
第２1回新潟県中学校新人柔道体重別大会　大会記録一覧表
男　子 １位 ２位 ３位 ３位 ５位 ５位 5位 5位

井越　慶次 白倉　優 紫竹  玲央奈 佐藤　洋人 橋本　拓実 佐藤　寛生 傳　　春輝 本間　朝陽
亀田 大形 早通 刈谷田 曽野木 中条 中条 新津第二

市村　智志 坂爪　泰樹 渡辺　真 村松　守 小山　健太 堀川　大貴 富樫　拓士 中村　孝太朗
笹神 新津第一 小須戸 長岡南 巻西 佐渡南 新発田東 新発田東

湯座　耀平 小林　祐太 藤本　樹輝 粉川　幹野 伊藤　洸希 笹川　諒 金沢　達人 海老名　星哉
上山 刈谷田 巻西 長岡南 京ヶ瀬 潟東 藤見 早通

鵜川　圭汰 宮澤　晃生 杉野　喬生 田村　鯨太 長谷川 颯 小池　慎哉 高野　正隆 佐藤　涼介
燕 舟栄 三条第三 長岡南 舟栄 木崎 (水沢) 直江津東

野嶋　寛明 上村　尚弘 近藤　光 諸橋　勇武 近藤　大成 増本　陸 熊倉　聡悟 瀬戸　智広
燕 宮内 光晴 藤見 城西 巻西 白根北 城北

坂下　祐樹 石田　睦 髙橋　孟 小林　浩太朗 小島　啓太 羽下　巧 村上　脩 村山　健一郎
黒埼 直江津東 関川 中条 新井 山王 藤見 直江津東

佐藤　　城 柄沢　威吹 渋谷　太地 渡邊　優介 上村　優斗 小柳　桃郎 鈴木　大河 渡邊　優介
燕 藤見 猿橋 三条第一 小出 三条第二 三条第二 三条第一

宗村　奎吾 渡邊　佳俊 池田　健生 小池　哲平 平方　優成 大原  友行 片所  武也 野崎　陽太
燕 藤見 柏崎第三 中条 山北 新津第五 新井 三和

田崎　稜太 佐藤　翔 山井　優作 増子　貴洸 星野　孝宏 野口  雄樹 田原　剛志 加藤　将也

長岡南 光晴 刈谷田 白根北 寄居 新井 直江津東 聖籠
女　子 １位 ２位 ３位 ３位 ５位 ５位 ５位 ５位

山田　留英 岸田　優希 山田　沙里菜 長谷川　桃奈 天谷　友香 濱地　奈々 大原　萌香 大橋　咲良
巻東 城西 大崎 白根北 長岡東 城西 長岡東 宮内

髙岡　菜月 青海　朱莉 加藤　　和 山田　ななこ 黒川　智佳子 丸山　果子 羽賀　絢香 佐野　理紗
山王 猿橋 中条 城西 大形 長岡東 三条第一 白新

瀧澤　明希 谷澤　あすか 德永　雛奈 佐藤　里帆 松澤　杏南 板垣　咲華 阿部　来美 齋藤　優季
亀田 大形 長岡東 三条第一 白根第一 山王 三条第一 山王

杵渕　萌 村松　笑華 長澤　藍 加藤　有華 樋口  まどか 近藤　彩香 遠藤　好美 伊藤　ひかり
白根第一 長岡東 小須戸 藤見 潟東 藤見 白根第一 白根北

金井　瑞歩 内藤  若菜 山田　和希 金子　美優 長谷川　咲 山岸　彩夏 新國　碧 田中　美穂
猿橋 直江津 大和 長岡東 中条 白根北 新潟第一 亀田

小池　陽菜 安澤　夏実 岩田　朱音 本永　さくら 鈴木　理子 吉田　光里 樽　郁美 小山　里奈
関川 白根第一 千田 白根北 塩沢 亀田 大形 藤見

島　瑞祐希 星野　百香 庭山　菜緒 関　美和 富樫　樹菜 竹野　ひかり #N/A #N/A
白根第一 白根第一 村上中等 小出 山北 吉田 #N/A #N/A

清水　杏奈 小池　帆南 大野　莉奈 中島　瞳 宇鉄　彩伽 #N/A #N/A #N/A

三和 大形 大形 大和 村上中等 #N/A #N/A #N/A
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