
令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度
学校名 名前 学校名 名前 学校名 名前 学校名 名前

1 北越 阿部柚士郎 1 新潟 笹川　拓馬 1 新潟 伊部　達大 1 北越 渡邊　一樹
2 日本文理 長谷川優也 2 新潟南 清水　響介 2 北越 阿部裕二朗 2 東京学館新潟 廣瀬　　岳
3 日本文理 平野　貴史 3 北越 幸田　大和 3 開志学園 川端　一叶 3 新潟明訓 部田　隼平
4 村上桜ケ丘 菅原　岳心 4 東京学館新潟 渡邊　勇士 4 日本文理 鈴木　裕太 4 日本文理 笠原　遥也
5 五泉 渡部　真白 5 東京学館新潟 其池　勇哉 5 新発田 当摩信之介 5 日本文理 稲垣　豪人
6 加茂暁星 荒木　友斗 6 新潟明訓 山本　大凱 6 新発田 中澤　透大 6 日本文理 川村　啓真
7 中越 酒井　龍聖 7 日本文理 南　　隼人 7 加茂暁星 竹林　楓也 7 巻総合 田原　　諒
8 中越 佐藤旦有夢 8 日本文理 佐藤　魁星 8 長岡大手 木倉碧之介 8 村上桜ヶ丘 若林　大成
9 中越 廣瀬　航大 9 日本文理 長坂　　陽 9 中越 山本　雅樹 9 五泉 成田　　仁
10 新潟県央工 滝沢　拓豊 10 五泉 佐藤　芽吹 10 中越 小鷹　　葵 10 長岡工 久保田碧人
11 新潟産大附 畠山　祐輝 11 中越 小林　洸誠 11 中越 坂井　翔太 11 中越 川上　真生
12 関根学園 大原　稜太 12 帝京長岡 塚田　大輔 12 十日町 中町　智洋 12 中越 澤中京太郎
13 上越 髙野　　空 13 三条 井上　大輝 13 新潟産大附 加藤　大翔 13 高田北城 牛木　大志
軟 津南中等 樋口　駿介 14 関根学園 碓井　蓮斗 14 関根学園 茅野　仁英 14 関根学園 藤澤　大地

15 糸魚川 渡辺　勝誠 軟 新潟商 本間　　力
軟 津南中等 鈴木　鼓拍

平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度
学校名 名前 学校名 名前 学校名 名前 学校名 名前

1 北越 江村　伊吹 1 新潟 諸橋　慶多 1 北越 山﨑　嘉紀 1 新潟明訓 駒澤　辰也
2 東京学館新潟 山田　佳偉 2 北越 田村　将太 2 新潟明訓 村山　賢人 2 新潟工 増子　　遼
3 新潟明訓 栗山　　謙 3 日本文理 星　　兼太 3 日本文理 飯塚　悟史 3 日本文理 渡辺　大雅
4 新潟明訓 秋葉　　悠 4 日本文理 山口　尚輝 4 日本文理 鎌倉　　航 4 日本文理 白石　貴誉
5 日本文理 荒木　陵太 5 村上桜ヶ丘 重長　雅哉 5 日本文理 小太刀緒飛 5 日本文理 小黒　一輝
6 巻 小鷹　　樹 6 中越 高井　　涼 6 日本文理 池田　貴将 6 巻 佐藤　悠人
7 村上桜ヶ丘 須貝祐次郎 7 中越 小林　史弥 7 日本文理 新井　　充 7 新発田 山田　健登
8 長岡大手 南田　大輝 8 中越 齋藤　　颯 8 日本文理 8 新発田中央 本間　莞汰
9 長岡工 藤塚　祥吾 9 帝京長岡 藤塚　　柊 9 中越 小川　裕也 9 村上桜ヶ丘 椎野　　新
10 長岡商 高橋　健太 10 新潟県央工 鈴木　大成 10 帝京長岡 川﨑　翔太 10 村上桜ヶ丘 須戸　吉隆
11 中越 広川　健介 11 小出 庭山　　希 11 新潟県央工 桑原　　涼 11 五泉 後藤　拓朗
12 中越 今村　　豪 12 関根学園 中村　光希 12 関根学園 市橋　崇見 12 中越 駒形　　晃
13 中越 西山　侑汰 13 関根学園 小山謙太郎 13 新潟県央工 赤塚　悠真
14 帝京長岡 バンゴーゼム ゲレック 高 14 糸魚川 永野　嵩裕

