
新潟市中学校体育大会剣道競技

令和5年6月19、20日

新潟市体育館

女子個人戦 (1)

（新潟第一） 68

田中 （白根第一） 67

34 赤川 （新津第二） 山際

33 今井 （亀田）

65

32 長谷川 （石山） 伊藤 （下山） 66

（横越） 64

31 浦 （坂井輪） 笠原 （新津第一）

久保 （石山） 63

30 武田 （潟東） 田村

29 渡邉 （小針）

61

28 下坂 （内野） 貝沢 （五十嵐） 62

（亀田） 60

27 長谷川 （新潟明訓） 伊藤 （内野）

丸山 （大形） 59

26 庭山 （白根第一） 後藤

25 渡邊 （大形）

57

24 景山 （内野） 石倉 （坂井輪） 58

（鳥屋野） 56

23 木村 （坂井輪） 古川 （五十嵐）

小林 （上山） 55

22 中山 （五十嵐） 丸山

21 工藤 （鳥屋野）

53

20 森本 （新津第五） 遠藤雛 （新津第二） 54

（小針） 52

19 小澤 （石山） 富江 （内野）

森 （新潟明訓） 51

18 澤田 （新津第一） 三ヶ月

17 本間 （坂井輪）

49

16 遠藤希 （新津第二） 長野 （巻西） 50

（臼井） 48

15 曽我 （亀田） 鶴巻 （小針）

松川 （潟東） 47

14 藤本 （黒埼） 熊倉

13 神田 （巻西）

45

12 阿部 （小針） 熊倉 （新津第二） 46

（五十嵐） 44

11 米木 （横越） 眞藤 （黒埼）

田中海 （坂井輪） 43

10 内山 （下山） 山崎

9 高橋 （鳥屋野）

41

8 若杉 （内野） 茅原 （鳥屋野） 42

（新津第五） 40

7 鈴木 （新潟明訓） 神尾 （石山）

大野 （小新） 39

6 根布 （上山） 上倉

5 佐藤 （五十嵐）

37

4 木下 （下山） 38

山岸 （新津第二）

（新津第一） 36

3

土屋環 （小須戸）

南部 （小針）

八鳥 （内野） 35

2 鷲尾 （潟東） 大武

1 田畑 （石山）



新潟市中学校体育大会剣道競技

令和5年6月19、20日

新潟市体育館

女子個人戦 (2)

（石山） 136

平賀 （坂井輪） 135

102 小野塚 （横越） 野上

101 田中 （五十嵐）

133

100 澁谷 （巻西） 河内 （小針） 134

（下山） 132

99 渡邉 （下山） 神林 （亀田）

蓮沼 （内野） 131

98 土田 （女池） 平井

97 長野 （小針）

129

96 板垣 （鳥屋野） 後藤 （大形） 130

（上山） 128

95 金子 （新潟第一） 片山 （五十嵐）

土屋翠 （小須戸） 127

94 山本 （内野） 吉田咲

93 古川 （新津第一）

125

92 河野 （五十嵐） 酒井 （坂井輪） 126

（白根第一） 124

91 松吉 （新潟明訓） 南 （小針）

菅原 （鳥屋野） 123

90 山田 （大形） 髙橋

89 田中月 （坂井輪）

121

88 齋藤ま （石山） 関塚 （新津第一） 122

（新津第二） 120

87 山宮 （白根第一） 田原実 （潟東）

佐藤 （臼井） 119

86 加藤 （新津第二） 小栁

85 渡邉 （黒埼）

117

84 村上 （巻西） 池田 （亀田） 118

（巻西） 116

83 小池 （新潟明訓） 志賀 （白根北）

齋藤杏 （石山） 115

82 荒井 （宮浦） 古川

81 加賀 （内野）

113

80 阿部 （坂井輪） 岩﨑 （新津第二） 114

（小針） 112

79 大橋 （下山） 大谷 （内野）

宮川 （新潟明訓） 111

78 渡邉 （五十嵐） 中村

77 田原千 （潟東）

109

76 中返 （小針） 曽我 （五十嵐） 110

（潟東） 108

75 谷内田 （新津第二） 長谷川 （内野）

渡邉 （新潟第一） 107

74 小林 （亀田） 笹川

73 堀 （新津第五）

105

72 神戸 （鳥屋野） 小島 （横越） 106

（大形） 104

71 吉田彩 （上山） 松原 （鳥屋野）

菅山 （坂井輪） 103

70 野田 （内野） 髙橋

69 高畑 （石山）



新潟市中学校体育大会剣道競技

令和5年6月19・20日

新潟市体育館

男子個人戦 (1)

