行 新潟市北区

54 ボート 成年女子 舵手付クォドルプル 選手 関口　歩美 東京医科歯科大学 東京都墨田区

55 ボート 成年女子 舵手付クォドルプル 選手 小林　紗詠 新潟大学 新潟市西区

56 ボート 成年女子 舵手付クォドルプル 選手 金田　奈菜美 新潟大学 新潟市西区

57 ボート 少年男子 監督 清野　拓也 コニカミノルタNC（株） 新潟市江南区

58 ボート 少年男子 コーチ 千野　美沙子 （合）CocoKara 新潟市中央区

59 ボート 少年男子 シングルスカル 選手 齋藤　玲音 阿賀黎明高校 東蒲原郡阿賀町

60 ボート 少年男子 ダブルスカル 選手 田邊　晴弥 新潟南高校 新潟市江南区

61 ボート 少年男子 ダブルスカル 選手 笹川　　巧 新潟南高校 新潟市南区

62 ボート 少年男子 ダブルスカル 選手 吉村　知也 新潟南高校 新潟市南区



63 ボート 少年男子 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 夏目　輝玄 新潟高校 新潟市西区

64 ボート 少年男子 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 大湊　匠真 阿賀黎明高校 新潟市東区

65 ボート 少年男子 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 長谷川　将太 阿賀黎明高校 東蒲原郡阿賀町

66 ボート 少年男子 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 高橋　拓光 新潟南高校 新潟市西区

67 ボート 少年男子 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 古澤　勇海 新潟高校 新潟市中央区

68 ボート 少年男子 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 猪　　凛誠 阿賀黎明高校 東蒲原郡阿賀町

69 ボート 少年男子 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 川口　光太郎 新潟高校 新潟市西区

70 ボート 少年女子 監督 米田　久行 （株）山忠 新潟市西区

71 ボート 少年女子 シングルスカル 選手 長谷川　明莉 阿賀黎明高校 東蒲原郡阿賀町

72 ボート 少年女子 ダブルスカル 選手 金谷　りさ 新潟高校 加茂市

73 ボート 少年女子 ダブルスカル 選手 古田　　圭 新潟南高校 新潟市南区

74 ボート 少年女子 ダブルスカル 選手 前田　紗椰 新潟高校 新潟市江南区

75 ボート 少年女子 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 桑野　有紗 新潟南高校 新潟市東区

76 ボート 少年女子 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 杉崎　愛日 阿賀黎明高校 東蒲原郡阿賀町

77 ボート 少年女子 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 加藤　里菜 阿賀黎明高校 東蒲原郡阿賀町

78 ボート 少年女子 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 星野　悠月 新潟高校 新潟市東区

79 ボート 少年女子 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 嵩岡　千咲 新潟高校 新発田市

80 ボート 少年女子 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 新井田　美花 新潟高校 新潟市中央区