平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度
学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名

1 北越 山田将太郎 1 北越 伊藤　直哉 1 新潟 大谷　拓海 1 日本文理 伊藤　直輝
2 新潟商 田辺　祐太 2 新潟明訓 町永　　悠 2 新潟明訓 池田　　駿 2 日本文理 若林　尚希
3 新潟明訓 竹石　智弥 3 新潟明訓 伊藤　　豪 3 新潟明訓 田村　昌大 3 日本文理 中村　大地
4 新潟明訓 石山　　健 4 白根 佐々木大貴 4 新潟明訓 神田　健太 4 日本文理 吉田　雅俊
5 新潟明訓 金子　翔馬 5 日本文理 村上　将紫 5 新潟明訓 柄沢　　槙 5 日本文理 武石　光司
6 日本文理 柄沢　友哉 6 日本文理 高橋　　洸 6 新潟明訓 間藤　　諒 6 日本文理 高橋　義人
7 日本文理 田村　勇磨 7 日本文理 秋山　将輝 7 日本文理 高橋隼之介 7 日本文理 切手　孝太
8 日本文理 波多野陽介 8 日本文理 湯本　翔太 8 日本文理 笹川　貴嗣 8 新潟 齋藤　了一
9 巻 本間　祥太 9 佐渡 鎌田　侑樹 9 分水 長澤　拓未 9 新潟商 栗林　汰地
10 村上 菅原　諒祐 10 佐渡 渡部　哲士 10 新発田農業 相馬　健人 10 東京学館新潟 藤岡　貴久
11 中越 神田　裕作 11 佐渡 石見　聖人 11 村上桜ヶ丘 村山　康平 11 村上桜ヶ丘 長谷川　翼
12 新潟県央工 小林　啓太 12 村上桜ヶ丘 飯沼　智也 12 中越 小坂井　駿 12 五泉 塚野　　廉
13 十日町 遠田　裕嗣 13 五泉 佐藤　　兼 13 三条東 野瀨　康明 13 中越 大港　　卓
14 糸魚川 猪又　陽平 14 長岡大手 和田　靖志 14 六日町 南雲　亮太 14 中越 渡邉　雄大

15 中越 小林　洸大 15 十日町 根津　恒陽 15 新潟県央工 古村　祐也
16 新潟県央工 春木　郁哉 16 柏崎 小潟　佳輝
17 関根学園 磯谷　雄介 17 高田農 小川　卓哉

平成20年度 平成19年度 平成18年度 平成17年度
学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名

1 新潟商 齋藤　彰太 1 新潟明訓 永井　　剛 1 新潟明訓 州崎　　卓 1 新潟明訓 五十嵐大典
2 新潟明訓 堀川　　渉 2 新潟明訓 川上　大輔 2 新潟明訓 窪田　　晃 2 新潟明訓 小飯塚良太
3 新潟明訓 笹川　彰吾 3 新潟明訓 斎藤　智芳 3 北越 河井健太郎 3 新潟明訓 中山　　徹
4 佐渡 斎藤　優輝 4 新潟明訓 長橋　和輝 4 東京学館新潟 河田　健児 4 日本文理 今井　佑紀
5 佐渡 中河　達哉 5 北越 斎藤　尊仁 5 日本文理 横山龍之介 5 日本文理 柳　　裕太
6 阿賀野 伊藤　勇也 6 北越 大塚　裕太 6 日本文理 長谷川　徹 6 新潟商 星野　竜司
7 村上桜ヶ丘 菅原　　巧 7 日本文理 栗山　　賢 7 日本文理 石田　龍太 7 東京学館新潟 中村　達也
8 中越 阿部　拳斗 8 日本文理 頓所　裕一 8 日本文理 金丸　　奨 8 新発田南 家坂　泰彰
9 帝京長岡 佐藤　尚樹 9 五泉 長谷川清隆 9 新発田南 小林　大希 9 村上桜ヶ丘 阿彦　和徳
10 新潟県央工 池田　周平 10 村上桜ヶ丘 鳥居　民樹 10 新津南 大熊　　佑 10 中越 今井　啓介
11 新潟県央工 石田　貴行 11 長岡大手 佐田　昌之 11 村松 弦巻　勇太 11 中越 星　　宗兵
12 新潟県央工 中野　良彬 12 長岡工 細貝　直也 12 柏崎常盤 小山　智也 12 新潟県央工 赤塚　直人
13 小出 牛木　健輔 13 中越 門藤　亮輔

