
運 動 部

春 季 地 区 大 会
男子テニス部 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ２位 関野 康太・高野 未輔

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ３位 永澤 孝衛・片桐 朋大

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ ３位 永澤 孝衛

女子テニス部 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ２位 杉林 莉奈・池田 茉央

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ３位 秋山 美月・佐藤 友貴乃

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ ３位 杉林 莉奈 ３位 池田 茉央

ソフトテニス部 団体戦 ３位

個人ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ２位 間瀬口 佳澄・林 瑞菜

ソフトボール部 ３位

女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 ３位

男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 ３位

女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 優勝

バドミントン部 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ３位 丸山 翔生・中村 瑠惟

剣道部 男子団体 ３位

女子団体 ３位

男子個人 ３位 木嶋 優志

県 総 体
女子テニス部 団体 ３位 杉林 莉奈・池田 茉央・秋山 美月・佐藤 友貴乃・田中 菜々子

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ8 杉林 莉奈

ソフトテニス部 団体戦 ﾍﾞｽﾄ16

個人戦ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ16 木村 円香・五十嵐 梨々香

 〃 間瀬口 佳澄・林 瑞菜

個人戦 北信越大会出場

体操部 個人種目別 ゆか １位 山田 深月 ３位 室橋 佳澄

個人種目別 平均台 ２位 山田 深月 ３位 室橋 佳澄
個人種目別 段違い平行棒 １位 室橋 佳澄 ２位 山田 深月

個人種目別 跳馬 ３位 山田 深月

個人総合 ２位 山田 深月 ３位 室橋 佳澄

陸上競技部 三段跳 ３位 下村 春

走幅跳 ７位 下村 春

三段跳 ３位 星野 百香

走幅跳 ４位 星野 百香

七種競技 ４位 寺澤 瑞穂

４×100mR 6位 和田 汐音・木戸 陽介・平澤 遼太・加納 大己

水泳部 男子50m自由形 ８位 赤塚 堅太

男子100m自由形 優勝 石崎 慶祐  ※大会新



6位 小柳 透弥

男子200m自由形 優勝 石崎 慶祐  ※大会新

3位 小柳 透弥 5位 吉田 蒼波

男子400m自由形 3位 篠田 拓海

男子1500m自由形 5位 篠田 拓海

男子100m背泳ぎ 7位 山﨑 颯太

男子200m背泳ぎ 7位 山﨑 颯太

男子100m平泳ぎ 4位 遠間 悠貴

男子200m平泳ぎ 3位 遠間 悠貴

男子100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 4位 遠藤 健太

男子200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 優勝 佐藤 光輔 7位 萱中 拓夢

男子400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 2位 佐藤 光輔 7位 萱中 拓夢

男子4×100mﾌﾘｰﾘﾚｰ 優勝 篠田 拓海・小柳 透弥・赤塚 堅太・石崎 慶祐

男子4×200mﾌﾘｰﾘﾚｰ 優勝 佐藤 光輔・篠田 拓海・小柳 透弥・石崎 慶祐
男子4×100mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 2位 石崎 慶祐・佐藤 光輔・遠藤 健太・小柳 透弥

男子総合 3位 ⾧岡大手高等学校

女子50m自由形 4位 土橋 輝

女子100m自由形 2位 福永 みち 4位 土橋 輝 5位 金子 弥央

女子200m自由形 2位 福永 みち 3位 金子 弥央 4位 親松 万尋

女子400m自由形 4位 親松 万尋

女子100m背泳ぎ 優勝 田中 杏実 4位 遠藤 真思 5位 鈴木 虹

女子200m背泳ぎ 優勝 田中 杏実 3位 遠藤 真思 5位 品田 琴子

女子100m平泳ぎ 5位 野上 萌衣

女子200m平泳ぎ 4位 野上 萌衣

女子100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝 原澤 珠緒 6位 藤巻 さら

女子200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝 原澤 珠緒 3位 藤巻 さら

女子200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 6位 安齋 真由

女子400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 6位 安齋 真由 7位 品田 琴子

女子4×100mﾌﾘｰﾘﾚｰ 優勝 土橋 輝・原澤 珠緒・金子 弥央・福永 みち

女子4×200mﾌﾘｰﾘﾚｰ 優勝 野上 萌衣・土橋 輝・原澤 珠緒・福永 みち
女子4×100mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 優勝 田中 杏実・野上 萌衣・原澤 珠緒・福永 みち