94

皆川遼 （石山） 95

（新潟第一） 93

星野 （横越）47 小林 （白根第一）

山田 （巻東） 92

46 渡邉大 （潟東） 木佐木

45 岩元 （上山）

90

44 髙橋 （坂井輪） 小杉 （坂井輪） 91

（鳥屋野） 89

43 田村 （亀田） 芳賀 （内野）

大坂 （上山） 88

42 小川 （下山） 丸山

41 杉山 （高志中等）

86

40 荒木 （鳥屋野） 芳賀 （松浜剣道） 87

（新津第二） 85

39 秋山 （内野） 坂井亮 （黒埼）

菊田 （宮浦） 84

38 桑原 （新津第二） 上村

37 飯田 （石山）

82

36 渡部 （黒埼） 阿部 （巻西） 83

（新津第二） 81

35 相馬 （坂井輪） 加藤 （下山）

五十嵐 （鳥屋野） 80

34 星名 （巻西） 永井

33 斉藤 （五十嵐）

78

32 坂上 （上山） 鈴木 （新津第五） 79

（亀田） 77

31 谷垣 （新潟明訓） 川越 （坂井輪）

吉井 （木戸） 76

30 長島 （新潟第一） 吉村

29 小嶋 （潟東）

74

28 高橋 （鳥屋野） 佐藤 （上山） 75

（小針） 73

27 小川 （木戸） 佐々木 （亀田西）

武田 （潟東） 72

26 草間 （新津第二） 石倉

25 伊藤 （東新潟）

70

24 鈴木 （石山） 杉山 （上山） 71

（潟東） 69

23 霜多 （上山） 齋藤 （亀田）

五十嵐 （内野） 68

22 浅井 （心武館） 谷川

21 司山 （五十嵐）

66

20 首藤 （岡方） 津野 （心武館） 67

（坂井輪） 65

19 土田 （坂井輪） 本多 （石山）

野俣 （白根第一） 64

18 五十嵐 （両川） 田中

17 神尾 （石山）

62

16 宮川 （巻西） 外内 （鳥屋野） 63

（下山） 61

15 大野 （黒埼） 深井 （新津第二）

西脇 （新潟明訓） 60

14 渡邉征 （潟東） 本間

13 髙橋 （新潟明訓）

58

12 坂井 （新津第二） 半戸 （新潟第一） 59

（潟東） 57

11 北村 （鳥屋野） 坂井星 （黒埼）

竹内 （亀田） 56

10 吉田 （新潟第一） 金永

9 山田悠 （亀田）

54

8 中村 （新津第一） 西沢 （坂井輪） 55

（五十嵐） 53

7 平田 （坂井輪） 藤塚 （鳥屋野）

山之内 （新津第二） 52

6 村井 （内野） 山田

5 岩﨑 （巻東）

50

4 渡邊 （大形） 玉虫 （石山） 51

（大形） 49

3 金澤 （潟東） 朝妻 （内野）

田村 （小針） 48

2 五十嵐 （黒埼） 青野

1 酒井 （小針）



新潟市中学校体育大会剣道競技

令和5年6月19・20日

新潟市体育館

男子個人戦 (2)

