
平成２８年度 主な部活動成績（２学期） 

 

水泳部 
全国高等学校総合体育大会水泳競技大会       平成 28 年 8 月 17 日(水）～20 日(土)   
  
         広島市：広島ビッグウェーブ    
         ○大会新 ◎県高新 ☆県新    

【競泳】             
 [男子]           [女子]      
 100m 自由形             200m  自由形    
 石崎 慶祐  51.31 予選 4 位   渡辺奈々美  2:07.73 予選 37 位  
   51.66 決勝 6 位       福永 みち  2:08.55 予選 43 位  
 200m  自由形         400ｍ  自由形    
 石崎 慶祐 1:53.20 予選 11 位          加藤はなの  4:22.75 予選 13 位  
   1:54.81 B 決勝 7 位       800ｍ  自由形    
 400m  自由形         加藤はなの  8:54.56 予選 8 位  
 星野 源大  4:03.72 予選 31 位        8:57.64 決勝 7 位  
 1500m  自由形         100m  背泳ぎ    
 星野 源大  16:16.14 予選 36 位   田中 杏実  1:05.88 予選 37 位  
 200m  平泳ぎ             200m  背泳ぎ    
 若林龍之介  2:19.55 予選 36 位    田中 杏実  2:20.68 予選 32 位  
 100m  ﾊﾞﾀﾌﾗｲ             100m  平泳ぎ    
 金田 穂高  56.32 予選 37 位    磯部 沙綾  1:12.17 予選 26 位  
 200m  ﾊﾞﾀﾌﾗｲ              野上 萌衣  1:14.12 予選 45 位  
 金田 穂高  2:05.07 予選 37 位    200m  平泳ぎ    
 200m  個人ﾒﾄﾞﾚｰ      野上 萌衣  2:39.38 予選 45 位  
 佐藤 光輔  2:11.45 予選 72 位    100m  ﾊﾞﾀﾌﾗｲ    
 400m  個人ﾒﾄﾞﾚｰ      原澤 珠緖  1:01.20 予選 8 位  
 佐藤 光輔  4:40.06 予選 50 位            1:01.47 決勝 8 位  
 400m  リレー              200m  ﾊﾞﾀﾌﾗｲ    
 長岡大手  3:33.74 24 位     原澤 珠緖  2:13.79 予選 7 位  
 （金田・石崎・星野・西海知）        2:13.50 決勝 5 位  
 800m  リレー              400ｍ  リレー    
 長岡大手  7:44.68 23 位     長岡大手  3:58.01 予選 20 位  
 （石崎・金田・星野・西海知）      （泉井・福永・加藤・渡辺）      
 400m  ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ          800ｍ  リレー    
 長岡大手  3:57.21 46 位     長岡大手  8:33.44 予選 19 位  
 （種村・安藤・金田・西海知）      （加藤・渡辺・福永・工藤）      
                 400ｍ  ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ    
                 長岡大手  4:15.74 予選 11 位  
                （田中・磯部・原澤・泉井）      
             
 第 71 回 国民体育大会 希望郷いわて国体      平成 28 年 9 月 9 日(金）～11 日(日)   
   
 【競泳】      岩手県盛岡市：盛岡市立総合プール      
 [男子]              [女子]      
 少年男子 B 50m 自由形      少年女子 B 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ      
 石崎 慶祐  24.11 予選 6 位   原澤 珠緖  1:01.71 予選 8 位  
   23.61 決勝 1 位                     1:01.75 決勝 7 位  
 少年男子 B 100m 自由形           少年女子 B 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ      
 石崎 慶祐  52.23 予選 2 位   原澤 珠緖  2:20.60 予選 11 位  
   51.21 決勝 1 位           少年女子 B 100m 平泳ぎ      
 少年男子 B 400m ﾘﾚｰ      野上 萌衣  1:16.64 予選 22 位  
 新潟県  3:31.26 決勝 4 位          少年女子 B 100m 背泳ぎ      
   (第 4 泳者 石崎慶祐  50.92）                 田中 杏実  1:05.28 予選 14 位  
  
 
 
 



