
性

中央中 黒埼中 東中

(福井) (新潟) (新潟)

松川中 南中 第一中

(長野) (新潟) (長野)

赤穂中 女鳥羽中 梓川中

(長野) (長野) (長野)

千田中 塩田中 入善中 穂高東中

(新潟) (長野) (富山) (長野)

小杉中 柳町中 能都中 城端中

(富山) (長野) (石川) (富山)

城南中 望月中 大東中 吉江中

(石川) (長野) (福井) (富山)

大東中 吉江中 大東中 社中

(福井) (富山) (福井) (福井)

福工大福井中 白根第一中 高岡中 和合中

(福井) (新潟) (石川） (富山)

勝山北部中 福工大福井中 高岡中 高岡中

(福井) (福井) (石川） (石川）

(石川)

個
人

単 山田　琉碧 佐藤　和月 五味川　柊 田中　公陽

複

野村　雅人 川端　実康 前　　結心 亀田　太一

宮川　力也 佐藤 海翔 中島 圭優 前田　颯斗

バドミントン

団体

男

福井工大福井中学校 (福井) 勝山北部中学校

川北中学校 (石川) 津幡中学校

卓球

(福井) 笹神中学校 (新潟) 高岡中学校

(福井) 佐久穂中学校

(石川)

個人 中野優里奈 東　　倫愛 池間　優衣 森國穂乃花

団体

女

陽明中学校 (福井) 吉江中学校 (富山)

(長野)

個人 鈴木　柊平 櫻井　颯良 水野　登偉 中嶋　俠真

小原　暖乃 竹中彩優菜

団体

男

城南中学校 (石川) 武生第一中学校 (福井) 大東中学校

(富山) 宝達中学校 (石川)

個人

小柴　杏寧 義家　來実 竹口　陽菜 林　　咲花

浦山　　皐 青木　未来

(富山) 中能登中学校 (石川)

個人

國松　樹人 金井　葵稔 小坂　海翔 古幡　悠馬

國松　　巧 髙橋　洸貴 小坂　咲翔 三枝　逸勢

ソフトテニス

団体

男

巻西中学校 (新潟) 入善中学校 (富山)

バレーボール

庄川中学校

団体

女

能都中学校 (石川) 寺井中学校 (石川) 城端中学校

光野中学校 (石川) 兼六中学校 (石川)

女 中之口中学校 (新潟) 東北中学校 (長野) 阿智中学校

男 南越中学校 (福井) 上庄・開成中学校 (福井)

(長野) 富山北部中学校 (富山)

渋谷　美緒 峰廣さくら 小林千奈乃

団体

女

赤穂中学校 (長野) 庄西中学校 (富山) 亀田中学校新体操

団体 男 鯖江中学校 (福井)

富大附属中学校 (富山)

個人 山田　陽葵 川上　寧采 吉澤　萌々

団体

女

中央中学校 (福井) 大潟町中学校 (新潟)

体操競技

(新潟)

個人

個人 井上　知隼 伊藤　幹太 齋藤　　俊

内灘中学校 (石川)

団体

男

大潟町中学校 (新潟) 中央中学校 (福井) 更北中学校

軟式野球 板津中学校 (石川) 佐久長聖中学校 (長野) 清水中学校 (福井)

ハンドボール

(長野)

川西中学校 (福井) 光陽中学校 (福井)

女 十三中学校 (富山) 西條中学校 (富山) 明倫中学校

男 氷見北部中学校 (富山) 呉羽中学校 (富山)

(福井) 光陽中学校 (福井)

サッカー 芦原中学校 (福井) 小針中学校 (新潟) 旭町中学校 （長野） 戸倉上山田中学校 （長野）

新潟柳都中学校 (新潟)

女 奥田中学校 (富山) 浅野川中学校 (石川) 大島中学校 (新潟) 清心女子中学校 (新潟)

バスケットボール

男 白新中学校 (新潟) 布水中学校 (石川) 奥田中学校 (富山)

女 城端中学校 （富山） 柏崎翔洋中等教育学校 （新潟） 長岡南中学校

水泳競技

男 東石山中学校 （新潟） 金沢錦丘中学校 （石川） 三条第一中学校 （新潟）

陸上競技

（新潟）

女 燕吉田中学校 （新潟） 野澤中学校 （長野） 坂城中学校 （長野）

男 赤穂中学校 （長野） 中能登中学校 （石川）

第４２回北信越中学校総合競技大会　成績一覧
期日：令和３年８月３日（火）～５日（木）　開催地：富山県内７市２町

競　　　　　　技 １　　位 ２　　位 ３　　位

富山南部中学校 （富山）



性

福工大福井中 上市中 高岡中 福工大福井中

(福井) (富山) (石川） (福井)

大徳中 福工大福井中 美川中 美川中

(石川) (福井) (石川) (石川)

野沢中 小杉中 笠間中 北辰中

(長野) (富山) (石川) (石川)

東御東部中 中能登中 高尾台中 福井工大福井中

(長野) (石川) (石川) (福井)

高尾台中 鯖江中 呉羽中 明倫中

(石川) (福井) (富山) (福井)

北辰中 高尾台中 北辰中 丘中

(石川) (石川) (石川) (長野)

高尾台中 福井工大福井中 呉羽中 小杉中

(石川) (福井) (富山) (富山)