190

143 竹内 （小針）

（心武館） 189

142 剣持 （木戸） 石井 （小針）

星野 （潟東） 188

141 齋藤 （新誠館） 吉田

140 西脇 （鳥屋野）

186

139 石塚 （新津第二） 渡邊 （新津第二） 187

（新津第一） 185

138 宇野 （五十嵐） 坂田 （坂井輪）

本間 （新津第五） 184

137 浅妻 （黒埼） 澤田

136 湯田 （新潟第一）

182

135 本間 （坂井輪） 藤野 （鳥屋野） 183

（亀田） 181

134 酒井 （潟東） 笠原 （白根第一）

石山 （内野） 180

133 佐藤 （宮浦） 大柿

132 長谷川 （上山）

178

131 高橋 （心武館） 伊丹 （小須戸） 179

（下山） 177

130 江口 （新潟明訓） 飯田 （黒埼）

小林 （潟東） 176

129 齊藤 （内野） 中野

128 岡﨑 （白根第一）

174

127 磴 （上山） 福井 （新潟第一） 175

（大形） 173

126 柞山 （坂井輪） 朝井 （石山）

山岸 （鳥屋野） 172

125 上所 （亀田） 小島

124 野股 （新津第二）

170

123 野﨑 （鳥屋野） 本間 （巻西） 171

（五十嵐） 169

122 大坂 （東新潟） 山口 （坂井輪）

北村 （上山） 168

121 大谷 （潟東） 乙山

120 皆川蒼 （石山）

166

119 島田 （小針） 田村 （石山） 167

（新潟明訓） 165

118 松山 （木戸） 櫻井 （早通）

金子 （内野） 164

117 高橋 （巻東） 遠藤

116 石本 （亀田）

162

115 神田 （岡方） 宮村 （五十嵐） 163

（巻東） 161

114 高見 （鳥屋野） 遠藤 （鳥屋野）

山田空 （亀田） 160

113 大越 （坂井輪） 荒川

112 豊田 （寄居）

158

111 赤池 （五十嵐） 大須賀 （上山） 159

（新津第二） 157

110 渡辺 （黒埼） 永田 （宮浦）

花岡 （潟東） 156

109 木村 （新津第五） 髙橋

108 渡邉 （上山）

154

107 渡辺彦 （石山） 橋本 （新潟第一） 155

（新津第二） 153

106 森田 （巻西） 福島 （小針）

原田 （下山） 152

105 長谷川 （内野） 五十嵐

104 土田 （鳥屋野）

150

103 田村 （白根北） 井上 （上山） 151

（黒埼） 149

102 赤塚 （潟東） 松榮 （木戸）

吉井 （内野） 148

101 田辺 （新津第二） 阿部

100 小山 （坂井輪）

146

99 四柳 （新潟第一） 渡辺謙 （石山） 147

（松浜剣道） 145

98 中村 （亀田西） 棚橋 （鳥屋野）

石田 （坂井輪） 144

97 轡田 （両川） 堀川

96 長谷川 （下山）



男子団体戦

学校名 勝ち点勝者数 本数 順位 赤 白

1 小針 - 宮浦

2 新津第一 - 亀田

3 小針 - 亀田

4 宮浦 - 新津第一

5 宮浦 - 亀田

6 小針 - 新津第一

学校名 勝ち点勝者数 本数 順位 赤 白

1 石山 - 巻西

2 新潟明訓 - 巻西

3 新潟明訓 - 石山

学校名 勝ち点勝者数 本数 順位 赤 白

1 上山 - 白根第一

2 潟東 - 木戸

3 上山 - 木戸

4 白根第一 - 潟東

5 白根第一 - 木戸

6 上山 - 潟東

学校名 勝ち点勝者数 本数 順位 赤 白

1 新潟第一 - 五十嵐

2 下山 - 五十嵐

3 下山 - 新潟第一

五十嵐

新潟第一 下山 五十嵐

Ｄリーグ試合順

下山

令和５年度　新潟市中学校体育大会　剣道大会

＜Ｃリーグ＞

上山 潟東 木戸

＜Ａリーグ＞

上山

試合日：令和5年6月20日