少年男子 B 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ    少年女子 B 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ      
 新潟県  3:57.01 予選 12 位          新潟県  4:22.54 予選 12 位  
 (第 4 泳者 石崎慶祐   51.40)   (第 1 泳者 田中杏実   1:06.01）   
 少年男子 A 200m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ      (第 2 泳者 野上萌衣   1:15.44）   
 星野 源大  2:04.09 予選 14 位          (第 3 泳者 原澤珠緖   1:01.32）   
 少年男子 A 400m 自由形     少年女子共通 400m 自由形      
 星野 源大  4:05.15 予選 18 位  加藤はなの  4:22.77 予選 10 位  
               少年女子 A 200m 平泳ぎ      
               磯部 沙綾  2:35.50 予選 13 位  
               少年女子 A 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ      
               新潟県  4:15.26 決勝 7 位  
                     （第 2 泳者 磯部沙綾   1:10.45）   
               少年女子 A 400m ﾘﾚｰ      
               新潟県  3:51.79 決勝 7 位  
               （第 4 泳者 泉井琴美   58.25）   
              
             
 第 58 回日本選手権（25m）水泳競技大会      平成 28 年 10 月 25 日(火)～26 日（水）   
   
 FINA スイミングワールドカップ 2016 東京大会      東京辰巳国際水泳場    
  
 【競泳】            
 女子 50m 平泳ぎ            
 磯部 沙綾  31.81 予選 10 位        
   31.69 決勝 8 位        
 上記は短水路日本選手権の順位            
 ワールドカップとしては予選 18 位            
             

陸上競技 

 

全国高等学校総合体育大会        女子 5000m 競歩     星野 七海     出場 

 

国民体育大会                             少年女子共通三段跳  茂田井 みさと  １０位 

 

全国高等学校陸上競技選抜大会                                 茂田井 みさと  １０位 

 

日本ユース陸上競技選手権大会                                  茂田井 みさと     ２位  

   

秋季地区大会  

男子 400m ２位 松永 健司     

   800m ５位 川上 裕樹     

    ７位 椎谷 祐斗     

   1500m ５位 滝澤 蒼太     

   5000m ４位 滝澤 蒼太     

   400mＨ ２位 吉原 太智     

   3000mSC ３位 黒岩 礼     

   4×400mR ５位 吉原太智・川上裕樹・加納大己・松永健司     

   走幅跳 ２位 吉原 太智     

    ８位 下村 春     

   三段跳 ６位 下村 春     

   砲丸投 ８位 五十嵐 諄     

       学校対抗 総合６位   

          

  女子 100m １位 茂田井 みさと     

    ２位 丸山 朔来     

    ３位 高野 友菜     

   200m ２位 高野 友菜     

    ５位 星野 百香     

   400m １位 清水 咲紀     

    ４位 長崎 海琉     

    



800m １位 清水 咲紀     

    ２位 水澤 唯菜     

   3000m ８位 中山 愛優菜     

   100mH ５位 西澤 陽奈子     

   400mH ２位 西澤 陽奈子     

    ６位 長崎 海琉     

   5000mW １位 星野 七海     

   4×100mR １位 丸山朔来・茂田井みさと・高野友菜・清水咲紀     

   4×400mR １位 丸山朔来・清水咲紀・高野友菜・長崎海流     

   走幅跳 １位 茂田井 みさと     

    ３位 星野 百香     

   七種競技 ２位 寺澤 瑞穂     

       学校対抗 総合１位   

          

県選抜大会 男子 1500m ４位 滝澤 蒼太     

   5000m ５位 滝澤 蒼太     

   3000mSC ５位 黒岩 礼     

   三段跳 ６位 下村 春     

          

  女子 100m ５位 丸山 朔来     

   400m ２位 清水 咲紀     

   800m ２位 水澤 唯菜     

    ４位 清水 咲紀     

   1500ｍ ４位 水澤 唯菜     

   400mH ７位 西澤 陽奈子     

   5000mW １位 星野 七海     

   4×100mR３位 丸山朔来・茂田井みさと・高野友菜・清水咲紀     

   4×400mR３位 丸山朔来・清水咲紀・長崎海流・高野友菜     

   走幅跳 １位 茂田井 みさと     

    ５位 星野 百香     

   七種競技５位 寺澤 瑞穂     

       学校対抗 総合３位   

          

