
運 動 部

女子テニス部 秋季地区大会 ｼﾝｸﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ8 田中 菜々子
秋季地区大会 ｼﾝｸﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ16 坂井 愛奈
県高校ﾃﾆｽ選手権 ｼﾝｸﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ32 田中 菜々子

全国選抜高校ﾃﾆｽ大会一次予選(上･中越地区)

準優勝 田中 菜々子・坂井 愛奈・齋藤 未来

杉本 茉千瑠・池田 知央・関 美月

皆木 泉美・佐藤 美優・中村 夢香

ソフトテニス部 秋季地区大会 ｼﾝｸﾞﾙｽ 2位 間瀬口 佳澄

秋季地区大会 ｼﾝｸﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ8 五十嵐 梨々香

秋季地区大会 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 3位 間瀬口 佳澄・林 瑞菜

県高校新人選抜大会 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ8 間瀬口 佳澄・林 瑞菜

女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部 秋季上越・中越地区大会 ３位

女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 秋季地区大会 優勝

県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 ﾍﾞｽﾄ8

体操部 第73回国民体育大会 福井しあわせ元気国体

少年女子団体 12位

陸上競技部 秋季上越・中越地区大会

男子100M 3位 木戸 陽介

男子400MH 7位 小林 颯太

男子4✕100MR 2位 小林 颯太・和田 汐音・佐藤 優太・木戸 陽介

男子4✕400MR 4位 小林 颯太・樋口 智輝・渡邊 月偉・木戸 陽介

男子走幅跳 1位 木戸 陽介

男子やり投 6位 矢澤 康希

女子400M 7位 岸 玲伽

女子4✕100MR 7位 佐藤 里咲・岸 玲伽・加藤 こなつ・片桐 蘭

女子5000MＷ 2位 石坂 菜月

女子七種競技 5位 武田 実咲

県選抜大会 男子4✕100MR 2位 小林 颯太・和田 汐音・佐藤 優太・木戸 陽介

男子走幅跳 1位 木戸 陽介

男子やり投 6位 矢澤 康希

女子5000MＷ 2位 石坂 菜月

北信越新人大会 男子4✕100MR 4位 小林 颯太・和田 汐音・佐藤 優太・木戸 陽介



男子走幅跳 11位 木戸 陽介

女子5000MＷ 6位 石坂 菜月

県高校駅伝 男子 23位 高頭 輝・田村 陽都・五十嵐 貫太・河田 要

栗林 賢次郎・山田 脩馬・佐藤 諒友

女子 16位 石坂 菜月・岸 玲伽・加藤 こなつ

佐藤 里咲・山添 さくら

水泳部 第73回国民体育大会 福井しあわせ元気国体

少年男子A 100M自由形 優勝 石崎 慶祐

少年男子A 400M自由形 8位 石崎 慶祐

少年女子A 200Mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 8位 原澤 珠緒

秋季県大会 男子100M自由形 3位 小柳 透弥

男子200M自由形 5位 遠藤 健太

男子200M背泳ぎ 1位 佐藤 光輔

男子100M平泳ぎ 1位 佐藤 光輔

男子100Mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 5位 遠藤 健太

男子4✕50Mﾒﾄﾞﾚｰリレー 3位 遠藤 健太・星野 拓音・吉田 蒼波・赤塚 堅太

男子総合 4位

女子50M自由形 2位 金子 弥央

女子50M自由形 3位 土橋 輝

女子100M自由形 1位 金子 弥央

女子100M自由形 8位 親松 万尋

女子200M自由形 4位 親松 万尋

女子100M背泳ぎ 3位 鈴木 虹

女子100M背泳ぎ 4位 品田 琴子

女子200M背泳ぎ 3位 品田 琴子

女子100Mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 2位 藤巻 さら

女子100Mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 6位 大倉 胡々

女子200Mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 3位 藤巻 さら

女子200Mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 5位 大倉 胡々

女子200M個人ﾒﾄﾞﾚｰ 3位 土橋 輝

女子4✕50Mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 1位 鈴木 虹・藤巻 さら・土橋 輝・金子 弥央

女子総合 1位

野球部 北信越地区高等学校野球新潟県大会 ﾍﾞｽﾄ16

バドミントン部 県1･2年生大会 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ16 西原 昂紀・佐野 壮太

国体予選 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ16 西原 昂紀・佐野 壮太

秋季地区大会 男子団体 3位

秋季地区大会 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 3位 佐野 壮太、西原 昂紀

秋季地区大会 女子団体 3位



秋季地区大会 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 3位 白井 萌々・相澤 碧衣

秋季地区大会 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 5位 相澤 碧衣

秋季地区大会 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 8位 白井 萌々・相澤 碧衣

サッカー部 全国高校ｻｯｶｰ選手権新潟県予選会 2回戦 ⾧岡大手 10ー0 村松

3回戦 ⾧岡大手  0ー3 新潟産大附

秋季地区大会 2回戦 ⾧岡大手  8−0 ⾧岡高専

準々決勝 ⾧岡大手  1−1 帝京⾧岡 
ＰＫ負け

県リーグ戦３Ａ   ９勝３敗

剣道部 秋季地区大会 男子個人 ﾍﾞｽﾄ8 木嶋 優志

女子個人 3位 穴沢 楓

女子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部 秋季県大会 3位

文 化 部

生物部 第62回日本学生科学賞 新潟県最優秀賞 ･･･ 全国審査へ
全国審査において入選３等(ﾍﾞｽﾄ30）を受賞

音楽部 第42回新潟県ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ 高校の部

木管八重奏 銀賞

金管八重奏 銀賞

第17回新潟県ｳﾞｫｰｶﾙｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ 金賞

書道部 平成30年度新潟県競書大会 特選 大久保 未悠

特選 田畑 美風優

特選 石岡 小雪

準特選 鷲尾 郁美

準特選 樫出 華波

準特選 廣井 友香

準特選 武 紘代

準特選 原 妃美

準特選 諸橋 美涼

第38回熊野町ふれあい書道展 特選 金子 友莉亜

特選 庭野 瑠奈

特選 大久保 未悠

特選 田畑 美風優

特選 近藤 瀬奈

特選 原 妃美



特選 諸橋 美涼

特選 水戸部 萌々

写真部 新潟県高等学校総合文化祭写真部門 優秀賞 結城 桃夏

奨励賞 佐藤 佑香

奨励賞 清水 愛華

演劇部 新潟県高等学校総合文化祭演劇部門

上・中越地区(Ａ)演劇発表会 優秀賞第１席

新潟県高等学校演劇発表会 優秀賞第４席、照明賞

琴部 新潟県高等学校総合文化祭

日本音楽演奏発表会 優秀賞

放送部 第38回QＫ杯校内放送ｺﾝｸｰﾙ ﾃﾚﾋﾞ番組部門 3位


