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                 第 ４ 号 

                (担当 谷川) 

新潟市体育大会への応援ありがとうございました。 

『得られたもの』 

生徒会部長会長 貝沢 汰一（３年３組） 

 市内大会が終わりました。新型コロナウイルス感染症の影響で，一昨年度は大会がなくなり，昨

年度は大会を開催することはできましたが，観客を入れることはできませんでした。 

そして今年度は会場に観客を入れることができた部活動も多く見られ，いつもよりたくさんの応

援を受けることができ，とてもうれしい状況下で大会が行われました。出場した皆さんはこの大会

で何を学んだでしょうか。今これを読んでくださっている瞬間でもいいので得られたものを考えて

ほしいです。これが最後になる可能性のある大会では，いつもの大会とは   

違った感情をもった人は少なくないと思います。そこから得られる気持ち 

を無くさず自分の力にし，次の目標に向かって頑張っていきましょう。 

 最後になりますが，今まで支えてくださった先生方，保護者の皆さま， 

地域の皆さま，そして全校生徒の皆さん，応援ありがとうございました。 

新潟市体育大会結果 6/13･14･18･20･21･25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸上競技 

【共通男子】 

２００Ｍ 渡邊 陵太１０位 県大会出場!!  

４００Ｍ 渡邊 陵太 ７位 県大会出場!! 

棒高跳  増子 岳暁 １位  県大会出場!! 

秋山 湧翔 ２位  県大会出場!! 

     原 祐生  ３位  県大会出場!! 

     桑原 寛至 ４位 

     神田 晟吾 ５位 

     須貝 拓斗 ６位 

砲丸投  間野 翔  ７位 県大会出場!! 

【共通女子】 

８００Ｍ 長谷川 湊 ７位  県大会出場!! 

棒高跳  南  統子 １位  県大会出場!! 

     中川 未遥 ２位  県大会出場!! 

     山田 美優 ３位  県大会出場!! 

走幅跳  南  統子 ９位 県大会出場!! 

男子ソフトテニス         トーナメント 

【団体】             

 １回戦 大形 ３－０ 勝 

 ２回戦 宮浦 ０－２ 負 

        ＜ベスト１６＞ 

【個人】 

 ダブルス 

  ６ペア  ２回戦までで敗退 

女子ソフトテニス          トーナメント 

【団体】        

 １回戦 横越  ２－１ 勝 

 ２回戦 巻西  ０－３ 負 

        ＜２回戦敗退＞ 

【個人】 

 ダブルス 

  ６ペア  ３回戦までで敗退 



柔道                トーナメント 

【女子個人】   渡邉 愛心 

 １回戦 大形   勝 ２回戦 小針  勝  

 ３回戦 新津第二 勝  

準決勝 新潟第一 勝 

決勝  黒埼   勝 １位 県大会出場!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サッカー            トーナメント 

 １回戦 新潟明訓  ９－０  勝 

 ２回戦 上山    １－１３ 負 

              ＜２回戦敗退＞ 

男子バスケットボール     トーナメント 

 １回戦 西川  ６５－４５勝 

 ２回戦 新津五 ２２－６０負 

                       ＜２回戦敗退＞ 

卓球                      予選リーグ 

【団体】 

 VS 光晴   ０－３ 負 

 VS 新津第一 １－３ 負 

 VS 木崎   １－３ 負 

              ＜予選敗退＞ 

【個人】                トーナメント 

 ８名     ３回戦までで敗退 

バレーボール              

【ブロックトーナメント】 

 ２回戦 新津五 ２－０ 勝 

 ３回戦 鳥屋野 ２－０ 勝 

             ＜ブロック１位＞ 

【決勝トーナメント】 

 ２回戦 岩室  ０－２ 敗 

              ＜ベスト１６＞ 

男子バドミントン 

【団体】            予選リーグ 

葛塚 ０－３ 負  五十嵐 ２－１ 勝 

小針 ３－０ 勝  高志中等３－０ 勝  

 ＜予選リーグ２位通過＞ 

               決勝トーナメント 

準々決勝     坂井輪 ０－３ 負 

県大会出場決定戦 五十嵐 １－２ 負 

                      ＜７位＞ 

【個人】             トーナメント 

シングルス  貝沢 汰一  ベスト１６  

  他３名   ２回戦までで敗退 

ダブルス   ４ペア  ２回戦までで敗退 

野球                      トーナメント 

 １回戦 岡方  ０－６  負 

                       ＜１回戦敗退＞ 

女子バスケットボール       トーナメント 

 １回戦 五十嵐  ５５－３７勝    

２回戦 亀田西  ３４－６４負 

                ＜２回戦敗退＞ 

女子バドミントン 

【団体】             予選リーグ 

内野 ３－０ 勝  東石山 ２－１ 勝 

木戸 ２－１ 勝 

           ＜予選リーグ１位通過＞ 

         決勝トーナメント 

２回戦 宮浦  ２－１ 勝 

準決勝 黒埼  ２－０ 勝 

決 勝 藤見  ０－２ 負 

          ＜２位＞ 県大会出場!! 

【個人】            トーナメント 

シングルス 

  ４名    ３回戦までで敗退 

ダブルス 

  村中・佐藤ペア  １位  県大会出場!! 

坂井・和田ペア  ３位  県大会出場!! 

 他２ペア ２回戦までで敗退 

硬式テニス                トーナメント 

 １回戦 下山  ０－６  負 

                       ＜１回戦敗退＞ 

剣道                   トーナメント 

【男子個人】   林 優我 

         伊藤瑛太  

                       ＜１回戦敗退＞ 


