
平成２８年度 主な部活動成績（県総体・北信越大会等）
（ベスト８以上を掲載しています。）

〈県総体〉

○水泳部

男子 総合 ２位

男子 100m 自由形 優勝 石崎 慶祐

６位 西海知 龍成

男子 200m 自由形 優勝 石崎 慶祐

８位 西海知 龍成

男子 400m 自由形 優勝 星野 源大

６位 生方 芳樹

男子 1500m 自由形 優勝 星野 源大

５位 生方 芳樹

男子 100m 背泳ぎ ３位 種村 凌

男子 200m 背泳ぎ ３位 種村 凌

男子 100m 平泳ぎ ７位 若林 龍之介

８位 遠間 悠貴

男子 200m 平泳ぎ ５位 若林 龍之介

８位 安藤 圭汰

男子 100m バタフライ 優勝 金田 穂高

男子 200m バタフライ ２位 金田 穂高

男子 200m 個人メドレー 優勝 佐藤 光輔

男子 400m 個人メドレー 優勝 佐藤 光輔

男子 400m フリーリレー ２位 金田穂高・西海知龍成・星野源大・石崎慶祐

男子 800m フリーリレー ２位 星野源大・金田穂高・西海知龍成・石崎慶祐

男子 400m メドレーリレー 優勝 種村凌・若林龍之介・金田穂高・石崎慶祐

女子 総合 優勝

女子 50m 自由形 ４位 泉井 琴美

７位 永井 琴音

女子 100m 自由形 ４位 泉井 琴美

５位 渡辺 奈々美

６位 福永 みち

女子 200m 自由形 優勝 渡辺 奈々美

２位 福永 みち

３位 工藤 ななみ



女子 400m 自由形 優勝 加藤 はなの

３位 工藤 ななみ

女子 800m 自由形 優勝 加藤 はなの

８位 横山 瑠里

女子 100m 背泳ぎ 優勝 田中 杏実

６位 遠藤 真思

女子 200m 背泳ぎ ２位 田中 杏実

５位 遠藤 真思

女子 100m 平泳ぎ 優勝 磯部 沙綾

２位 野上 萌衣

５位 石倉 茉依

女子 200m 平泳ぎ 優勝 磯部 沙綾

２位 野上 萌衣

８位 石倉 茉依

女子 100m バタフライ 優勝 原澤 珠緒

女子 200m バタフライ 優勝 原澤 珠緒

女子 400m 個人メドレー ７位 安齋 真由

女子 400m フリーリレー 優勝 泉井琴美・福永みち・加藤はなの・渡辺奈々美

女子 400m メドレーリレー 優勝 田中杏実・磯部沙綾・原澤珠緒・泉井琴美

○陸上競技部

男子 1500m ６位 滝澤 蒼太 （北信越出場）

5000mW ３位 加藤 択望 （北信越出場）

4×400mR ７位 吉原太智・淺野優雅・坂内正和・松永健司

走幅跳 ８位 吉原 太智

三段跳 ２位 星野 航汰 （北信越出場）

やり投 ８位 田中 駿哉

女子

400m ４位 清水 咲紀 （北信越出場）

1500m ４位 原山 成海 （北信越出場）

3000m ３位 原山 成海 （北信越出場）

5000mW ２位 星野 七海 （北信越出場）

4×100mR ８位 和田舞子・清水咲紀・高野友菜・茂田井みさと

4×400mR ３位 高野友菜・水澤唯菜・茂田井みさと・清水咲紀（北信越出場）

走幅跳 ２位 茂田井 みさと （北信越出場）

８位 星野 百香

砲丸投 ４位 坂詰 咲奈 （北信越出場）

学校対抗 総合５位

○ソフトボール部 ベスト８

○バドミントン部 女子学校対抗 ベスト８



○女子テニス部 団体３位

ダブルスベスト４ 樋口 玲実那・小池 舞奈

シングルスベスト８ 樋口 玲実那

○女子バスケットボール部 ３位

２回戦 長岡大手 86 － 28 村上中等

３回戦 長岡大手 115 － 38 柏崎翔洋中等

４回戦 長岡大手 83 － 47 高田北城

準々決勝 長岡大手 65 － 56 新潟中央

準決勝 長岡大手 53 － 112 開志国際

北信越決定戦 長岡大手 68 － 73 新潟産業大学附属

○女子バレーボール部 ３位

２回戦 長岡大手 2 25 － 11 0 新潟向陽

25 － 5

３回戦 長岡大手 2 25 － 15 0 新発田

25 － 22

４回戦 長岡大手 2 25 － 18 0 長岡

25 － 15

準々決勝 長岡大手 2 25 － 11 0 柏崎常盤

26 － 24

準決勝 長岡大手 0 14 － 25 2 長岡商業

20 － 25

○男子ハンドボール部 ３位

○女子ハンドボール部 ３位

○登山部 団体男子 優秀校 (３位）

団体女子 最優秀校 (１位）

○体操部 個人総合 ３位 大矢 奈菜

個人総合 ４位 山田 深月



〈北信越大会〉

○陸上部 女子

3000m ７位 原山 成海

5000mW ４位 星野 七海 （インターハイ出場）

4×400mR ７位 茂田井みさと・水澤唯菜・高野友菜・清水咲紀

○体操部

個人総合 ２位（52.00） 大矢 奈菜

平均台３位（13.40） 床１位（13.65）

個人総合 ４位（51.50） 山田 深月

平均台１位（13.60） 段違い平行棒３位（12.10）

○女子テニス部

団体戦１回戦 長岡大手 2 － 1 富山中部

団体戦２回戦 長岡大手 3 － 1 松商学園

○女子バレーボール

１回戦 長岡大手 2 21 － 25 1 富山商業（富山３位）

25 － 23

25 － 23

２回戦 長岡大手 0 15 － 25 2 都市大塩尻（長野１位）

19 － 25


