
＜男子＞

○テニス部

・春季地区大会 ダブルス ベスト８ 荒岡　利彦 ・ 恩田　絢介

小野塚 宏也 堀澤　尚史

シングルス ベスト８ 荒岡　利彦

ベスト16 白井淳平

・全日本ジュニアテニス選手権Ｕ－１８ 新潟地区大会

シングルス 第４位 荒岡　利彦

ダブルス 優　勝 荒岡　利彦 ・ 関根 （他校生徒）

○バドミントン部

・春季地区大会 ダブルス ベスト８ 今井　翔太 ・ 川村  駆

シングルス ベスト８ 今井　翔太

川村　 駆

○水泳部

・上中越地区高等学校春季水泳競技大会

50m自由形 優　勝 熊谷　和哉

第５位 川上　大輝

100m自由形 第５位 川上　大輝

第７位 中村　雅也

200m自由形 第２位 吉津　智司

第４位 中村　雅也

第８位 金子　祐哉

400m自由形 優　勝 星野　源大

第５位 酒井 弘太郎

1500m自由形 優　勝 星野　源大 （大会新）

第２位 田中　岳

第４位 酒井弘太郎

第５位 辰口　航平

100m平泳ぎ 第３位 若杉　英成

第５位 吉澤　陽太

平成２６年度　主な部活動成績（春季地区大会等）

（陸上競技部、水泳部以外はベスト16以上を掲載しています。）
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第６位 山田　潤哉

200m平泳ぎ 第３位 若杉　英成

第５位 吉澤　陽太

第６位 山田　潤哉

100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優　勝 金田　穂高

第３位 永井　瑞樹

200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優　勝 熊谷　和哉 （大会新）

第２位 永井　瑞樹

第３位 吉津　智司

400mﾘﾚｰ 優　勝 熊谷和哉・吉津智司・川上大輝・金子祐哉　（大会新）

800ｍﾘﾚｰ 第２位 熊谷和哉・星野源大・中村雅也・吉津智司 （大会新）

400mメドレーリレ 優　勝 田中岳・吉澤太陽・熊谷和哉・川上大輝

男子総合 優　勝

○陸上競技部

・春季地区大会 100m 第８位 神田　風路

200m 第２位 吉田　　涼

400m 第３位 吉田　　涼

3000mSC 第６位 島岡　　駿

5000mW 優　勝 恩田　祐希

第５位 山添　颯一

4×100mR 第３位 星野航汰・吉田涼・久保田敦也・神田風路

4×400mR 第７位 吉田涼・村山寿・澁谷航平・神田風路

走幅跳 第２位 星野　航汰

三段跳 第４位 星野　航汰

＜女子＞

○バスケットボール部

・春季地区大会 第２位

○テニス部 シングルス ベスト４ 貝瀬　夢乃

・春季地区大会 上條　萌香

ベスト８ 玉田　樹

小林 玲実那

ダブルス ベスト４ 上條　萌香 ・ 貝瀬　夢乃

ベスト８ 石川　あかり ・ 渡邉　七星

2 / 4 ページ



○ソフトテニス

・春季地区大会 団体 第３位

個人戦 ベスト８ 高橋　優香 ・ 小林　萌香

○体操部

・春季地区大会 個人総合 優　勝 大矢　奈菜

○ソフトボール部

・春季上中越地区大会 第２位

○バドミントン部

・春季地区大会 ダブルス 優　勝 中村　静楓 ・ 山田　 葵 （県大会出場）

第３位 福原　綾香 ・ 德永　穂波 （県大会出場）

ベスト８ 相澤　優衣 ・ 山崎　文佳

ベスト16 中村　静香 ・ 渡邊　 優

シングルス 第２位 山田　 葵 （県大会出場）

ベスト８ 中村　静楓

福原　綾香

ベスト16 德永　穂波

○水泳部

・春季地区大会　 50ｍ自由形 優　勝 難波　若那 （大会新）

100m自由形 優　勝 難波　若那

200m自由形 優　勝 中野　未夢 （大会新）

第３位 横山　美和

400m自由形 優　勝 井木 優希保

第３位 横山　美和

第４位 遠藤　夏芽

800m自由形 第２位 井木 優希保

第４位 遠藤　夏芽

100m平泳ぎ 第２位 石倉　茉依

第３位 中嶋　沙織

200m平泳ぎ 第２位 中嶋　沙織

第３位 石倉　茉依

200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 優　勝 中野　未夢 （大会新）

400ｍﾘﾚｰ 優　勝 （難波若那・中野未夢・井木優希保・横山美和）

400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 優　勝 （横山美和・石倉茉依・中野未夢・難波若那）

優　勝女子総合
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○陸上競技部

・春季地区大会 100m 優　勝 島田　　萌

200m 優　勝 島田　　萌

400m 第３位 高野　　怜

第４位 南波　美葉

800m 第２位 高野　　怜

第５位 佐藤　みづき

3000m 第４位 原山　成海

100mH 優　勝 淺野　ひな子

第４位 高井　彩香

400mH 第２位 菅井　寿々穂

第３位 淺野　ひな子

第６位 高井　彩香

4×100mR 優　勝 川上千尋・平尾ほのか・広川知佳・島田萌

4×400mR 優　勝 南波美葉・菅井寿々穂・淺野ひな子・川上千尋

走幅跳 優　勝 広川　知佳

学校対抗　総合優勝
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