丘中 川中島中 三成中 朝日中

(長野) (長野) (富山) (富山)

明倫中 高尾台中 小杉中 小出中

(福井) (石川) (富山) (新潟)

中条中 豊田中 内灘中 葛塚中

(新潟) (長野) (石川) (新潟)

丘中 本丸中 福野中 若穂中

(長野) (新潟) (富山) (長野)

佐久長聖中 佐久長聖中 丸子北中 福井工大福井中

(長野) (長野) (長野) (福井)

丘中 緑ヶ丘中 御幸中 邑知中

(長野) (長野) (石川) (石川)

緑ヶ丘中 丘中 野沢中 笠間中

(長野) (長野) (長野) (石川)

鎌田中 佐久長聖中 小杉中 高尾台中

(長野) (長野) (富山) (石川)

北辰中 中央中 上市中 佐久長聖中

(石川) (福井) (富山) (長野)

佐久長聖中 福井工大福井中 内灘中 笠間中

(長野) (福井) (石川) (石川)

白根北中 高尾台中 戸出中 丸岡南中

(新潟) (石川) (富山) (福井)

石山中 芦城中 速星中 燕中

(新潟) (石川) (富山) (新潟)

小針中 中央中 南越中 柳町中

(新潟) (福井) (福井) (長野)

塩尻中 木曽町中 木曽町中 犀生中

(長野) (長野) (長野) (石川)

十日町中 緑丘中 津幡南中 犀生中

(新潟) (石川) (石川) (石川)

木曽町中 能生中 犀生中 鳴和中

(長野) (新潟) (石川) (石川)

期日：令和３年７月３１日（土）～８月１日（日）　　開催県：新潟県

（福井）

第３７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
男 朝日中学校 （福井） 石動中学校 （富山） 織田中学校 （福井） 津沢・大谷中学校 （富山）

女 大谷中学校 （富山） 朝日中学校 （福井） 蟹谷中学校 （富山） 織田中学校

(富山)

70kg超級 花木　実友 廣江　清葉

(富山)

軽量 村上　憲伸 藤谷　奏斗 神山　優輔 中口　陽生

羽咋中学校 (石川) 燕中学校 (新潟) 宇ノ気中学校 (石川)

個人 佐藤　愛海 西山　実咲 山田　優生 沖田　　菜

中川　杏奈

個人

相撲

団体

男

鳴和中学校 (石川) 犀生中学校

中量 富井　勇悟 山下　由起

剣道

団体

女

松代中学校 (長野)

中本　侑吾 山本　遥斗 

重量 林　　　玲 トゥルボルド 篠　　宗磨 管部　　憩

(石川) 塩尻中学校 (長野) 呉羽中学校

髙野　剣斗

坂　　明音

57kg級 鈴木　ケイ 金澤　詩乃 舟戸　心希 大河内結衣

(石川) 奥田中学校団体

男

宇ノ気中学校 (石川)

63kg級 堀　紗羅葉 濵本さくら 晴柀　唯月

石山中学校 (新潟) 紫錦台中学校

宮本　美心

田畑　春樹 藤井啓士朗 清水　京介

(長野)

40kg級 小松　美里 籠島　果恋 齋藤　美咲 滝澤　娃奈

44kg級 白金　里桜 清水　萌愛 上原みらい 野川　殊希

団体

女

高尾台中学校 (石川) 福井工大福井中学校 (福井) 緑ヶ丘中学校 (長野) 丘中学校

48kg級 我妻　結凪 太田　和花 黒宮　美咲 寺井　咲希

佐竹　優芽

70kg級 中野　瑠佳 柳原　　椿 渡辺　杏樹 藤本　春栞

52kg級 塩澤　千咲 永田　夢空 大塚　夏希

90kg級 野坂　英矢 寺下　仁悠 江島　優吾 岩渕　善慈

90kg超級 水澤　知紀 小林　寛希 生田　恵樹 島田　慶次

73kg級 野澤　貴哉 宮郷　悠任 須郷夏野人 林　　夏生

81kg級 武田　陽大 勝又　朔矢 吉田　将人 弘田　滉貴

村　一刀斎 手鹿　聖空 立花　　廉 門前　翔琉

66kg級 野中　海心 丸田　大道 國本　宙良 青木　義朗

明倫中学校 (福井)

50kg級 篠原　陽吾 高田　遥大 山根　凪知 倉又　　櫂

(石川)

柔道

団体

男

高尾台中学校 (石川) 朝日中学校 (富山) 小杉中学校 (富山)

ソフトボール

55kg級 新井　善心 北野慎之祐 皆森　翼沙 野川　楓生

60kg級

児玉ひなた 榮代　結子

和田 春菜 森阪 真衣 表　　紗来 本田　乙葉

女 森本中学校 (石川) 西南部中学校 (石川) 小諸東中学校 (長野) 兼六中学校

男 内川中学校 (石川)

競　　　　　　技 １　　位 ２　　位 ３　　位

バドミントン

団体

女

福井工大福井中学校 (福井) 美川中学校 (石川) 高岡中学校 (石川) 雄山中学校 (富山)

個
人

単 松田仁衣菜 篠村　夏月 元屋　優芽 森阪　美穂 

複

本村 優奈 野坂 侑李


