
本戦 【日報杯元年度】

・男子ダブルス

木村 光尊 高橋　玄 (VERTEX)

本間 雄大 三國屋 太一 (青山クラブ・佐渡協会)

長谷川 治輝 齋藤 由樹 (北越高校)

木村 武尊 本田 朋也 (魚沼協会・越路クラブ)

・女子ダブルス

笹川 莉菜 木村 未来 (我流・魚沼協会)

藍澤 美桜 渡邉　遥 (日本文理高校)

宇賀田 雛帆 松山 祐実 (日本文理高校)

小武 知世 鈴木 那依 (日本文理高校)

・男子シングルス

五十嵐 秋斗 (専修大学)

三國屋 太一 (佐渡協会)

高橋　快 (北越高校)

高橋　玄 (VERTEX)

・女子シングルス

坂井　叶 (新潟青陵高校)

仲野 未来 (新潟中央高校)

遠藤 愛加 (新潟青陵高校)

小武 知世 (日本文理高校)

本戦 【R２年度会長杯】

・男子ダブルス

毛利 正和 江口 直紀 (VERTEX)

木村 光尊 駒井 砂竜 (VERTEX)

三國屋 太一 本間 雄大 (佐渡協会・青山クラブ)

寺内　琳 門脇　令 (開志国際高校)

・女子ダブルス

品川 由羽 島谷 明日香 (新潟青陵高校)

森本 歩那 志田 真倖 (開志国際高校)

松井 友絵 安藤 美邑 (新潟大学)

宇賀田 雛帆 松山 祐実 (あすなろ会・日本文理高校)

・男子シングルス

三國屋 太一 (佐渡協会)

木村 光尊 (VERTEX)

毛利 正和 (VERTEX)
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寺内　琳 (開志国際高校)

・女子シングルス

森本 歩那 (開志国際高校)

志田 真倖 (開志国際高校)

辻井 清加 (開志国際高校)

高崎 柚那 (開志国際高校)

本戦 【R２年度市嶋楯】

・男子ダブルス

中山 克也・木村 武尊（ﾖﾈｯｸｽ新潟・魚沼協会）

高山 拓海・本間 登太（小須戸クラブ・昇陽会）

本間 雄大・大谷 友利 (青山クラブ・ＹＯＮＥＸ)

岡崎 空・山口 駿輔 (敬和学園大学)

矢田 智之・深井 祐介(ナカバトクラブ)

大矢 信一・大平 秀和(スクランブル・ナカバトクラブ)

・女子ダブルス

宇賀田 雛帆・松山 祐実(あすなろ会・日本文理高校)

水落 沙紀・中村 麻優 (フェニックス)

山下 さゆり・目崎 澪(ＴＢＣ・新潟大学)

中山 綾・木村 未来(龍羽会・魚沼協会)

本戦 【R2年度高校選抜県予選個人戦】

・男子ダブルス

大山 翔愛・鴻江 翔伍 (北越高校)

寺内 琳・門脇 令(開志国際高校)

森田 碧・小西 典太(北越高校)

片桐 想叶・野瀬山 優心(日本文理高校)

・女子ダブルス

遠藤 愛加・目﨑 舞桜(新潟青陵高校)

森本 歩那志田 真倖 

辻井 清加・檜山 蒼彩

石川 莉佳子・桑原 美咲 (新潟青陵高校)

・男子シングルス

寺内 琳(開志国際高校)

川上 匠(新発田南高校)

門脇 令(開志国際高校)

森田 碧(北越高校)

・女子シングルス

森本 歩那(開志国際高校)
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志田 真倖(開志国際高校)

加藤 千聖(新潟青陵高校)

遠藤 愛加(新潟青陵高校)

本戦 【R3国体候補選手選考会　少年の部】

・男子ダブルス

鴻江 翔伍・山岸 拓海 (北越高校)

大場 世嵐・水井 響己(開志国際高等学校)

森田 碧・小西 典太(北越高校)

金井 海翔・土居 幸一郎(開志国際高校)

・女子ダブルス

柴原 君枝・島谷 明日香(新潟青陵高校)

鬼 菜々美・柴原 由美子(新潟青陵高校)

石川 莉佳子 桑原 美咲 (新潟青陵高校) 

加藤 千聖・品川 由羽(新潟青陵高校)