81 体操 トランポリン 監督 川田　貴之 レインボージムナスティックス大潟 上越市

82 体操 トランポリン コーチ 安田　ゆうき レインボージムナスティックス大潟 上越市

83 体操 男子 トランポリン 選手 笠原　武晃 レインボージムナスティックス大潟 上越市

84 体操 女子 トランポリン 選手 小石　和奈 関根学園高等学校 上越市

85 体操 少年女子 新体操 監督 笠原　基衣 北越高校（教） 新潟市中央区

86 体操 少年女子 新体操 コーチ 溝越　千春 北越高校（教） 新潟市江南区

87 体操 少年女子 新体操 選手 野口　果乃 北越高校 新発田市

88 体操 少年女子 新体操 選手 小嶋　杏奈 北越高校 新潟市秋葉区

89 体操 少年女子 新体操 選手 武藤　帆南 北越高校 新潟市東区

90 体操 少年女子 新体操 選手 小柳　美月 北越高校 新潟市江南区

91 体操 少年女子 新体操 選手 木戸　歩花 北越高校 加茂市

92 体操 少年女子 新体操 選手 笠間　朋栞 北越高校 加茂市

93 体操 少年女子 新体操 選手 加藤　四季 北越高校 新潟市中央区

94 体操 成年男子 競技 監督 亀山　就平 新潟経営大学（教） 新潟市秋葉区



95 体操 成年男子 競技 選手 柏木　寅治 （合）加茂人 加茂市

96 体操 成年男子 競技 選手 並松　玄太 新潟経営大学 加茂市

97 体操 成年男子 競技 選手 奥平　悠太 仙台大学 宮城県柴田郡柴田町

98 体操 成年男子 競技 選手 佐藤　　元 新潟経営大学 加茂市

99 体操 成年男子 競技 選手 津浦　功記 新潟経営大学 加茂市

100 体操 成年女子 競技 監督 丸山　久美 （公財）長岡市スポーツ協会 長岡市

101 体操 成年女子 競技 選手 山田　深月 国士舘大学 東京都多摩市

102 体操 成年女子 競技 選手 小林　つつみ 日本女子体育大学 東京都世田谷区

103 体操 成年女子 競技 選手 吉田　優香 日本体育大学 神奈川県横浜市

104 体操 成年女子 競技 選手 渡邉　　楓 武庫川女子大学 兵庫県西宮市

105 体操 成年女子 競技 選手 渡辺　咲心 仙台大学 宮城県柴田郡柴田町

106 体操 少年男子 競技 監督 小野　武彦 加茂高校（教） 三条市

107 体操 少年男子 競技 選手 富永　　翔 関根学園高校 上越市

108 体操 少年男子 競技 選手 佐藤　寛太 関根学園高校 上越市

109 体操 少年男子 競技 選手 相田　陸真 東京学館新潟高校 新潟市西区

110 体操 少年男子 競技 選手 佐藤　唯斗 東京学館新潟高校 新潟市中央区

111 体操 少年男子 競技 選手 猪田　裕斗 関根学園高校 上越市

112 体操 少年女子 競技 監督 渡辺　進弥 ジムナスティック新潟 新潟市中央区

113 体操 少年女子 競技 コーチ 青山　人士 レインボージムナスティックス大潟 上越市

114 体操 少年女子 競技 選手 岡田　真祐美 関根学園高校 妙高市

115 体操 少年女子 競技 選手 川上　寧采 長岡・南中学校 長岡市

116 体操 少年女子 競技 選手 桐生　彩羽 東京学館新潟高校 新潟市西区

117 体操 少年女子 競技 選手 伊藤　美海 関根学園高校 上越市

118 体操 少年女子 競技 選手 小嶋　陽菜 関根学園高校 妙高市

Ｓ＆Ｈ競技

標準障害飛越競技

馬場馬術競技

標準障害飛越競技

Ｓ＆Ｈ競技

標準障害飛越競技

Ｓ＆Ｈ競技

標準障害飛越競技

125 馬術 少年 Ｓ＆Ｈ競技 選手 清水　一将 三条商業高校 長岡市

126 馬術 少年 馬場馬術競技 選手 高田　あや乃 新潟江南高校 新潟市中央区

124

123

122

121

馬場馬術競技

二段階障害飛越競技

少年

少年

成年女子

成年女子

馬術

馬術

馬術

馬術

宮西　佑亜

安達　未夏

樋浦　　萌

徳田　絵美

選手

選手

選手

選手

新潟市中央区

新潟市西区

東京学館新潟高校

新潟江南高校

新潟市馬術協会

新潟市馬術協会

成年男子馬術120

新潟市江南区（公財）新潟市開発公社小泉　智史
監督兼
選手

成年男子馬術119

新潟市北区ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｳｪｰﾊｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱塚本　　善選手

