
性

中央中 大潟町中 中央中

(福井) (新潟) (福井)

大町第一中 大町第一中 大町第一中

(長野) (長野) (長野)

庄西中 堀川中 鎌田中

（富山） (富山) （長野）

成和中 輪島中 大東中 成和中

（福井） （石川） （福井） （福井）

宝達中 城端中 巻東中 滑川中

（石川） （富山） （新潟） （富山）

浅野川中 糸魚川中 河北台中 糸魚川中

（石川） (新潟) （石川） (新潟)

大東中 春江中 春江中 亀田中

（福井） (福井) （福井） （新潟）

東新潟中 伏木中 七尾中 小将町中

（新潟） （富山） （石川） （石川）

布水中 東新潟 井口中 勝山南部中

（石川） （新潟） （富山） （福井）

（石川）

個
人

単 武田　航太 奥　優汰 伊藤　亘哉 近都　拓海

複

藤谷　虎太朗 後藤　空 今井 柊介 中野 文哉

石田　悠斗 目﨑駿太郎 吉田 翔哉 南茂 斗羽

バドミントン

団体

男

東新潟中学校 (新潟) 進明中学校

大東中学校 (福井) 志賀中学校

卓球

(福井) 勝山南部中学校 (福井) 布水中学校

(石川) 出町中学校

(石川)

個人 森廣 伽衣 坂本 実咲 直江  蓮 立川 朋佳

団体

女

武生第二中学校 (福井) 春江中学校 (福井)

(富山)

個人 松本 光史 渡辺  凱 三浦 裕大 佐藤 壮真

石山　実来 横田　帆南

団体

男

武生第二中学校 (福井) 野々市中学校 (石川） 内灘中学校

（新潟） 見附西中学校 （新潟）

個人

西村　紺奈 菊川　里菜子 鈴木　唯香 上田　莉理華

村上　麗吏 大井　月葵

(石川) 内灘中学校 （石川）

個人

小林　裕仁郎
松本　航

堂下　渓太 帰山　理温

石森　崇大 松本　隼 髙橋　樹矢 中川　遥斗

ソフトテニス

団体

男

成和中学校 （福井） 福光中学校 (富山)

バレーボール

中能登中学校

団体

女

穂高西中学校 （長野） 城端中学校 （富山） 燕中学校

足羽中学校 (福井) 兼六中学校 (石川)

女 裾花中学校 (長野) 福井工大福井中学 校 (福井) 氷見北部中学校

男 鯖江中学校 (福井) 中之口中学校 (新潟)

(富山) 美浜中学校 (福井)

山井　柚奈 岩本　絵里佳 得能　澪

(富山)

団体

女

赤穂中学校 （長野） 紫錦台中学校 (石川) 山の下中学校新体操

団体 男 東陽中学校 (福井) 新湊南部中学校

新庄中学校 (富山)

個人 坂口 彩夏 國府方杏月 原田野乃花

団体

女

大町第一中学校 (長野) 上山中学校 (新潟)

（新潟） 庄西中学校 （富山）

個人

個人 谷田 雅治 江俣有寿彩 三好　太洋

(新潟)

体操競技

団体

男

中央中学校 (福井) 若宮中学校 (新潟) 堀川中学校 (富山)

芦城中学校 (石川) 光陽中学校 (福井) 西條中学校 (富山)

軟式野球 根上中学校 (石川) 兼六中学校 (石川) 佐久長聖中学校 (長野) 上山中学校

女

(富山) 庄西中学校 （富山）

ハンドボール

男 氷見北部中学校 (富山) 明倫中学校 (福井) 呉羽中学校

サッカー 星稜中学校 (石川) 福井工大福井中学 校 (福井) 大沢野中学校

(富山) 寺井中学校 (石川)

女 氷見北部中学校 (富山)

バスケットボール

男 鳥屋野中学校 (新潟) 亀田西中学校 (新潟) 出町中学校 (富山) 奥田中学校 （富山）

女 七尾中学校 (石川) 浅野川中学校 (石川) 伊那東部中学校 (長野) 錦城中学校 （石川）

（富山） 長岡東北中学校 （新潟）

男 富山東部中学校 （富山） 三条第一中学校 （新潟）

水泳競技

長岡東北中学校 （新潟）

第３８回北信越中学校総合競技大会　成績一覧
期日：平成２９年８月１日（火）～４日（金）　開催地：長野県内　９市１町

競　　　　　　技 １　　位 ２　　位 ３　　位

糸魚川中学校 （新潟）

陸上競技

男 足羽第一中学校 （福井） 大和中学校 （新潟）

女
燕中学校

上教大附属中学校
（新潟）
（新潟）

粟野中学校 （福井）

松任中学校 （石川） 富山東部中学校



性

速星中 上市中 高岡中 飯田東中

（富山） (富山) (石川) （長野）

中島中 進明中 赤穂中 浅野川中

（石川） （福井） （長野） (石川)

