
新潟市中学校総合体育大会結果(6月 13 日,14 日,18 日) 

 

新潟市中学校体育大会（種目：陸上競技，サッカー，ソフトテニス）の主な戦績 ※個人は敬称略 

 
【陸上競技部】 

共通男子走高跳  保苅 楓太 １位（１８７cm）  県大会出場 

          阿部 和真 ２位（１８１cm）  県大会出場 

  共通男子砲丸投  岩楯 波琉 ９位（８ｍ２２ｃｍ）県大会出場 
 
【サッカー部】 

１回戦   対 白新中 （５－２）勝 
２回戦   対 関屋中 （１－１ PK４－２）勝  ※ベスト８ 
３回戦   対 小針中 （０－３）敗       ※５位決定戦へ 
５位決定戦 対 山潟中 （０－２）敗 

       対 亀田西中（０－１）敗 
 
【ソフトテニス部】 
〈団体戦〉 １回戦  対 亀田中 （２－１）勝 
      ２回戦  対 白根第一（１－２）敗 
〈個人戦〉 上位進出ならず 

柴山・高山ペア ４回戦 敗   齋藤・渡邊ペア  ３回戦 敗 
      遠藤・伊藤ペア ３回戦 敗   小松・小野澤ペア ２回戦 敗    
       林 ・佐藤ペア １回戦 敗   眞柄・長谷川ペア １回戦 敗 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



新潟市中学校総合体育大会結果(6月 20 日,21 日,25 日) 

 

新潟市中学校体育大会（各種目）の主な戦績 ※個人は敬称略 

 

【野球部】 

  １回戦  石山中 対 新津第五中（２－７） 負 
 
【男子バスケットボール部】 
 １回戦  石山中 対 内野中 （５５－５４）勝 
 ２回戦  石山中 対 白根北中（４７－５３）負 

 
【女子バスケットボール部】 
 １回戦  石山中 対 亀田西中（１９－８６）敗 

 
【バレーボール部】 
 １回戦  石山中 対 寄居中  （２－０） 勝 
 ２回戦  石山中 対 新津第二中（０－２） 敗 

 
【卓球部】 
〈団体戦〉 

予選リーグ 第１試合  石山中 対 横越中 （３－０） 勝 
      第２試合  石山中 対 濁川中 （３－０） 勝 

第３試合  石山中 対 東石山中（３－１） 勝 
決勝トーナメント第１試合  石山中 対 光晴中 （０－３） 負 

〈個人戦〉上位進出ならず 
 
【硬式テニス部】 
〈シングルス〉女子 貝良塚心音   ２位 
〈ダブルス〉 男子 池田・久賀ペア ３位 
 
【水 泳】 
 男子２００ｍ個人メドレー決勝 牧野 真裕 ８位（2’36”76） 県大会出場 
 男子１００ｍ背泳ぎ決勝    三島 逞人 ４位（1’08”24） 県大会出場 
 男子４００ｍ個人メドレー決勝 牧野 真裕 ２位（5’22”44） 県大会出場 
男子２００ｍ背泳ぎ決勝    三島 逞人 ３位（2’30”59） 県大会出場 

 
【バドミントン】 
〈個人ダブルス〉女子 桑原・岩本ペア  
 ２回戦 石山中 対 東石山中 勝 
 ３回戦 石山中 対 内野中  勝 
 ４回戦 石山中 対 五十嵐中 勝 
 ５回戦 石山中 対 藤見中  負   ベスト８        県大会出場 
 
 



【剣 道】 
〈団体戦〉 
予選リーグ 男子 １位通過 → 土曜の決勝トーナメントへ      県大会出場 
     女子 １位通過 → 土曜の決勝トーナメントへ      県大会出場 

決勝トーナメント 
      男子 １回戦 石山中 対 巻西中  （５－０）勝    
         ２回戦 石山中 対 新津第二中（２－０）勝 
         準決勝 石山中 対 白根第一中（４－０）勝 
         決 勝 石山中 対 小針中  （１－３）負    準優勝 
      女子 ２回戦 石山中 対 亀田中  （３－０）勝    
         準決勝 石山中 対 新津第二中（２－０）勝 
         決 勝 石山中 対 小針中  （２－２代表戦）負 準優勝 
 

〈個人戦〉  男子 １位 金澤 心                  県大会出場 
５位 二ノ宮海音                 県大会出場 

ベスト２８ 横山高士、皆川遼太             県大会出場 
       女子 ３位 田畑恵衣、高畑琴羽             県大会出場 
       ベスト８  橋田舞樹、長橋美紀             県大会出場 