新潟市中央区

新潟市東区



127 馬術 少年 団体障害飛越競技 選手 樋口　直哉 新潟江南高校 新潟市西区

128 馬術 少年 団体障害飛越競技 選手 加藤　健大 東京学館新潟高校 新潟市中央区

129 スポーツクライミング 成年女子 リード・ボルダリング 監督 豊岡　貴寛 新潟フリークライミングクラブ 妙高市

130 スポーツクライミング 成年女子 リード・ボルダリング 選手 栗田　湖有 駒澤大学 埼玉県川崎市

131 スポーツクライミング 成年女子 リード・ボルダリング 選手 大月　英理香 新潟フリークライミングクラブ 十日町市

132 スポーツクライミング 少年男子 リード・ボルダリング 監督 今井　浩二 新潟県山岳協会 柏崎市

133 スポーツクライミング 少年男子 リード・ボルダリング 選手 佐久間　祝 新発田南高校 新発田市

134 スポーツクライミング 少年男子 リード・ボルダリング 選手 安部　拓哉 新津高校 新潟市秋葉区

135 スポーツクライミング 少年女子 リード・ボルダリング 監督 栗田　陽輔 (有)込山土建 新潟市南区

136 スポーツクライミング 少年女子 リード・ボルダリング 選手 小林　夏寧 高田北城高校 上越市

137 スポーツクライミング 少年女子 リード・ボルダリング 選手 布施　怜南 上越・吉川中学校 上越市

138 カヌー 監督 澁谷　　毅 万代高校（教） 新潟市西蒲区

139 カヌー コーチ 鈴木　敏郎 分水高校（教） 燕市

カヌースプリント

 カヤックシングル

カヌースプリント  

 カナディアンシングル

カヌースプリント

カヤックシングル

カヌースプリント

カナディアンシングル

カヌースプリント  

カヤックシングル

カヌースプリント

カナディアンシングル

カヌースプリント 

カヤックペア

カヌースプリント

カヤックペア
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カヌースプリント

カナディアンペア

カヌースプリント

カヤックシングル

カヌースプリント

 カヤックペア

カヌースプリント

 カヤックペア

153 空手道 全種別 形 監督 遠藤　　 清 弥彦村役場 長岡市

154 空手道 成年男子 形 選手 古川 　　優 住友電工ウィンテック(株)田口事業所 妙高市

155 空手道 成年男子 形 選手 秋山　達哉 シンコールアイル(株) 長岡市

156 空手道 成年女子 形 選手 秋山　真子 拓殖大学 東京都八王子市

157 空手道 少年男子 形 選手 田中　克典 新潟第一高校 五泉市

158 空手道 少年男子 形 選手 川野　春哉 加茂農林高校 長岡市

長岡市分水高校竹内　輝空選手

新潟市江南区万代高校曽我　羽菜選手

燕市分水高校和田　陽充選手

新潟市北区万代高校赤松　　瞳選手

新潟市江南区万代高校池田　ちはる選手

燕市分水高校関川　聡太選手

三条市分水高校長谷部　航選手

西蒲原郡弥彦村（一社）三条市スポーツ協会高橋　駿哉選手

新潟市東区万代高校板垣　翔太選手

新潟市西区万代高校

大正大学川俣　萌華選手

燕市月ヶ岡特別支援学校（教）小林　晃弘選手

少年女子

少年女子

少年女子

少年男子

新潟市北区万代高校長井　未亜選手

笹川　遙翔選手

少年男子

少年男子

少年男子

少年男子

少年男子

カヌー

カヌー
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カヌー

カヌー

カヌー

カヌー

カヌー

カヌー
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カヌー

カヌー

カヌー

カヌー

埼玉県川口市

成年女子

成年女子

成年男子

成年男子

152

151

150

149

148

147



159 空手道 少年女子 形 選手 真貝　奏子 新潟第一高校 長岡市

160 ボウリング 成年男子 監督 諏訪間　秀明 ㈱BSNアイネット 新潟市南区

161 ボウリング （全種別） ｺｰﾁ 久島　千浩 プロショップフィット 新潟市東区

162 ボウリング 成年男子 選手 金子　　猛 グランドボウル黒埼 五泉市

163 ボウリング 成年男子 選手 斎藤　理恩 長岡大学 西蒲原郡弥彦村

164 ボウリング 成年男子 選手 板垣　博志 新潟県警察 新潟市中央区

165 ボウリング 成年男子 選手 羽田　　楓 ㈱ジェイアール新潟ビジネス 新潟市東区

166 ボウリング 成年女子 監督 古俣　豪樹 ㈱友和興業 新潟市北区

167 ボウリング 成年女子 選手 渡邉　　望 十日町市役所 十日町市

168 ボウリング 成年女子 選手 金子　智恵子 山崎製パン㈱新潟工場 五泉市

169 ボウリング 成年女子 選手 諏訪間　知子 NPO法人　ゆうーわ 新潟市南区

170 ボウリング 成年女子 選手 稲川　睦子 長岡青葉台小学校（教） 長岡市

171 ボウリング 少年女子 監督 立川　　豊 ㈱クラウンファニシング 阿賀野市

172 ボウリング 少年女子 選手 遠藤　優香 新潟青陵高校 新潟市中央区

173 ボウリング 少年女子 選手 遠藤　愛香 新潟山潟中学校 新潟市中央区

174 ゴルフ 少年男子 監督 伊藤　　暢 ヨネックスカントリークラブ 新潟市西区

175 ゴルフ 少年男子 選手 末広　大地 新発田高校 胎内市

176 ゴルフ 少年男子 選手 小田　祥平 開志国際高校 胎内市

177 ゴルフ 少年男子 選手 篠原　雷登 開志国際高校 胎内市


