
部活動・大会名 種目名 順位等
野球部

ベスト16

サッカー部
秋季地区大会 5位
高校選手権 ベスト32

ソフトテニス部
秋季中越地区大会 個人シングルス 2位 西澤　佳純
県新人選抜大会 個人シングルス ベスト８ 西澤　佳純

ソフトボール部
秋季上・中越地区大会 3位

卓球部
秋季中越地区大会 女子学校対抗戦 6位

男子シングルス 県選抜大会出場 八鳥　稜平
女子シングルス 県選抜大会出場 佐藤　杏日花　小野塚　幸恵　岸本　来愛　阿部　郁美

バドミントン部
秋季中越地区大会 男子学校対抗戦 準優勝

女子学校対抗戦 3位
男子ダブルス 準優勝 佐野　壮太　今村　俊太
女子ダブルス 準優勝 相澤　碧衣　白井　萌々
男子シングルス 準優勝 佐野　壮太

ベスト８ 石原　瑛也
女子シングルス 3位 相澤　碧衣

県1･2年生大会 男子ダブルス ベスト８ 佐野　壮太　今村　俊太
女子ダブルス ベスト８ 相澤　碧衣　白井　萌々
男子シングルス ベスト16 佐野　壮太
女子シングルス ベスト８ 白井　萌々

ベスト16 相澤　碧衣

剣道部
秋季中越地区大会 男子団体 3位

女子団体 2位

女子バレーボール部
第72回全日本高等学校選手権県予選会 ベスト12
秋季中越地区大会 3位

女子バスケットボール部
第72回全国高等学校選手権県予選

秋季中越地区大会 1位

女子ハンドボール部
秋季県大会 2位 ※北信越総体出場

男子ハンドボール部
秋季県大会 4位
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代表決定戦3位



女子テニス部
秋季中越地区大会 シングルス ベスト８ 池田　知央

ダブルス 準優勝 池田　知央　石原　眞弥
県高校選手権 シングルス ベスト16 池田　知央

ダブルス ベスト８ 池田　知央　石原　眞弥
県高校中越地区新進大会 シングルス 3位 池田　知央

ダブルス 3位 池田　知央　石原　眞弥
全国選抜一次予選上中越地区大会 団体戦 準優勝

男子テニス部
秋季中越地区大会 シングルス ベスト16 大橋　和史

ベスト16 高橋　怜希
ダブルス ベスト８ 高橋　怜希　長部　正英

全国選抜一次予選上中越地区大会 団体戦 3位 木山　大橋　高橋(怜)　長部　井上　高橋(祐)　吉田

水泳部
インターハイ 男子4×100mﾌﾘｰﾘﾚｰ 56位 小柳　透弥  遠藤　健太　吉田　蒼波　平石　祥汰

男子4×200mﾌﾘｰﾘﾚｰ 57位 小柳　透弥  遠藤　健太　吉田　蒼波　平石　祥汰

女子4×100mﾌﾘｰﾘﾚｰ 29位 土橋　輝　永井　千晶  親松　万尋  金子　弥央

女子4×200mﾌﾘｰﾘﾚｰ 21位 永井　千晶　親松　万尋　山﨑　ひなた　土橋　輝

ＪＯＣ夏季ジュニアオリンピックカップ 女子4×100mﾌﾘｰﾘﾚｰ 22位 金子　弥央　土橋　輝　永井　千晶  親松　万尋

国民体育大会 少年女子Ｂ50m自由形 26位 山﨑　ひなた
少年女子B100m背泳ぎ 22位 山﨑　ひなた
少年女子B4×100mﾌﾘｰﾘﾚｰ 14位 第１泳者　永井　千晶
少年女子A4×100mﾌﾘｰﾘﾚｰ 14位 第１泳者　土橋　輝

陸上競技部
秋季地区大会 男子400m 優勝 中山　一心

男子4×400mR 優勝(大会新) 小林　颯太　中山　一心　樋口　智輝　渡邊　月偉

男子100m 2位 小林　颯太
男子4×100mR 2位 山崎　亮太　小林　颯太　樋口　智輝　杉山　涼太

男子200m 3位 中山　一心
女子400m 優勝 岸　玲伽
女子4×400mR 優勝 伊部　優妃　保坂　萌　佐藤　里咲　岸　玲伽

女子200m 2位 岸　玲伽
女子800m 2位 保坂　萌
女子走幅跳 2位 志田　美颯
女子七種競技 2位 武田　実咲
女子走高跳 3位 関崎　未唯

県高校選抜大会 男子400m 優勝 中山　一心
男子4×100mR 5位 山崎　亮太　小林　颯太　樋口　智輝　渡邊　月偉

男子400mH 8位 小林　颯太
男子やり投 8位 佐藤　颯真
女子400m 優勝 岸　玲伽

7位 保坂　萌
女子4×400mR 4位 伊部　優妃　保坂　萌　佐藤　里咲　岸　玲伽

女子走幅跳 4位 志田　美颯
女子800m 5位 保坂　萌
女子七種競技 5位 武田　実咲

7位 関崎　未唯
女子4×100mR 6位 佐藤　里咲　岸　玲伽　伊部　優妃　武田　実咲

女子走高跳 6位 関崎　未唯
女子200m 7位 岸　玲伽

北信越高校新人大会 男子4×100mR 5位 山崎　亮太　小林　颯太　樋口　智輝　横山　太一

女子七種競技 4位 武田　実咲
女子走幅跳 14位 志田　美颯
女子400m 予選敗退 保坂　萌
女子800m 予選敗退 保坂　萌
女子4×400mR 予選敗退 保坂　萌　佐藤　里咲　関崎　未唯　伊部　優妃

日本陸上競技選手権リレー競技大会 U18男女混合4×400ｍR 予選敗退 県代表　岸　玲伽　中山　一心　



音楽部
第43回全国高等学校総合文化祭　さが総文 吹奏楽部門 県代表出場 文化連盟賞
第43回全国高等学校総合文化祭　さが総文 合唱部門 県代表出場 文化連盟賞
第80回新潟県吹奏楽コンクール 金賞
第86回NHK全国学校音楽コンクール (合唱) 銀賞(2位相当)

第43回新潟県アンサンブルコンテスト 金管八重奏 金賞
第43回新潟県アンサンブルコンテスト 木管八重奏 金賞

書道部
第39回熊野町ふれあい書道展 筆都大賞 鷲尾　郁美

特選 田畑　美風優
長谷川　奈央
廣井　友香
近藤　瀬奈
風間　悠菜
髙野　紗也華
水戸部　萌々
山本　梓紗
髙見　明希

第18回岐阜女子大学全国書道展 奨励賞 鷲尾　郁美
諸橋　美涼
平原　なつの

第28回国際高校生選抜書展 入選 石岡　小雪
長谷川　奈央

第69回新潟県競書大会 諸橋　美涼
特選 廣井　友香
準特選 近藤　瀬奈

髙野　紗也華
山本　梓紗

演劇部
上中越地区Ａ発表会 最優秀賞
県総合文化祭発表会 優良賞

審査員特別賞

家庭クラブ
最優秀賞(第1位) 高野　紫帆　田中　千優

(新潟県アンサンブルコンテストは2チーム91団体中、ベスト12に入り、代表選考会出場)

毎日新聞新潟支局長賞

第50回FHJ－日清製粉グループ全国高校生料理コンクール

第43回新潟県アンサンブルコンテスト代表選考会　金管八重奏 第25回西関東アンサンブルコンテスト出場