会場：新潟市体育館

Ａリーグ試合順

小針 新津第一 亀田 宮浦

＜Bリーグ＞
Ｃリーグ試合順

Ｃリーグ試合順

潟東

亀田

宮浦

新津第一

小針

新潟明訓

新潟第一

石山 新潟明訓 巻西

巻西

石山

＜Ｄリーグ＞

木戸

白根第一

白根第一



男子団体戦

学校名 勝ち点勝者数 本数 順位 赤 白

1 内野 - 大形

2 坂井輪 - 黒埼

3 内野 - 黒埼

4 大形 - 坂井輪

5 大形 - 黒埼

6 内野 - 坂井輪

学校名 勝ち点勝者数 本数 順位 赤 白

1 鳥屋野 - 新津第五

2 新津第二 - 巻東

3 鳥屋野 - 巻東

4 新津第五 - 新津第二

5 新津第五 - 巻東

6 鳥屋野 - 新津第二

鳥屋野 新津第二

内野

黒埼

坂井輪

Fリーグ試合順

令和５年度　新潟市中学校体育大会　剣道大会
試合日：令和5年6月20日

会場：新潟市体育館

＜Eリーグ＞
Eリーグ試合順

大形

＜Fリーグ＞

内野 坂井輪 黒埼 大形

新津第二

鳥屋野

新津第五

巻東

巻東 新津第五



女子団体戦

学校名 勝ち点勝者数 本数 順位 赤 白

1 石山 - 鳥屋野

2 新潟明訓 - 鳥屋野

3 新潟明訓 - 石山

学校名 勝ち点勝者数 本数 順位 赤 白

1 新津第二 - 新津第五

2 潟東 - 亀田

3 新津第二 - 亀田

4 新津第五 - 潟東

5 新津第五 - 亀田

6 新津第二 - 潟東

学校名 勝ち点勝者数 本数 順位 赤 白

1 坂井輪 - 大形

2 巻西 - 大形

3 巻西 - 坂井輪

学校名 勝ち点勝者数 本数 順位 赤 白

1 横越 - 上山

2 五十嵐 - 上山

3 五十嵐 - 横越

令和５年度　新潟市中学校体育大会　剣道大会
試合日：令和5年6月20日

会場：新潟市体育館
＜Ａリーグ＞

Ａリーグ試合順

石山 新潟明訓 鳥屋野

石山

新潟明訓

鳥屋野

＜Ｂリーグ＞
Bリーグ試合順

新津第二 潟東 亀田

新津第二

大形

巻西

Ｃリーグ試合順

Ｄリーグ試合順

横越 五十嵐 上山

横越

五十嵐

上山

＜Ｄリーグ＞

坂井輪 巻西 大形

新津第五

新津第五

＜Ｃリーグ＞

亀田

坂井輪

潟東



女子団体戦

学校名 勝ち点勝者数 本数 順位 赤 白

1 小針 - 黒埼

2 新津第一 - 黒埼

3 新津第一 - 小針

学校名 勝ち点勝者数 本数 順位 赤 白
1 下山 - 新潟第一
2 内野 - 白根第一
3 下山 - 白根第一
4 新潟第一 - 内野
5 新潟第一 - 白根第一
6 下山 - 内野

令和５年度　新潟市中学校体育大会　剣道大会
試合日：令和5年6月20日

会場：新潟市体育館

＜Fリーグ＞
Eリーグ試合順

Fリーグ試合順

小針 新津第一 黒埼

小針

新津第一

白根第一

新潟第一

＜Eリーグ＞

下山

内野

黒埼

下山 内野 白根第一 新潟第一



女子団体決勝トーナメント

女子団体県大会出場決定トーナメント 女子団体シード順位決定戦

中学校 中学校

中学校 中学校

中学校 中学校

中学校 中学校

県大会出場

５位

A3 E3 D3

県大会出場

優勝

２位

B3 ①の負けC3 F3

３位

３位

５位

５位

D2 B1

５位

②の負け

D1 C1 A2 F1 E2

① ②

A1 C2 F2 E1 B2



男子団体決勝トーナメント

男子団体県大会出場決定トーナメント
男子団体シード順位決定戦

中学校 中学校

中学校 中学校

中学校 中学校

中学校 中学校

①の負け ②の負けA3 E3 D3

A2 F1 E2 D2C2 F2 E1 B2

① ②

A1 D1 C1 B1

優勝 ５位

２位 ５位

３位 ５位

３位 ５位

B3F3C3

県大会出場