・男子シングルス

権平 大翔(北越高校)

森田 碧(北越高校)

山岸 拓海(北越高校)

小西 典太(北越高校)

・女子シングルス

檜山 蒼彩(開志国際高校)

辻井 清加(開志国際高校)

相澤 咲良(新潟青陵高校)

加藤 千聖(新潟青陵高校)

本戦 【R3国体候補選手選考会　成年の部】

・男子ダブルス

毛利 正和・駒井 砂竜(VERTEX)

仁科 潤海・矢田 武蔵(敬和学園大学)

武藤 映樹・菊池 海聖(敬和学園大学)

本田 尚人・近藤 拓未(大同特殊鋼)

・女子ダブルス

石井 亜海・石田 有彩(日本大学)

佐々木 真奈・坂井 叶(敬和学園大学・専修大学）

宇賀田 雛帆・松山 祐実(フェニックス）

・男子シングルス

金子 優太(法政大学）

武藤 映樹(敬和学園大学）

3



柴田 拓実(敬和学園大学)

平岡 佑太(敬和学園大学）

・女子シングルス

佐々木 真奈(敬和学園大学）

石田 有彩(日本大学）

石井 亜海(日本大学）

本戦 【R3高校総体県予選個人戦】

・男子ダブルス

大山 翔愛・稲川 天(北越高校)

鴻江 翔伍・山岸 拓海(北越高校)

寺内 琳・門脇 令(開志国際高校)

大場 世嵐・水井 響己(開志国際高校)

・女子ダブルス

遠藤 愛加・目﨑 舞桜(新潟青陵高校)

森本 歩那・志田 真倖(開志国際高校)

石川 莉佳子・桑原 美咲(新潟青陵高校)

深井 ゆあ・笹川 凛(開志国際高校)

・男子シングルス

門脇 令 (開志国際高校)

寺内 琳 (開志国際高校)

大場 世嵐 (開志国際高校)

山岸 拓海 (北越高校)

・女子シングルス

目﨑 舞桜(新潟青陵高校)

森本 歩那(開志国際高校)

深井 ゆあ(開志国際高校)

志田 真倖(開志国際高校)

本戦 【R3高校１.２年生大会】

・男子ダブルス

落合 優護・前山 伶音(北越高校)

権平 大翔・長谷川 功輝(北越高校)

中山 結斗・藤井 海(佐渡高校)

堀内 大悟・武田 宗一郎(日本文理高校)

・女子ダブルス

相澤 咲良・宇賀田 美琴(新潟青陵高校)

川本 海尋・本間 那桜(帝京長岡高校)

西浦 優羽・水澤 佑月(開志国際高校)
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小泉 蒼空・佐藤 凜(新発田南高校)

・男子シングルス

中山 結斗(佐渡高校)

堀内 大悟(日本文理高校)

落合 優護(北越高校)

前山 伶音(北越高校)

・女子シングルス

片所 凜(帝京長岡高校)

宇賀田 美琴(新潟青陵高校)

小泉 蒼空(新発田南高校)

塩嶋 優羽(高田高校)

予選 【日報杯元年度】

・男子ダブルス

矢田 武蔵・湯田 篤(北越高校)

高橋 快・小西 泰世(北越高校)

中山 克也・大谷 友利(ヨネックス）

山口 優・笹川 裕史(あすなろ会・昇陽会）

・女子ダブルス

遠藤 愛加・目崎 舞桜(新潟青陵高校）

髙橋 萌・仲野 未来(新潟中央高校）

桑原 美咲・石川 莉佳子(新潟青陵高校）

品川由羽・島谷明日香（柏崎東中学校)

・男子シングルス

木村 光尊（VERTEX)

宇治 透磨（佐渡総合高校) 　　

木村 友幸(あすなろ会)

本間 雄大(青山クラブ)

・女子シングルス

石川 莉佳子（新潟青陵高校)

宇賀田 雛帆（日本文理高校）

渡邉 遥（日本文理高校)

目崎 舞桜（新潟青陵高校)

予選 【R２年度会長杯】

・男子ダブルス

大山 翔愛・鴻江 翔伍（北越高校）

清水 尚弥・道下 史也（新潟大学）

井上 博貴・小林 悠斗（新潟大学）
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小林 悠人・大那 慎（敬和学園大学・あすなろ会)

