
平成 28 年度新潟日報杯争奪新潟県総合選手権大会 参加資格者名簿 

◎本戦出場有資格者 

Ⅰ 招待選手 

 

Ⅱ 県協会強化指定選手（小、中、高校生は除く） 

 

Ⅲ 平成 28年度の以下の大会においてその種目第 4位以内の者 

［ダブルス］                ［シングルス］ 

★ 日報杯争奪県総合選手権大会（H28.1.31 新潟市） 

・男子 

毛利正和・本間裕樹（ＶＥＲＴＥＸ）      木村光尊（ＶＥＲＴＥＸ） 

 三國屋太一・町田 強（佐渡協会・白根羽球連盟）   橋本  優(北越高校) 

 高山拓海・石井貴大（北越高校）        高山拓海（北越高校） 

 小林純也・大橋拓哉（あすなろ会）        五十嵐秋斗（北越高校） 

・女子 

 北上詩歩・木村未来（新潟医療福祉大学・栃尾協会）  坂井 陽（新潟青陵高校） 

 舘美佐紀・栃本ゆき乃（新潟青陵高校）     栃本ゆき乃（新潟青陵高校） 

 加藤優梨香・中山綾（ふるはうす・龍羽会）    藤田百合子（新潟青陵高校） 

 青木香織・鴻江佑芽（佐渡高校）        北上詩歩（新潟医療福祉大学） 

  

★ 国体候補選手選考会（少年の部）（H28.7.9～10 五泉市） 

・男子 

 齋藤由樹・江口直紀（中学生選抜）       鈴木琢真（帝京長岡高校） 

 鈴木琢真・武士俣康大（帝京長岡高校)      古川晃大（中学生選抜） 

 小林悠斗・菅原優作（新発田南高校）      本間雄大（北越高校） 

 佐藤康太・栗原 豪（日本文理高校）       谷川陽亮（高田北城高校） 

・女子 

 佐藤茉菜・目﨑 澪（新潟青陵高校）      五十嵐 温（新潟青陵高校） 

 関﨑真琴・五十嵐 温（新潟青陵高校）     石田有紀乃（新潟青陵高校） 

 小菅 民・佐藤美花（新潟青陵高校）      大竹望月（中学生選抜） 

 小林愛奈・月橋唯奈（中学生選抜）       齋藤涼花（中学生選抜） 

 

★ 国体候補選手選考会（成年の部）（H28.5.21～22 長岡市） 

・成年男子 

毛利正和・木村光尊（ＶＥＲＴＥＸ）      木村光尊（ＶＥＲＴＥＸ） 

 武井雄祐・内藤智仁（帝京大学・近畿大学）   池田拓馬（神奈川大学） 

 池田拓馬・石井貴大（神奈川大学）       吉川英太郎（中央大学） 

 木村武尊・大谷友利（栃尾協会・越路クラブ）  武井雄祐（帝京大学） 

・成年女子 

 北上詩歩・木村未来（新潟医療福祉大学・栃尾協会）  阿部 英（日本女子体育大学） 

 鴨下希穂・米山麻美（日本体育大学・龍谷大学）  北上詩歩（新潟医療福祉大学） 

阿部 英・風間瑠菜（日本女子体育大学・東海大学）  坂井 陽（東海大学） 

中山 綾・小林莉菜（龍羽会・燕協会）      鴨下希穂（日本体育大学） 

 

 

 

 

 

 

 



［ダブルス］                ［シングルス］ 

★ 会長杯争奪選手権大会（H28.9.4 上越市） 

・男子 

本間雄大・児玉悠介（新潟大学）         木村友幸（あすなろ会） 

 木村友幸・丸田隼祐（あすなろ会・柏陵会）    高山拓海（小須戸クラブ） 

木村武尊・本田明也（栃尾協会・越路クラブ）  本間雄大（新潟大学） 

 阿部真也・遠藤隆行（白根羽球連盟）      武田航太（東新潟中学校） 

・女子 

 中山 綾・木村未来（龍羽会・栃尾協会）     木村未来（栃尾協会） 

 田中彩奈・小林莉菜（新津羽球連盟・燕協会）  佐藤理央（新潟大学） 

 佐藤理央・吉田麻結（新潟大学）        宇賀田雛帆（つばさＪＢＣ） 

 黒川奈美香・古石悠（新津.ｕｔｄ・新津連盟）  吉田麻結（新潟大学） 

 

★ 田村杯・市嶋楯争奪選手権大会（H28.11.13 新潟市） 

・男子 

本間裕樹・木村光尊（ＶＥＲＴＥＸ）       木村光尊（ＶＥＲＴＥＸ） 

 三國屋太一・星野 侑（佐渡協会・五泉達人倶楽部）  三國屋太一（佐渡協会） 

 木村武尊・本田朋也（栃尾協会・越路クラブ）  古川晃大（直江津ＪＢＣ） 

 町田 強・荒木哲郎（白根羽球連盟・ＢＣささかみ）   本間雄大（新潟大学） 

・女子 

 北上詩歩・小林莉菜（新潟医療福祉大学・燕協会）   木村未来（栃尾協会） 

黒川奈美香・田中彩奈（新津.utd・新津羽球連盟）  北上詩歩（新潟医療福祉大学） 

松田華蓮・山田真未（新潟青陵高校）       宇賀田雛帆（つばさＪＢＣ） 

以下該当者無し                佐藤理央（新潟大学） 

  

