
部活動・大会名 種目名 順位等
テニス（女子）部
県高校中越地区新進テニス大会

女子シングルス　 ベスト８　 石原眞弥（２年）
女子ダブルス　　 ベスト８　 石原眞弥（２年）・小林芽生（１年）ペア　
　　　　　　　　　　 ベスト８　 相場知里（２年）・山﨑桜和子（２年）ペア　

県高校中越地区新進テニス大会
女子シングルス　 ベスト８　 石原眞弥（２年）
女子ダブルス　　 ベスト８　 石原眞弥（２年）・小林芽生（１年）ペア　
　　　　　　　　　　 ベスト８　 相場知里（２年）・山﨑桜和子（２年）ペア　

ソフトテニス部
秋季中越地区大会 個人ダブルス ベスト８ 西澤佳純・石山陽茉里ペア

ベスト８ 村上知優・山岸夢海ペア

陸上競技部
・県高校体育大会地区別競技会（上中越地区）

男子２００ｍ　 第１位 22.16 中山　一心
男子４００ｍ 第１位 49.51 中山　一心
男子４×１００ｍＲ 第２位 42.59 横山　太一・小林　颯太・中山　一心・杉山　涼太
男子走高跳 第１位 1m80 重山　瑠心
男子八種競技 第２位 4015点 小林　　蓮
女子１００ｍ 第３位 13.11 伊部　優妃
女子２００ｍ 第１位 25.21 岸　　玲伽
女子４００ｍ 第１位 57.18 岸　　玲伽
女子１００ｍＨ 第３位 15.74 赤川　華穂
女子４×１００ｍＲ 第２位 50.44 赤川　華穂・岸　　玲伽・伊部　優妃・志田　美颯
女子４×４００ｍＲ 第２位 4.06.03 岸　　玲伽・伊部　優妃・関崎　未唯・落合　美月
女子走高跳 第２位 1m45 関崎　未唯
女子走幅跳 第２位 5m02 志田　美颯
女子走幅跳 第３位 5m01 落合　美月

・秋季上中越地区陸上競技大会
男子２００ｍ　 第１位 22.02 中山　一心
男子４００ｍ 第１位 49.00 中山　一心
男子１５００ｍ 第２位 4.06.88 伊佐　昂大
男子４００ｍＨ 第２位 58.02 木菱　翔太
男子４００ｍＨ 第３位 58.03 髙野　泰地
男子４×１００ｍＲ 第２位 43.06 横山　太一・中山　一心・杉山　涼太・山崎　亮太
男子４×４００ｍＲ 第２位 3.27.74 横山　太一・中山　一心・杉山　涼太・山崎　亮太
女子２００ｍ　 第２位 26.42 伊部　優妃
女子４×１００ｍＲ 第３位 50.34 赤川　華穂・落合　美月・伊部　優妃・志田　美颯
女子４×４００ｍＲ 第３位 4.13.61 落合　美月・伊部　優妃・赤川　華穂・志田　美颯
女子走幅跳 第１位 5m35 志田　美颯
女子三段跳 第２位 10m23 落合　美月
女子七種競技 第３位 3179点 関崎　未唯

・新潟県高等学校選抜陸上競技大会
男子１５００ｍ 第２位 4.02.64 伊佐　昂大
男子４００ｍＨ 第４位 56.29 髙野　泰地
男子４００ｍＨ 第６位 56.80 木菱　翔太
男子４×４００ｍＲ 第８位 3.26.57 横山　太一・山崎　亮太・髙野　泰地・杉山　涼太
男子走高跳 第７位 1m80 重山　瑠心
男子八種競技 第７位 4029点 小林　　蓮
女子２００ｍ 第４位 26.58 伊部　優妃
女子１００ｍＨ 第７位 15.74 赤川　華穂
女子４×１００ｍＲ 第６位 50.24 赤川　華穂・伊部　優妃・落合　美月・志田　美颯
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女子４×４００ｍＲ 第４位 4.06.42 落合　美月・伊部　優妃・赤川　華穂・関崎　未唯
女子走幅跳 第３位 5m11 志田　美颯
女子走幅跳 第４位 5m05 落合　美月
女子三段跳 第５位 10m32 落合　美月
女子七種競技 第６位 3318点 関崎　未唯

