
＜県外大会＞

◆第３８回 北信越実業団選手権大会 ５／１６(土)～１７(日)（新潟県五泉市総合会館）

・男子 北陸電力・福井市役所 両チームともに予選リーグ敗退

◆第５９回 全日本実業団選手権大会 ６／１７(水)～２１(日) （広島県広島市）

・男子団体 ５位 セーレン

決勝トーナメント１回戦敗退 北陸電力福井

予選ブロック敗退 福井市役所・福井県庁

・女子団体 予選ブロック敗退 福井県庁・福井市役所

◆第３２回 北信越高等学校体育大会 ６／２０(土)～２１(日) （新潟県上越市）

・男子団体 ２位 勝山 ３回戦 金津 ２回戦 高志 １回戦 北陸

・女子団体 ３回戦 武生商業 ２回戦 勝山・武生 １回戦 仁愛女子

◆第２７回 全日本レディース選手権大会 ７／２４（金）～２６（日） （岡山県岡山市）

・都道府県対抗 決勝トーナメント３回戦敗退

◆第２５回 若葉カップ全国小学生大会 ７／３１（金）～８／３（月） （京都府長岡京市）

・男子の部 大野ジュニア 予選リーグ １勝１敗

Ｄream.Jrジュニア 予選リーグ ２勝０敗予選通過→決勝トーナメント１回戦敗退

・女子の部 勝山南部ジュニア 予選リーグ １勝１敗予選通過→決勝トーナメント１回戦敗退

安永スクール 予選リーグ １勝１敗

◆第３０回 北信越中学校総合競技大会 ８／５(水)～６(木) （新潟県新潟市）

・男子団体 １位 光陽 ３位 勝山中部 ２回戦敗退 勝山北部

・女子団体 ２位 勝山南部 ２回戦敗退 陽明 １回戦敗退 武生第一

・男子単 ２回戦敗退 勝矢悠太（光陽） １回戦敗退 千京拓寛（勝山南部）、勝見優希（勝山北部）

・女子単 ３位 眞柄友美（陽明） ２回戦敗退 山田水基恵（武生第一） １回戦敗退 藤田夏未（明倫）

・男子複 ３位 西行 和・前田賢史朗（光陽） ２回戦敗退 三上敬生・服部秀治（光陽）

１回戦敗退 久保卓哉・牧野真也（成和）

・女子複 ３位 鈴木沙知・佐々木彩（勝山南部）、中村美輝・松山祐梨（勝山南部）

１回戦敗退 綿矢汐里・山内美穂（陽明）

◆第４８回全日本教職員選手権大会 ８／１０（月）～１４日（金） （兵庫県神戸市）

・一般男子団体 １回戦敗退

・一般男子単 ２回戦敗退 萬道尊教、吉岡元気

・一般男子複 １回戦敗退 萬道尊教・吉岡元気

・一般女子単 ２回戦敗退 出口晴香

・男子30歳以上単 ３回戦敗退 宮本右京 ２回戦敗退 石井大介、平井香充、

・男子30歳以上複 ２回戦敗退 宮本右京・石井大介

・男子50歳以上単 １位 高岡 桂



◆第１０回全国小学生ＡＢＣ大会 ８／１４（金）～１６（日） （熊本県八代市）

・男子Ａグループ 決勝トーナメント ５位 広瀬有規（安永スクール） 予選１位

・男子Ｂグループ 決勝トーナメント ３回戦敗退 南茂蓮太（勝山南部ｼﾞｭﾆｱ） 予選１位

・男子Ｃグループ 下位トーナメント １回戦敗退 中村 怜（Ｄream.Jr） 予選３位

・女子Ａグループ 決勝トーナメント １位 山口 茜（勝山南部ｼﾞｭﾆｱ） 予選１位

１回戦敗退 小林愛佳（安永スクール） 予選２位

・女子Ｂグループ 決勝トーナメント ２回戦敗退 木村茉梨奈（勝山ｼﾞｭﾆｱ） 予選１位

・女子Ｃグループ 決勝トーナメント ５位 織田 遥（松本ｼﾞｭﾆｱ） 予選２位

◆第３９回 全国中学校大会 ８／１８(火)～２１(金) （長崎県長崎市）

・男子団体 ３位 光陽

・女子団体 ２回戦敗退 勝山南部

◆第３０回 北信越国体 ８／２１(金)～２３(日) （石川県白山市）

・成年男子 ２回戦 福井 ０－２ 石川

・成年女子 ２回戦 福井 ０－２ 長野