14 中越 小川　健太
15 小出 高橋　順也
16 柏崎 大倉　優樹
17 高田農 横尾　俊介

新潟県高等学校野球連盟優秀選手表彰受賞者一覧(平成４年～）



平成16年度 平成15年度 平成14年度 平成13年度
学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名

1 日本文理 海津　勇太 1 新潟商 志田　和之 1 新潟南 三上　和剛 1 新潟明訓 小柳　陽平
2 日本文理 桑原　功佑 2 新潟明訓 伊丹　浩之 2 新潟商 五十嵐一人 2 新潟明訓 高橋　佑輔
3 日本文理 鈴木　　真 3 東京学館新潟 齋藤　隼平 3 新潟明訓 阿部正太郎 3 日本文理 山田　悠斗
4 巻 篠田　恭兵 4 日本文理 山田　将斗 4 新潟明訓 小山　理徳 4 日本文理 高島　健司
5 巻 吉田　知樹 5 日本文理 伊藤　敏文 5 新潟明訓 原田　陽介 5 日本文理 吉田　　治
6 新潟明訓 桑原　　淳 6 新津 太田　　薫 6 日本文理 阿部　祐太 6 巻 丹保　信人
7 新潟明訓 長橋　拓也 7 新津工 山田　　優 7 日本文理 大杉　　徹 7 新発田中央 本間　健児
8 新潟江南 川口　敬介 8 長岡向陵 森　幸太郎 8 日本文理 皆口　　学 8 五泉 弦巻　友太
9 北越 中田　洋介 9 中越 畔上　貴之 9 新発田南 植栗　剛志 9 五泉 吉田　直人
10 新潟工 斎藤　秀人 10 中越 大桃　雄太 10 新発田南 松田　亮輔 10 村上 佐藤　　梢
11 長岡 小松　伸彦 11 中越 根津　　一 11 加茂暁星 阿部　康生 11 十日町 尾身　亮介
12 長岡商 南　祐太朗 12 六日町 中村　雅哉 12 中越 中村　　徹 12 十日町 吉楽　季生
13 十日町 樋口　達也 13 柏崎 須田裕太郎 13 十日町 斉木　裕二 13 十日町 長津　健二
14 柏崎 白川　裕太 14 柏崎 中村　勇太 14 十日町 高橋　利彦 14 柏崎 内田　大介

15 柏崎 月橋　　司 15 高田工 横田　　剛
16 柏崎工 飯田　　亮 16 関根学園 渡辺　邦義
17 柏崎工 川口　泰史 17 関根学園 青田　　力

平成12年度 平成11年度 平成10年度 平成９年度
学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名

1 新潟江南 佐藤　翔太 1 新潟明訓 今井　也敏 1 新潟江南 中山　　大 1 日本文理 斉藤　敏弘
2 新潟工 長島　　光 2 新潟明訓 阪長　友仁 2 新潟工 金子賢一郎 2 日本文理 森山　智里
3 新潟明訓 吉田　　潤 3 新潟明訓 中山　真仁 3 新潟明訓 板垣　健治 3 新潟明訓 笹川　信吾
4 新潟明訓 池田　高士 4 新潟工 蒲沢　　泰 4 日本文理 鈴木　　崇 4 新潟工 本間　浩司
5 新潟明訓 鈴木　淳史 5 新潟工 長谷川　悠 5 日本文理 渡辺　　淳 5 新潟第一 足立　裕之
6 東京学館新潟 小林　孝文 6 新潟工 佐藤　大輔 6 新発田農 加藤　　健 6 加茂暁星 石黒　克男
7 東京学館新潟 菊池　淳嗣 7 日本文理 佐藤　隼也 7 新発田農 富樫　和大 7 加茂暁星 布施　雄貴
8 日本文理 酒井　将允 8 日本文理 樺沢　貴之 8 新発田農 高橋　一成 8 村上 野沢　大輔
9 巻 小山　聖人 9 新発田中央 山尾　　勝 9 新発田農 岩淵　　純 9 中越 近藤　賀昭
10 新発田農 五十嵐卓也 10 新発田中央 高橋　大輔 10 新発田農 武藤　直哉 10 中越 渋川　陽一
11 新発田農 五十嵐慎之亮 11 新発田南 北上　　剛 11 新発田中央 豊島　　勉 11 中越 小柳　智也
12 新発田農 小田　裕樹 12 新発田南 石井　　茂 12 新発田中央 鈴木　敏也 12 十日町 滝沢　哲信
13 新発田農 阿部　泰祐 13 新津工 諸橋幸太郎 13 中越 柳沢　純也 13 帝京長岡 羽入　範洋
14 新発田中央 田坂　　俊 14 長岡 木曽　耕一 14 中越 永橋　尚周 14 高田工 佐藤　暁紀
15 五泉 月岡　真人 15 中越 池田　誠司 15 柏崎工 広川　敏律 15 関根学園 羽深　敏史
16 五泉 石黒　智也 16 三条 渡辺　大介 16 高田工 渡辺　和人
17 長岡向陵 清水　貴夫 17 十日町 樋熊　善人 17 関根学園 丸山　邦夫
18 中越 原沢　洋介 18 帝京長岡 佐藤　裕児 18 糸魚川白嶺 八木　宏隆
19 六日町 今成雄一郎 19 柏崎常盤 藤田　正行
20 柏崎常盤 山崎　健太 20 糸魚川 八木　貴彦
21 関根学園 見波　卓也