・女子ダブルス

加藤 千聖・柴原 君枝（新潟青陵高校）

川端 秀美・菊田 夏凛（佐渡高校）

吉樂 ゆきの・平原 萌（高田クラブ）

石川 莉佳子・桑原 美咲 (新潟青陵高校)

・男子シングルス

井上 博貴（新潟大学）

門脇 令（開志国際高校）

那須野 晴輝（北越高校）

小林 悠人（敬和学園大学）

・女子シングルス

遠藤 愛加（新潟青陵高校）

松山 祐実（日本文理高校）

檜山 蒼彩（開志国際高校）

深井ゆあ（亀田中学校）

予選 【R２年度市嶋楯】

・男子ダブルス

小林 悠人・山口 優 (敬和学園大学・あすなろ会)

川崎 永人・渋木 捷吏 (あすなろ会・ウイニングショット)

斎藤 貴明・遠藤 峻秀 (昇陽会)

渡部 元樹・宅間 春介 (魚沼協会・長岡技術科学大学)

・女子ダブルス

該当者無し

予選 【R2年度高校選抜県予選個人戦】

・男子ダブルス

稲川 天・権平 大翔(北越高校)

田口 聖也・佐々木 志穏(開志国際高校)

齋藤 颯人・川上 匠(新発田南高校)

渡邉 祐也・丸山 風都(新発田南高校)

・女子ダブルス

南 沙弥香・前田 夢叶(新発田中央高校)

加藤 千聖・柴原 君枝(新潟青陵高校)

髙﨑 柚那・中田 亜衣奈(開志国際高校)

品川 由羽・島谷 明日香(新潟青陵高校)

・男子シングルス

大山 翔愛(北越高校)
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小西 典太(北越高校)

金井 海翔 (開志国際高校)

那須野 晴輝(北越高校)

・女子シングルス

相澤 咲良(新潟青陵高校)

髙﨑 柚那(開志国際高校)

宇賀田 美琴(新潟青陵高校)

目﨑 舞桜(新潟青陵高校)

予選 【R3国体候補選手選考会　少年の部】

・男子ダブルス

菅井 康司・渡邊 麗音(開志国際高校)

小林 稜平・堀内 大悟(日本文理高校)

難波 魁凌・寺内 涼(開志国際高校)

落合 優護・前山 伶音(北越高校)

・女子ダブルス

松田 芽依・鳥谷 麻子(新潟高校)

中田 亜衣奈・西浦 優羽(開志国際高校)

岡本 葵生・田村 桃香(柏崎東中学校)

檜山 蒼彩・辻井 清加(開志国際高校)

予選 【R3国体候補選手選考会　成年の部】

・男子ダブルス

木村 光尊・木村 武尊(ＶＥＲＴＥＸ・栃尾協会）

酒井 瑛矢・仁平 玖央(敬和学園大学)

五十嵐 秋斗・金子 優太(専修大学・法政大学）

平岡 佑太・柴田 拓実(敬和学園大学）

・女子ダブルス

木村 未来・吉樂 ゆきの(栃尾協会・高田クラブ）

以下該当者無し

予選 【R3高校総体県予選個人戦】

・男子ダブルス

丸山 風都・片桐 幸之介(新発田南高校)

川上 匠・渡邉 祐也(新発田南高校)

小林 稜平・堀内 大悟(日本文理高校)

那須野 晴輝・権平 大翔(北越高校)

・女子ダブルス

五十嵐 夏穂・桐澤 花楓(新潟明訓高校)
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中田 亜衣奈・西浦 優羽(開志国際高校)

川本 海尋・本間 那桜(帝京長岡高校)

島谷 明日香・柴原 君枝(新潟青陵高校)

・男子シングルス

小西 典太 (北越高校）

菅原 陽太 (新発田南高校）

川上 匠 (新発田南高校）

大山 翔愛 (北越高校)

・女子シングルス

水澤 佑月(開志国際高校)

金子 小雪(新潟青陵高校）

片所 凜（帝京長岡高校）

相澤 咲良(新潟青陵高校）

予選 【R3高校１.２年生大会】

・男子ダブルス

久松 陸・平 宝来(開志国際高校)

青木 佐曉・上原 蓮(関根学園高校)

藤木 陽滉・隼野 尋人(開志国際高校)