北信越新人大会 男子 1500m 7 位 滝澤 蒼太     

   5000m 5 位 滝澤 蒼太     

          

  女子 400m 1 位 清水 咲紀     

   800m ２位 水澤 唯菜     

   1500ｍ ３位 水澤 唯菜     

   5000mW １位 星野 七海     

   4×100mR ７位 丸山朔来・清水咲紀・高野友菜・長崎海琉     

   4×400mR ６位 丸山朔来・清水咲紀・長崎海流・高野友菜     

   走幅跳 ８位 星野 百香     

   三段跳 ３位 星野 百香     

          

県総体駅伝競走大会 男子 ９位 （滝澤蒼太・椎谷祐斗・広井海人・黒岩礼・名地大己・高頭輝・金山幸喜）      

       女子 ６位  (原山成海・水澤唯菜・中山愛優菜・星野七海・藤田真由）      

          

 

体操部 

国民体育大会 

 

  少年女子団体総合  山田 深月     ７位 総合得点 208.350 点   

  少年女子団体総合  大矢 奈菜     ７位 総合得点 208.350 点   

       

 種目別    跳馬         53.350 点  

             段違い平行棒 51.000 点  

             平均台     52.150 点  

             床運動     51.850 点  

      

 



登山部     

全国高等学校総合体育大会      

      

     団体女子 ３８位   

 

剣道部 

 

秋季地区大会         

女子団体 ３位         

女子個人 五十嵐 華那 ２位  今井 菜月 ３位  今井 彩楓 ベスト８         

         

女子テニス部 

平成 28 年度秋季地区大会       

ダブルス   １位 熊倉ありさ・堀澤亜矢     

シングルス    ベスト４ 熊倉ありさ     

            ベスト８ 堀澤亜矢     

       

平成 28 年度県高校テニス選手権大会       

ダブルス    ベスト１６ 熊倉ありさ・堀澤亜矢     

シングルス        ベスト１６ 熊倉ありさ     

            ベスト１６ 堀澤亜矢  

平成 28 年度全国選抜テニス大会上中越大会 ２位      

平成 28 年度全国選抜テニス大会県大会   ２位  

 

 

男子テニス部 

平成 28 年度秋季地区大会 ダブルス    ベスト８ 反町源生・永澤孝衛       

       

平成 28 年度全国選抜テニス大会上中越大会 ベスト４       

       

平成 28 年度全国選抜テニス大会県大会    ベスト８       

    

 

女子バスケットボール部 

        

北陸選手権大会        

 ２回戦   長岡大手 86 －  50 村上  

 ３回戦   長岡大手 56 －  49 小千谷西  

 準々決勝 長岡大手 64 － 104 新潟中央  

        

新潟県選手権大会        

 １回戦         長岡大手 75 －  60 BONDS  

 準々決勝 長岡大手 66 －  77 新潟医療福祉大学  

  

野球部 

第 134 回北信越地区高校野球新潟県大会        3 位       

 

第 98 回全国野球選手権甲子園大会新潟予選 ベスト８       

 

第 135 回北信越高校野球新潟県大会         ベスト８       

        

 

 

 

 



放送部       

         

第 63回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト    ラジオドキュメント部門 出場   

 

演劇部 

新潟県高等学校上中越地区（Ａ）   演劇発表会    最優秀賞 

   県高総文祭                           優良賞 

 

書道部 

    与板町十五夜祭灯籠揮毫    (3 年生)         

    

長岡高校生ラーメン選手権 オープニングパフォーマンス参加     （3年生）         

              

  サンデー毎日学生書道コンクール         

  特 選           樺澤 叶眞       

   平成 28 年度新潟県競書大会         

  特 選            椿 きらら       

   第 58 回大東文化大学全国書道展         

  特 選           関  愛果       

  同             樺澤 叶眞       

   第 14 回和洋女子大学競書大会         

  特 選           佐藤 百音       

  同             石川 万葉       

  「税を考える週間」PR パフォーマンス         

        

         

英語部 

 

長岡ユースフォーラム第２１回高校生英語スピーチコンテスト       

       

長岡市長賞       相田 綾佳    

       

英会話ピープ賞             杉本 大樹    

         