平成８年度 平成７年度 平成６年度 平成５年度
学校名 氏名 学校名 氏名 1 新潟工 川上　　仁 1 新潟明訓 渡部　一隆

1 新潟明訓 渡辺　法大 1 新潟工 飯塚　裕樹 2 東京学館新潟 平　　圭介 2 十日町 丸山　英紀
2 新潟明訓 大野　　大 2 新潟明訓 野村健太郎 3 新発田農 船山　大伸 3 十日町 金子健太郎
3 新潟明訓 那須野将幸 3 日本文理 本間　　忠 4 新発田商 八幡　勝幸 4 燕 長沼　伸一
4 新潟江南 田中　敏尚 4 新発田 井上　　哲 5 五泉 水沢　和史 5 帝京長岡 河口　陽一
5 新潟江南 吉田　　晋 5 新発田農 佐藤　光平 6 五泉 萬歳大五郎 6 新潟明訓 西野　雄二
6 日本文理 池田　　悠 6 新発田中央 武藤　智宏 7 長岡 本多　和樹 7 十日町 古城　友弘
7 新発田農 赤澤　　聡 7 加茂 山田　大輔 8 中越 穐谷　正人 8 新潟明訓 三島　大輔
8 新発田農 田中　龍幸 8 長岡 丸山　拓也 9 中越 寺口　友和 9 日本文理 相馬　　司
9 新発田中央 岩村　武志 9 長岡向陵 山岸　正宏 10 中越 佐藤　達也 10 日本文理 柳原　　亘
10 新津工 斎藤　　伸 10 中越 安達昇栄千 11 中越 桑原　竜太 11 高田工 近藤　庄太
11 中越 儀同　謙一 11 六日町 上村　友博 12 中越 板倉　智樹 12 新発田中央 山尾貴浩
12 中越 新田　智和 12 六日町 田村　　淳 13 六日町 古藤　寛郎 13 新津工 川瀬享央
13 中越 五十嵐　聡 13 高田工 大川　広樹 14 柏崎常盤 渡辺　正行 14 小千谷 小島　崇
14 長岡大手 清水　雅也 14 高田工 長野　友彰 15 新潟産大附属 春日　　豊 15 糸魚川商工 長崎浩一
15 六日町 貝瀬　敬司 15 高田工 柴田　里巳 16 高田工 本間　　徹 16 新発田中央 坂上宏樹
16 六日町 大津　武志 16 糸魚川商工 長崎　　明 17 糸魚川商工 利根川　学 17 燕 須佐基継
17 柏崎常盤 樋口　正樹 18 六日町 高橋　徹
18 関根学園 渡辺　光一
19 糸魚川 井上　雅宗

平成４年度
1 新潟南 池田正之
2 中越 坂井一之
3 新潟南 渋倉慶二
4 新潟工 雪松健一
5 長岡大手 片岡大輔
6 五泉 山賀延浩
7 長岡向陵 竹内正人
8 新潟商業 星野順治
9 直江津 小日向正之
10 新潟明訓 後藤英徳
11 長岡向陵 西山　剛
12 三条 東樹隆仁
13 直江津 平石　誠
14 北越 藤崎俊晃
15 日本文理 小田島　敦
16 新発田農 吉川裕二