青木 柊太・土田 隼輝(長岡工業高校)

・女子ダブルス

梶原 咲希・斎藤 悠(日本文理高校)

川端 秀美・三浦 耀子(佐渡高校)

五十嵐 晴花・鈴木 深優(日本文理高校)

岩田 美穂・長谷川 茉穂(柏崎高校)

・男子シングルス

武田 宗一郎(日本文理高校)

清水 翔太(新井高校)

茂田井 大空 (柏崎翔洋中等）

藤井 海(佐渡高校)

・女子シングルス

中山 あかり( 新潟第一高校）

鈴木 深優 (日本文理高校）

片桐 涼花 (新津高校）

湯川 寧々 (帝京長岡高校）

予選 【R2全日中県選考会】

・男子ダブルス

富所 芽生・前山 伶音(吉田中学校)
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山賀 颯太・酒井 祐希(笹神中学校)

榎本 喜心・金田 羽翼(笹神中学校)

長谷川 秀真・落合 朝輝(五泉バンビーノ)

・女子ダブルス

岡本 葵生・田村 桃香(柏崎東中学校)

阿部 愛華・坂井 涼風(柏崎東中学校)

吉田 優里・鷲尾 環菜(はちみつJr)

坂井 真子・丸山 あい(笹神中学校)

・男子シングルス

小林 大晟(柏崎ジュニア)

佐藤 和月(白根第一中学校)

小林 孝彰(燕中学校)

芦田 洸太(燕中学校)

・女子シングルス

川村 詩織(豊栄ジュニア)

桐澤 実凜(新津第二中学校)

佐藤 弥生(白根第一中学校)

山岸 ひな(五十嵐中学校)

予選 【R2県中学生選手権大会】

・男子ダブルス

松澤 空也・金子 隼(豊栄ジュニア)

富所 芽生・渡邉 怜王(吉田中学校)

山賀 颯太・酒井 祐希(笹神中学校)

榎本 喜心・金田 羽翼(笹神中学校)

・女子ダブルス

岡本 葵生・田村 桃香(柏崎東中学校)

村中 天音・佐藤 茉優(東新潟中学校)

冨田 心結・渡邉 美羽(シャイニングロード)

阿部 愛華・坂井 涼風(柏崎東中学校)

・男子シングルス

佐藤 佑羽(豊栄ジュニア)

佐藤 和月(白根第一中学校)

小林 大晟(柏崎ジュニア)

小林 孝彰(燕中学校)

・女子シングルス

川村 詩織(豊栄ジュニア)

佐藤 弥生(白根第一中学校)

山岸 ひな(五十嵐中学校)
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桐澤 実凜(新津第二中学校)

予選 【R3県中学校総合体育大会】

・男子ダブルス

渡邉 怜王・富所 芽生(吉田中学校)

榎本 喜心・酒井 祐希(笹神中学校)

山賀 颯太・金田 羽翼(笹神中学校)

松澤 侑也・佐々木 有(葛塚中学校)

・女子ダブルス

岡本 葵生・田村 桃香(柏崎東中学校)

冨田 心結・渡邉 美羽(鏡が沖中学校)

佐藤 玲・渡邊 暖花(水原中学校)

藤原 李子・本多 彩乃(燕中学校)

・男子シングルス

佐藤 和月(白根第一中学校）

小林 孝彰(燕中学校）

小林 大晟(柏崎五中学校）

佐藤 佑羽(葛塚中学校）

・女子シングルス

川村 詩織(葛塚中学校)

桐澤 実凜(新津第二中学校）

山岸 ひな(五十嵐中学校）

佐藤 弥生(白根第一中学校）

予選 【R3 JOC県予選会】

・男子シングルス

佐藤 佑羽(豊栄ジュニア）

富所 芽生(吉田中学校）

中山 皓太(新潟第一中学校）

羽賀 晴人(笹神中学校）

・女子シングルス

吉田 優里(亀田中学校）

渡邊 暖花(水原中学校）

鷲尾 環菜(藤見中学校）

坂井 真子(笹神中学校）

予選 平成３０年及び令和元年にふるさと選手として登録された選手

※ ふるさと選手として登録された選手で不明の場合は、

競技委員長 塩入 ０９０ー３３４３ー９２２７までお問合せください。
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