
日程：  会場： 小千谷市総合体育館 参加人数：

順位 少年団名 選手名 学年 資格 選手名 学年 資格 順位 少年団名 選手名 学年 資格
カタオカ　サワ カタオカ　ホズミ イケダ　タカノブ

1 新潟青山 片岡　沙和 ３年 ７級 片岡　秀積 ３年 ７級 1 新潟坂井輪 池田　貴信 ５年 ７級
カタオカ　サワ キムラ　クレハ コバヤシ　ユウセイ

2 新潟青山 片岡　沙和 ３年 ７級 木村　紅葉 ４年 ７級 2 新潟湊 小林　侑誠 ４年 ７級
トガシ　ツボミ サトウ　ミユ カタオカ　ホズミ

3 村上 富樫　つぼみ ４年 ７級 佐藤　美優 ４年 ７級 3 新潟青山 片岡　秀積 ３年 ７級
マルヤマ　ユイ タナカ　エア タカノ　ルノ

4 小千谷 丸山　友依 ２年 ７級 田中　瑛空 ２年 ７級 4 長岡城西 髙野　るの ３年 ７級
タナカ　ユイト アツジ　シュンスケ キムラ　クレハ

5 新潟湊 田中　結人 １年 ８級 厚地　隼輔 年長 ８級 5 新潟青山 木村　紅葉 ４年 ７級
イケダ　タカノブ キムラ　コウシ カタオカ　サワ

6 新潟坂井輪 池田　貴信 ５年 ７級 木村　昊志 ６年 見習 6 新潟青山 片岡　沙和 ３年 ７級

組演武 小学生４級～６級の部
順位 少年団名 選手名 学年 資格 選手名 学年 資格 順位 少年団名 選手名 学年 資格

ホシ　リオ ナツカワ　ヤマト ナツカワ　ヤマト

1 小須戸 星　理央 ５年 ４級 夏川　大和 ５年 ４級 1 小須戸 夏川　大和 ５年 ４級
イシバシ　ユメミ モリウチ　コウセイ オノヅカ　スナオ

2 新潟湊 石橋　夢望 ４年 ６級 森内　康生 ４年 ６級 2 小須戸 小野塚　純 ４年 ４級
オノヅカ　スナオ ホシダ　コウノスケ モリウチ　コウセイ

3 小須戸 小野塚　純 ４年 ４級 星田　康之介 ４年 ６級 3 新潟湊 森内　康生 ４年 ６級
ミノ　コウエ オダ　ヒロキ マツオカ　ユウマ

4 村上 美野　倖恵 ６年 ５級 小田　広樹 ４年 ５級 4 新潟湊 松岡　悠真 ６年 １級
イワサキ　イチカ ミノ　ワコ イシバシ　ユメミ

5 村上 岩崎　衣千香 ４年 ６級 美野　和心 ４年 ６級 5 新潟湊 石橋　夢望 ４年 ６級
イシバシ　ユメミ ミズサワ　トモキ ホシダ　コウノスケ

6 新潟湊 石橋　夢望 ４年 ６級 水澤　友希 ４年 ６級 6 小須戸 星田　康之介 ４年 ６級

組演武 小学生自由組演武の部
順位 少年団名 選手名 学年 資格 選手名 学年 資格 順位 少年団名 選手名 学年 資格

イヨベ　ミユ オノ　ミスズ シライ　リュウガ

1 村上 伊與部　美友 ６年 ２級 小野　美鈴 ６年 ６級 1 新潟湊 白井　琉雅 ２年 初段
ヤダ　ユウキ メグロ　カエデ ナカノ　タイチ

2 燕 矢田　勇輝 ６年 ２級 目黒　楓 ４年 ２級 2 新潟築地 中野　泰智 ３年 １級
ホリオ　リュウセイ マツナガ　エイタ タナカ　ユウワ

3 新潟とやの 堀尾　龍世 ６年 ３級 松永　瑛太 ６年 ５級 3 新潟湊 田中　悠和 １年 １級
フナクボ　ユヅル アイモノ　ヒビキ カミマル　シンノスケ

4 新潟加茂 船久保　優弦 ６年 ２級 四十物　響 ３年 ３級 4 新潟湊 神丸　慎之介 ２年 初段
アベ　レイム コバヤシ　リヤ イチムラ　ケイゴ

5 新潟赤道 阿部　礼武 ６年 ３級 小林　璃哉 ６年 ３級 5 新潟湊 市村　慧悟 １年 １級
コイケ　レンノスケ

6 小須戸 小池　蓮之介 １年 ３級

組演武 中学生男子の部
順位 少年団名 選手名 学年 資格 選手名 学年 資格 順位 少年団名 チーム名

シライ　リュウガ マツオカ　ユウマ

1 新潟湊 白井　琉雅 ２年 初段 松岡　悠真 小６ １級 1 村上 Ａチーム
カミマル　シンノスケ タナカ　ユウワ

2 新潟湊 神丸　慎之介 ２年 初段 田中　悠和 １年 １級 2 新潟湊 0
イチムラ　ケイゴ ナカヘン　タクマ

3 新潟湊 市村　慧悟 １年 １級 中返　拓馬 ２年 １級 3 村上 Ｂチーム
イヨベ　マナト アンドウ　レイ

4 村上 伊與部　真土 ２年 ２級 安藤　零 １年 ４級
ニシ　コウタ スズキ　エイト　

5 新潟海老ヶ瀬 西　康汰 ３年 二段 鈴木　瑛斗 ２年 １級
ホシ　レオ コイケ　レンノスケ

6 小須戸 星　玲央 １年 ３級 小池　蓮之介 １年 ３級

組演武 中学生女子の部
順位 少年団名 選手名 学年 資格 選手名 学年 資格 順位 少年団名 チーム名

ササキ　ハナコ コイケ　ヒナタ

1 新潟湊 佐々木　はなこ ２年 初段 小池　ひなた １年 ３級 1 小須戸 0
スガワラ　ナツミ イヨベ　ミユ

2 村上 菅原　夏海 １年 ３級 伊與部　美友 小６ ２級 2 新潟築地 Ａチーム
タカハシ　アイカ オダ　カエデ

3 村上朝日 高橋　娃花 １年 ３級 小田　楓 １年 ４級 3 村上 Ａチーム

4 村上 Ｃチーム

5 村上 Ｂチーム

6 燕 0

総合成績
順位 順位 少年団名 チーム名

1 新潟湊 0

2 村上 0

3 燕 0

2 村上スポーツ少年団

3 小須戸スポーツ少年団

単独演武 中学生の部

団体演武 小学生低学年の部

団体演武 小学生高学年の部

団体演武 中学生の部
少年団名

1 新潟湊スポーツ少年団

第３９回新潟県スポーツ少年団総合体育大会　第３６回少林寺拳法大会 　成績表
令和1年7月21日 194人

組演武 小学生７級以下の部 単独演武 小学生７級以下の部

単独演武 小学生６級以上の部
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