ベスト１６ 波田野樹                  県大会出場  
       ベスト２８ 野上風花                  県大会出場 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



新潟県通信陸上大会結果(７月１日) 

新潟県通信陸上大会の主な戦績 ※個人は敬称略 

 
【陸上競技部】 

共通男子走高跳  保苅 楓太 １位（１８５cm）  全中・北信越出場 

阿部 和真 ２位（１８０cm）   

 

新潟県中学校体育大会結果(７月 16 日,17 日) 

新潟県中学校体育大会（各種目）の主な戦績 ※個人は敬称略 

 
【陸上競技部】 

共通男子走高跳  阿部 和真 １位（１８５cm）  全中・北信越出場 

保苅 楓太 ２位（１７５cm）   

            

【硬式テニス部】 
〈男子団体戦〉石山中 対 上山中  負 
       石山中 対 高志中等 勝   ２位   北信越大会出場 
 
【水 泳】 
 男子４００ｍ個人メドレー決勝 牧野 真裕 ６位   入賞 
 男子１００ｍ背泳ぎ決勝    三島 逞人 ７位   入賞 
男子２００ｍ背泳ぎ決勝    三島 逞人 ５位   入賞 

 
【バドミントン】 
〈個人ダブルス〉女子 桑原・岩本ペア  
 １回戦 石山中 対 畑野中  勝 
 ２回戦 石山中 対 津南中  勝 
 ３回戦 石山中 対 藤見中  負          ベスト８ 
  
【剣 道】 
〈団体戦〉 
決勝トーナメント 
      男子 １回戦 石山中 対 栄中   （２－２代表戦）勝    
         ２回戦 石山中 対 猿橋中  （５－０）勝 
         ３回戦 石山中 対 燕中   （１－２）負 ベスト８ 
      女子 １回戦 石山中 対 新潟明訓中（３－０）勝  
         ２回戦 石山中 対 本丸中  （４－１）勝 
         ３回戦 石山中 対 糸魚川中 （４－０）勝 
         準決勝 石山中 対 小出中  （１－０）勝 
         決 勝 石山中 対 燕中   （１－２）負 準優勝 
 

〈個人戦〉  男子 １位 金澤 心          全国・北信越大会出場 
女子 ５位 長橋美紀                  



第 71回 下越地区吹奏楽コンクール（７月 23 日） 

【吹奏楽部】 会場：新潟テルサ 
    金賞受賞  県吹奏楽コンクール出場 
 
 

北信越中学校総合競技大会結果（７月 30日，８月２日、３日、４日、５日） 

北信越中学校総合競技大会の主な戦績 ※個人は敬称略 

 
【硬式テニス部】7/30(土) 長野県南長野運動公園テニスコート 
  男子団体 １回戦 対 長野市立長野中学校（０－５）負 
 
【陸上競技部】8/2(火)，3(水) 長野市営陸上競技場 

共通男子走高跳  保苅 楓太 １位（１９５cm）  ２位入賞（大会新記録） 

阿部 和真 ２位（１８０cm）  ５位入賞 

 
【剣道部】8/4(木)，5(金)  長野県長野県立武道館 
＜団体戦＞ 

女子団体  予選リーグ 石山中 対 呉羽中(富山)   （３－０）勝 
篠ノ井東中(長野) （３－０）勝 
明倫中(福井)   （３－０）勝  予選１位 

    決勝トーナメント 
１回戦 石山中 対 南宮中(長野)   （２－１）勝 

         ２回戦       松代中(長野)   （１－３）負  ３位入賞 
＜個人戦＞ 

男子個人  金澤 心   ３位入賞   
 
 

第 63回 新潟県吹奏楽コンクール（８月 10 日） 

【吹奏楽部】 会場：新潟市民芸術文化会館   
銀賞受賞  

 

全国中学校体育大会結果（８月 21日） 

全国中学校体育大会の主な戦績 ※個人は敬称略 

 
【陸上競技部】 ８/21(日)  福島県とうほう・みんなのスタジアム 

共通男子走高跳  保苅 楓太 １８８cm ５位入賞 

阿部 和真 １８０cm   

  
【剣道部】 

男子個人  金澤 心  ２回戦 対 水海道中（茨城県） （１－０）勝 
            ３回戦 対 大間中（青森県）  （０－２）負 