・少年女子 ２回戦 福井 １－２ 富山

◆第１５回 北信越小学生選手権大会 １１／１（日） （長野市運動公園総合体育館）

・４年女子単 ３位 高野亜美（安永スクール）

・５年男子単 ３位 鈴木利拓（Ｄream.Jr） ４位 高井俊暢（大野ジュニア）

・５年女子単 １位 中島朱音（安永スクール）

・６年男子単 １位 広瀬有規（安永スクール）

・６年女子単 １位 山口 茜（勝山南部ジュニア） ２位 小林愛佳（安永スクール）

４位 鈴木咲貴（勝山南部ジュニア）

・４年男子複 １位 南茂蓮太・斉藤 颯（勝山南部ジュニア） ２位 佐野聖之・松村 諒（勝山ジュニア）

３位 織田雅史・勝木佑真（Ｄream.Jr）

・４年女子複 ３位 木村茉梨奈・中村風月（勝山ジュニア） ４位 内山実久・村端菜央（ＥＡＳＴ－ＫＩＤＳ）

・６年男子複 １位 葛葉明彦・谷口雄祐（大野ジュニア） ３位 北川湧介・下川 凌（大野ジュニア）

◆第２６回 全日本シニア選手権大会 １１／２０(金)～１１／２３（日） （福島県福島市）

・男子35歳以上単 優勝 上田健吾

・男子45歳以上複 ３位 葛葉昌彦・高須一郎

・女子45歳以上単 ３位 小林洋子

・45歳以上混合複 優勝 葛葉昌彦・井上美智代

・男子55歳以上単 優勝 高岡 桂

・男子60歳以上単 優勝 山本敏彦

・女子60歳以上単 優勝 前田小夜子

・女子65歳以上単 ３位 中西エミ子

・60歳以上混合複 ３位 寺崎由雄・片糸康子（石川）



◆第１８回 全国小学生選手権大会 １２／２４（木）～１２／２８（月） （千葉県千葉市）

・男子団体 ３回戦敗退

・女子団体 ５位

・６年男子単 ８強 広瀬有規（安永スクール）

・６年男子複 ８強 葛葉明彦・谷口雄祐（大野ジュニア） ２回戦敗退 北川湧介・下川 凌（大野ジュニア）

・６年女子単 優勝 山口 茜（勝山南部ジュニア） ３回戦敗退 小林愛佳（安永スクール）

２回戦敗退 鈴木咲貴（勝山南部ジュニア）

・５年男子単 １回戦敗退 高井俊暢（大野ジュニア） ２回戦敗退 鈴木利拓（Ｄream.Jr）

・５年女子単 ３回戦敗退 中島朱音（安永スクール）

・４年男子複 ３回戦敗退 南茂蓮太・斉藤 颯（勝山南部ジュニア）

２回戦敗退 佐野聖之・松村 諒（勝山ジュニア）

２回戦敗退 織田雅史・勝木佑真（Ｄream.Jr）

・４年女子単 ２回戦敗退 高野亜美（安永スクール）

・４年女子複 ３位 木村茉梨奈・中村風月（勝山ジュニア）

８強 村端菜央・内山実久（EAST-KIDS）

◆第３８回全国高等学校選抜大会北信越大会 １／２３（土）～２４（日） （新潟県長岡市）

・男子団体 ３位 勝山高 １回戦敗退 足羽高

・女子団体 ２回戦敗退 武生商業高、敦賀高

・男子複 １回戦敗退 島田 賢・木下貴弘（勝山高）

・女子複 １回戦敗退 坂永萌夏・土谷沙織（武生商業高）

・男子単 １回戦敗退 島田 賢（勝山高）

・女子単 ２位 村瀬真祐（武生商業高）

◆第２１年度北信越小学生大会 ３／７（日） （富山県）

・６年男子 １位 大野ジュニア 予選２位 Ｄream.Jr

・５年男子 １位 勝山南部ジュニア 予選３位 えちぜんジュニア

・４年男子 予選２位 足羽ジュニア 予選３位 Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ

・６年女子 予選２位 勝山南部ジュニア 予選４位 勝山ジュニア

・５年女子 １位 安永スクール 予選３位 社南ジュニア

・４年女子 ２位 勝山ジュニア 予選３位 武生ジュニア