★ 高校総合体育大会（男子）（H28.5.27～29 上越市） 

・男子 

小林悠人・大那 慎（日本文理高校)   橋本 優（北越高校） 

 五十嵐秋斗・小西友朗（北越高校）       小林悠人（日本文理高校)  

 寺尾健太郎・小林悠斗（新発田南高校）     五十嵐秋斗（北越高校） 

 小畑拓海・加賀瑞樹（長岡工業高校）        大那 慎（日本文理高校) 

 

★ 高校総合体育大会（女子）（H28.6.2～4 小千谷市・長岡市） 

・女子 

 舘美佐紀・栃本ゆき乃（新潟青陵高校）     栃本ゆき乃（新潟青陵高校） 

 山田真未・鷲尾夕夏（新潟青陵高校）      舘美佐紀（新潟青陵高校） 

 佐藤茉菜・関﨑真琴（新潟青陵高校）      松田華蓮（新潟青陵高校） 

 青木香織・鴻江佑芽（佐渡高校）        鷲尾夕夏（新潟青陵高校） 

 

★ 高校選抜大会（H28.12.23～25 新潟市） 

・男子 

五十嵐秋斗・小西友朗（北越高校）       五十嵐秋斗（北越高校） 

 鈴木琢真・永見泰地（帝京長岡高校)       鈴木琢真（帝京長岡高校) 

 金田琉偉・石塚 凌（新発田高校）       本間雄大（北越高校) 

 石塚稜梧・浦田皇希（北越高校）        齊藤有輝（佐渡高校) 

・女子 

 小菅 民・佐藤美花（新潟青陵高校）      石田有紀乃（新潟青陵高校） 

 佐藤 恵・関﨑真琴（新潟青陵高校）      佐藤美花（新潟青陵高校） 

 大久保紗希・遠藤祐奈（日本文理高校）     小菅 民（新潟青陵高校） 

 吉樂史織・山田 栞（日本文理高校）      遠藤祐奈（日本文理高校） 



◎予選出場有資格者 

Ⅳ 平成 28年度の以下の大会においてその種目ベスト 8以内の者 

［ダブルス］                ［シングルス］ 

★ 日報杯争奪県総合選手権大会（H28.1.31 新潟市） 

・男子 

本間雄大・中澤郁巳（新潟大学・ナカバトクラブ）     町田 強（白根羽球連盟） 

 木村光尊・内山素直（ＶＥＲＴＥＸ・リケン）    毛利正和（ＶＥＲＴＥＸ） 

 齋藤 誠・齋藤大一（沼垂羽球会）        常林坊和希（新津工業高校） 

 武田涼馬・山﨑健生（十日町高校）       木村友幸（あすなろ会） 

・女子 

 黒田侑子・中沢千南（新潟青陵高校）       齋藤涼花（新発田スポ少） 

 大野みる・佐藤美花（柏崎東中学校）      五十嵐温（白根第一中学校） 

 佐藤茉菜・関﨑真琴（新潟青陵高校）      加藤優梨花（ふるはうす） 

山田真未・鷲尾夕夏（新潟青陵高校）      鴨下希穂（新潟青陵高校） 

                           

★ 国体候補選手選考会（少年の部）（H28.7.9～10 五泉市） 

・男子 

 齊藤有輝・川端幹也（佐渡高校）        菅原優作（新発田南高校） 

 本間雄大・川崎永人（北越高校）        常林坊和希（新津工業高校） 

 山崎 航・小畑雄大（日本文理高校）      高橋 快（中学生選抜） 

 長谷川樹・近藤龍斗（柏崎翔洋高校）      小林悠斗（新発田南高校） 

・女子 

 阿部瑞生・斎藤優花（日本文理高校）      小菅 民（新潟青陵高校） 

 田邉芽久・眞貝佳央梨（柏崎高校）        稲田翠里（帝京長岡高校） 

 大久保紗希・遠藤祐奈（日本文理高校）     佐藤美花（新潟青陵高校） 

 矢代彩夏・名久井愛菜（産大附属高校）     大倉真央（佐渡高校） 

 

★ 国体候補選手選考会（成年の部）（H28.5.21～22 長岡市） 

・成年男子 

毛利重幸・内山素直（中野島ＢＣ・リケン）   内藤智仁（近畿大学） 

  以下該当者無し                以下該当者無し 

                         

・成年女子 

  該当者無し                   宮﨑亜美（立教大学）                   

                        木村未来（栃尾協会） 

                        藤田百合子（青山学院大学） 

以下該当者無し 

                                                 

