
第２５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

宗村　颯 津野　維吹 長谷川　鉄承 土田　勇太 井口　飛鳥 樋口　憧人 須貝　旺生 上原　勇弥
黒埼 佐々木 新津第一 新津第一 小出 寄居 関川 小出

今井　風快 渡辺　匡一 山家　奏 加藤　史弥 石本　真大 井上　創太 八尾坂　隼 柴田　晃都
長岡南 山潟 瑞穂 木崎 亀田 安田 白根北 白根北

松浦　陸 早川　優作 富樫　亮太 星野　颯太 加藤　和 伊藤　聡士 梨本　集 筒井　健太
藤見 城西 山北 鳥屋野 村上東 新発田第一 三条第二 巻西

榎本　春輝 佐藤　治輝 諏佐　龍 五十嵐　瑠偉 池田　裕太 保坂　千春 小川　陽大 諸橋　岳
新潟第一 光晴 長岡南 中条 光晴 新井 安田 寄居

和泉　亮汰 五十嵐　大斗 松本　孝太郎 坂内　暖 伊藤　玲座 鈴木　大晴 渡辺　倖輝 エスポジット絵理緒

新津第一 安田 荒川 小出 三条第一 水原 燕 三条第二
川田　丈尋 鳥越　悠叶 山﨑　雄斗 松田　駿汰 井上　琉翔 安達　蓮 倉崎　順生 竹内　朝飛

白根第一 頸城 城西 水原 小出 光晴 長岡東 弥彦
川室　勇人 佐藤　晴輝 長嶋　辰徳 中村　広貴 斎藤　友輝 岩本　丈卓 武内　秀伸 桜井
湖太郎コリー

雄志 光晴 小針 柏崎第二 山王 長岡南 新発田東 六日町
笠原　加寿也 外川　辰也 齊藤　大貴 上田　詠斗 木村　匠 小林　英嗣 山口　将貴 岡田　快理

小出 白根第一 藤見 光晴 大崎 塩沢 新井 燕
西方　謙仁 髙橋　純翔 伊藤　俊介 齋藤　大介 渡辺　諒 荒井　康生 #N/A #N/A

燕 中条 三条第一 宮浦 新潟第一 三和 #N/A #N/A
女　子 １位 ２位 ３位 ３位 ５位 ５位 ５位 ５位

渡辺小由希 中村　紘衣 本間　夢 飯塚　悠帆 入村　有香 伊藤　優来 小林　春咲 亀貝　莉瑚
山潟 中条 新発田第一 新井 新井 笹神 白根北 新潟第一

丸山　実子 若月　怜 佐藤　蘭依 野倉　京子 斎藤　ことみ 白倉　舞 横山　裕加 小島　莉奈
長岡東 京ヶ瀬 佐々木 中条 潟東 寄居 白根北 寄居

宮川　咲良 高尾　真衣 向來　桜子 中條　寛子 岩嶋　菜緒 佐藤　亜佑美 入澤　智咲 星山　優花
新発田東 城西 中条 城西 直江津東 大和 小新 京ヶ瀬

鈴木　亜衣美 今井　亜純 髙橋　葉菜 岩渕　智梨 渡部　陽世 笹川　智香 小柳　美珠綺 原　沙織
白根第一 京ヶ瀬 関川 小出 猿橋 巻西 藤見 直江津東

小林　祐月 長澤　優奈 渡辺　円 阿部　里花子 星野　結南 渡辺　理子 佐藤　里紗 石平　琴海
白根北 小須戸 白根第一 中条 巻西 藤見 燕 直江津東

林　すず 寺井　奏音 帆苅　優衣 白川　亜由実 石上　莉子 青木　鈴奈 竹野　藍乃 #N/A
新潟第一 直江津東 新津第五 城西 城北 寄居 弥彦 #N/A

小池　優佳 杉山　沙羅 木村　琴美 樋口　円 高田　蘭 大野　眞子 #N/A #N/A
関川 京ヶ瀬 猿橋 潟東 小針 新井 #N/A #N/A

松澤　佑栞 渡邉　蒼菜 大関　愛 内田　陽菜 伊藤　美紗 #N/A #N/A #N/A

白根第一 関川 新潟第一 大形 猿橋 #N/A #N/A #N/A
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