女子総合 優勝 ⾧岡大手高等学校

男子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部 ３位   北信越大会出場

女子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部 ３位   北信越大会出場

北 信 越 大 会
水泳部 男子100m自由形 優勝 石崎 慶祐  ※大会新

男子200m自由形 優勝 石崎 慶祐  ※大会新・県高校新・県新

男子400m自由形 3位 篠田 拓海

男子1500m自由形 7位 篠田 拓海

男子100m平泳ぎ 8位 遠間 悠貴



男子200m平泳ぎ 7位 遠間 悠貴

男子200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 2位 佐藤 光輔

男子400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 2位 佐藤 光輔

男子4×200mﾌﾘｰﾘﾚｰ 優勝 篠田 拓海・佐藤 光輔・小柳 透弥・石崎 慶祐

男子4×100mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 優勝 佐藤 光輔・遠間 悠貴・遠藤 健太・石崎 慶祐

男子総合 2位 ⾧岡大手高等学校

女子50m自由形 5位 土橋 輝

女子100m自由形 5位 土橋 輝 6位 福永 みち

女子200m自由形 3位 福永 みち 5位 金子 弥央 6位 親松 万尋

女子100m背泳ぎ 優勝 田中 杏実 7位 鈴木 虹

女子200m背泳ぎ 2位 田中 杏実 8位 遠藤 真思

女子100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 2位 原澤 珠緒

女子200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝 原澤 珠緒 5位 藤巻 さら

女子4×100mﾌﾘｰﾘﾚｰ 優勝 土橋 輝・原澤 珠緒・金子 弥央・福永 みち

女子4×200mﾌﾘｰﾘﾚｰ 優勝 原澤 珠緒・野上 萌衣・金子 弥央・福永 みち

女子4×100mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 優勝 田中 杏実・野上 萌衣・原澤 珠緒・福永 みち

女子総合 優勝 ⾧岡大手高等学校

イ ン タ ー ハ イ （競泳会場：愛知県日本ガイシアリーナ）

水泳部 女子200m背泳ぎB決勝 ５位 田中 杏実

女子100mﾊﾞﾀﾌﾗｲB決勝 ４位 原澤 珠緒

女子200mﾊﾞﾀﾌﾗｲB決勝 ２位 原澤 珠緒

そ の 他 大 会
第100回全国高等学校野球選手権記念新潟大会 ﾍﾞｽﾄ8

第41回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会（会場：東京辰巳国際水泳場）
女子200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ６位 原澤 珠緒

第8回ｼﾞｭﾆｱﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ大会（フィジー共和国にて開催）
男子100m自由形 ２位 石崎 慶祐 ※県高新・県新

男子200m自由形 ３位 石崎 慶祐 ※県高新・県新

男子4×100mﾌﾘｰﾘﾚｰ ３位 石崎 慶祐（第１泳者）    ※日本高校新記録樹立

男子4×200mﾌﾘｰﾘﾚｰ ２位 石崎 慶祐（第１泳者）

男子4×100mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ２位 石崎 慶祐（第４泳者）

文 化 部
写真部 県高文連写真専門部撮影大会 奨励賞 髙橋 ひなこ



放送部 第65回NHK杯全国放送ｺﾝﾃｽﾄ新潟県大会

ﾗｼﾞｵﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ部門 １位 私たちの服装事情 ※全国大会出場

２位 昭和歌謡!時代を超えろ!!

ﾗｼﾞｵﾄﾞﾗﾏ部門 ３位 あがれたい焼きくん

第65回NHK杯全国放送ｺﾝﾃｽﾄ全国大会

ﾗｼﾞｵﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ部門 準々決勝出場

音楽部 第59回新潟県吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ高等学校Bの部 金賞

第85回NHK全国学校音楽ｺﾝｸｰﾙ(合唱) 銀賞(第2位)

第10回東京国際声楽ｺﾝｸｰﾙ  予選通過 准本選出場 清水 咲彩

書道部 第23回全日本高校・大学生書道展 準優秀賞 関 愛果

第37回ふれあい展 特選 金子 友莉亜 大久保 未悠

特選 大川 奈々花 田畑 美風優

特選 鷲尾 郁美 風間 悠菜

特選 片山 怜 廣井 友香

特選 武 紘代 佐藤 舞

特選 諸橋 美涼 水戸部 萌々

第17回岐阜女子大学全国書道展 奨励賞 大川 奈々花

特賞 金子 友莉亜 吉川 あかり