★ 会長杯争奪選手権大会（H28.9.4 上越市） 

・男子 

斎藤貴明・笹川裕史（昇陽会）           斎藤貴明（昇陽会） 

 砂井良介・二村悠暉（小須戸クラブ）       古川晃大（直江津ＪＢＣ） 

  以下該当者無し               木村武尊（栃尾協会） 

                        樺澤直人（ＹＭＣ） 

・女子 

  該当者無し                  該当者無し 

  

        

               

  



［ダブルス］                ［シングルス］ 

★ 田村杯・市嶋楯争奪選手権大会（H28.11.13 新潟市） 

・男子 

児玉悠介・本間雄大（新潟大学）         岳野大知（敬和学園大学） 

 柄沢一斗・高山拓海（黒埼町緑羽会・小須戸クラブ）   木村武尊（栃尾協会） 

 後藤 空・目﨑駿太郎（東新潟中学校）      宅間春介（長岡技術科学大学） 

  以下該当者無し                  町田 強（白根羽球連盟） 

・女子 

 月橋唯奈・小林愛奈（柏崎東中学校）      目﨑舞桜（にじいろ☆power） 

 木村未来・宮崎亜美（栃尾協会・立教大学）   坂井 叶（藤見中学校） 

吉田麻結・佐藤理央（新潟大学）         以下該当者無し 

  以下該当者無し                

  

★ 高校総合体育大会（男子）（H28.5.27～29 上越市） 

・男子 

近藤龍斗・鈴木琢真（帝京長岡高校）   武田涼馬（十日町高校） 

 栗原 豪・佐藤康太（日本文理高校）      長谷川 樹（柏崎翔洋中等） 

 橋本 優・本間雄大（北越高校）         鈴木琢真（帝京長岡高校） 

 常林坊和希・田村和哉（新津工業高校）      本間雄大（北越高校） 

 

★ 高校総合体育大会（女子）（H28.6.2～4 小千谷市・長岡市） 

・女子 

 前田 容・大倉真央（佐渡高校）        遠藤祐奈（日本文理高校） 

 佐藤 桜・伊藤 南（村上桜ケ丘高校）     五十嵐温（新潟青陵高校） 

 五十嵐温・佐藤美花（新潟青陵高校）      青木香織（佐渡高校） 

 斎藤優花・大久保紗希（日本文理高校）     佐藤 桜（村上桜ケ丘高校） 

 

★ 高校選抜大会（H28.12.23～25 新潟市） 

・男子 

齊藤有輝・川端幹也（佐渡高校)         谷川陽亮（高田北城高校） 

 佐藤康太・小林尚人（日本文理高校）      小林悠斗（新発田南高校） 

 小林悠斗・菅原優作（新発田南高校）      佐々木 葉（柏崎高校） 

 川崎永人・本間雄大（北越高校）        石塚稜梧（北越高校） 

・女子  

 吉田亜美・小田嶋真凛（吉田高校）       佐藤 恵（新潟青陵高校） 

 榎本 唯・大竹未来（北越高校）        榎本 唯（北越高校） 

 眞貝佳央梨・田邉芽久（柏崎高校）       関﨑真琴（新潟青陵高校） 

 村上真由・渡辺実咲（三条商業高校）      吉樂史織（日本文理高校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅴ 平成 28年度の以下の大会においてその種目第 2位以内の者 

［ダブルス］                ［シングルス］ 

★ 県中学校総合体育大会（H28.7.25～26 阿賀野市） 

・男子 

江口直紀・齋藤由樹（笹神中学校）       武田航太（東新潟中学校） 

渡邊皓太・中野拓哉（笹神中学校）       福田廉太（真野中学校） 

・女子 

 小林愛奈・月橋唯奈（柏崎東中学校）      石井亜海（白根第一中学校） 

 押見綾奈・桑原美咲（柏崎東中学校）      大竹望月(新津第五中学校) 

  

★ JOC 全日本ジュニア県予選会（新人の部）（H28.8.11～12 新潟市） 

・男子 

武田航太（東新潟中学校） 

後藤 空（東新潟中学校） 

・女子 

佐々木真奈（真野中学校） 

長谷川未来（坂井輪中学校） 

 

★ 全日本中学生県予選会（H28.9.24～25 新潟市） 

・男子 

後藤 空・目﨑駿太郎（東新潟中学校）     武田航太（東新潟中学校） 

片桐想叶・野瀬山優心（白根第一中学校）    矢田武蔵（藤見中学校） 

・女子 

野口日向・押見綾奈（柏崎東中学校）       佐々木真奈（真野中学校）  

藤田 凛・遠藤愛加（はちみつ Jｒ）        目﨑舞桜（にじいろ☆power） 

 

Ⅵ 新潟県バドミントン協会選手強化委員会から推薦された者若干名 

 

     

【注意事項】 

本戦出場有資格者及び予選出場有資格者に分かれております。 

ダブルスにおいて本戦出場有資格者が予選出場有資格者とペアを組む場合、予選出場有資格者

とみなします。 

また、本戦出場有資格者同士及び予選出場有資格者同士のペアを認めます。 

質問の場合は、競技委員長 塩入誠司（携帯 090-3343-9227）まで連絡をお願い致します。 