鶴来中 芳野中 高尾台中 津沢中

（石川） （富山） 石川 （富山）

丘中 佐久長聖中 邑知中 明倫中

(長野) （長野） （石川） （福井）

中能登中 小杉中 新潟第一中 岡谷東部中

（石川） （富山） （新潟） （長野）

松任中 北辰中 春富中 新津第一中

（石川） （石川） （長野） （新潟）

小杉中 上田第一中 北鳴中 福井工大福井中

（富山） （長野） （石川） （福井）

津幡中 雄志中 丘中 見附南中

（石川） （新潟） （長野） （新潟）

小出中 中能登中 高尾台中 庄西中

（新潟） （石川） （石川） （富山）

小杉中 福井工大福井中 上諏訪中 燕中

（富山） （福井） （長野） （新潟）

光陽中 丘中 津沢中 若穂中

（福井 （長野） （富山） （長野）

丘中 鎌田中 魚津西部中 北辰中

（長野） （長野） （富山） （石川）

丘中 福井工大福井中 邑知 野沢中

（長野） （福井） （石川） （長野）

中能登中 上田第四中 丘中 中能登中

（石川） （長野） （長野） （石川）

明倫中 上田第二中 松川中 丸子北中

（福井） （長野） （長野） （長野）

丘中 呉羽中 北辰中 小杉中

（長野） （富山） （石川） （富山）

高尾台中 丸子北中 小杉中 京ヶ瀬中

（石川） （長野） （富山） （新潟）

白根第一中 豊田中 穂高西中 上田第三中

（新潟） （長野） （長野） （長野）

奥田中 奥田中 小針中 鯖江中

(富山) (富山) (新潟) (福井)

燕中 燕中 燕中 柳町中

(新潟) (新潟) (新潟) (長野)

緑丘中 附属新潟中 木曽町中 十日町中

（石川） （新潟） （長野） （新潟）

西南部中 小木中 緑丘中 五泉中

（石川） （石川） （石川） （新潟）

鳴和中 津幡南中 小木中 犀生中

（石川） （石川） （石川） （石川）

期日：平成29年７月28日（金）～30日（日）　　開催県：長野県

男 朝日中学校 （福井） 織田中学校 （福井） 巻西中学校 （新潟） 大谷中学校 （富山）

女 石動・蟹谷中学校 （富山） 朝日中学校 （福井） 津沢中学校 （富山） 織田中学校 （福井）

(石川)

傳田 円夏

65kg未満 山下 立真 波多野雄真 小川  翼 庭野 泰地
相撲

団体

男

犀生中学校 (石川) 鳴和中学校

85kg未満 池田龍之祐 坂口 慶一 八木　陽 五十嵐　蓮

85kg以上 白神 嶺治 堺井 勇希 南山 空哉 松澤 魁人

(石川) 小木中学校

栁橋 りな

個人 金﨑 楓馬 九曜 誠司 安倍 伸亮 大和 泰雅

呉羽中学校 (富山)

（福井） 柳町中学校

団体

女

燕中学校 (新潟)

(長野)

柳町中学校 (長野) 宇ノ気中学校 （石川） 松代中学校 （長野）

個人 栗山 一花 本間 朱莉

剣道

団体

男

松代中学校 (長野)

63kg級 矢澤 愛理 牧 日千華 喜多なつみ

小針中学校 (新潟) 鯖江中学校

70kg超級 松澤 佑栞 小林 琳央 田中 実里

佐藤 美空

（富山）

40kg級 杉森 未咲 藤原 天美 清水 唯南 丸山 莉央

44kg級 野村 文乃 鈴木  直 中村 成実 平田　絢子

団体

女

丘中学校 （長野） 白根第一中学校 （新潟） 福井工大福井中学 校 (福井) 小杉中学校

48kg級 塩原 未々 橋本亜香里 山出 愛実 篠原 季帆

山田千里歌

70kg級 辻 ななる 丸山みかの 千田 理名 杉山 沙羅

52kg級 北野 那美 中村 かの 清水 夏美 深田 涼子

57kg級 坂口 千桜 舩山 葵音 宮尾 若那 曲尾ほのか

90kg級 笠原加寿也 山森 晴翔 島田 拓魅 木地 幸男

90kg超級 湯川 魁 五十嵐翔也 長坂 威生 西方 謙仁

73kg級 廣井 柊也 窪田魅空斗 広岡 侑希 谷　駿太

81kg級 松永蓮太郎 川室 勇人 竹村 雄飛 丸山 大地

永田  陸

(福井) 丘中学校 （長野） 内灘中学校

本田 優真 渕田 基矢 笠原　涉 和泉 亮汰

魚津東部中学校 (富山)

（石川）

50kg級 山本　立 宇波 俊亮 大河内優斗 青山 彰剛

柔道

団体

男

笠間中学校 （石川） 福井工大福井中学 校

55kg級 小島 凛成 桜井 信之

66kg級

岡部 紘典 中荒江海斗

60kg級 大塚 遥人 鈴木 将太 榎本 春輝

ソフトボール

男 内川中学校 (石川)

荻沼由果梨

複

播摩　朋奈 三仙　柚葉 赤須　佳奈 川畑　詩都

岡田　恭佳 塚谷　茜音 矢崎　綾菜 東　亜紀

女 伊那東部中学校 (長野) 森本中学校 (石川) 篠ノ井西中学校 (長野)

競　　　　　　技 １　　位 ２　　位 ３　　位

バドミントン

団体

女

高岡西部中学校 (富山) 高岡中学校 (石川) 中島中学校 (石川) 　上市中学校 （富山）

個
人

単 藤田 星来 石森 まゆ 多﨑 千帆

第３３回北信越中学校ホッケー選手権大会成績

種　　　　目 １　　位 ２　　位 ３　　位 ４　　位

ホッケー