・北信越高等学校新人陸上競技大会
男子１５００ｍ 第７位 4.03.29 伊佐　昂大
男子４００ｍＨ 第５位 57.29 髙野　泰地
女子走幅跳 第１４位 4m90 志田　美颯

・全国高等学校陸上競技大会2020
男子４００ｍ 予選敗退 49.73 中山　一心
女子４００ｍ Ｂ決勝４着（全体の１２位） 57.03 岸　　玲伽

水泳部
２０２０　新潟県高等学校体育大会　水泳競技大会　（８／２（日）　ダイエープロビスフェニックスプール）

男子1500m自由形 第４位 17:07.45 野口　康介
第８位 17:45.29 山﨑　貴之

男子100m背泳ぎ 第２位 01:01.91 平石　祥汰
男子200m背泳ぎ 第１位 02:10.31 平石　祥汰
男子100m平泳ぎ 第６位 01:08.15 高木　弥瑠

第７位 01:08.87 星野　拓音
男子200m平泳ぎ 第７位 02:31.00 高木　弥瑠
男子100mバタフライ 第４位 00:57.74 堀口　登矢
男子200mバタフライ 第３位 02:08.84 堀口　登矢

第４位 02:11.61 野口　康介
女子50m自由形 第１位 00:27.45 土橋　　輝
女子100m自由形 第１位 00:59.47 土橋　　輝

第２位 01:00.42 永井　千晶
女子200m自由形 第１位 02:07.64 永井　千晶
女子100m背泳ぎ 第１位 01:07.55 山﨑　ひなた

第８位 01:14.00 井上　桃亜
女子200m背泳ぎ 第２位 02:25.97 山﨑　ひなた

第３位 02:32.41 井上　桃亜
女子100m平泳ぎ 第２位 01:15.68 名地　　奏
女子100mバタフライ 第８位 01:09.31 大倉　胡々
女子200mバタフライ 第８位 02:37.99 大倉　胡々
女子400m個人メドレー第２位 05:12.46 名地　　奏

新潟県高等学校秋季県大会　（９／１１（金）　ダイエープロビスフェニックスプール）
男子400m自由形 第８位 04:33.61 山﨑　貴之
男子1500m自由形 第３位 17:47.65 高木　弥瑠

第４位 17:54.64 山﨑　貴之
男子200m背泳ぎ 第１位 02:13.45 平石　祥汰
男子100m平泳ぎ 第７位 01:09.33 高木　弥瑠
男子200m平泳ぎ 第８位 02:36.70 星野　拓音
男子100mバタフライ 第３位 00:57.19 堀口　登矢

第８位 01:00.15 野口　康介
男子200mバタフライ 第３位 02:09.71 堀口　登矢

第４位 02:10.44 野口　康介
男子400m個人メドレー第３位 04:50.98 平石　祥汰
男子4×50mメドレーリレー第３位 01:51.94 平石　祥汰・星野　拓音・野口　康介・堀口　登矢
男子4×50mフリーリレー第４位 01:41.02 堀口　登矢・高木　弥瑠・平石　祥汰・本間　隼大

男子総合 第３位
女子50m自由形 第１位 00:27.57 土橋　　輝

第２位 00:27.67 山﨑　ひなた
女子100m自由形 第２位 00:59.47 山﨑　ひなた

第３位 00:59.85 土橋　　輝



第４位 01:00.97 永井　千晶
女子200m自由形 第２位 02:08.56 永井　千晶
女子100m背泳ぎ 第７位 01:14.90 井上　桃亜
女子200m背泳ぎ 第２位 02:35.45 井上　桃亜
女子100m平泳ぎ 第１位 01:14.78 名地　　奏
女子200m平泳ぎ 第１位 02:40.15 名地　　奏
女子100mバタフライ 第６位 01:08.60 笹子　桃那
女子200mバタフライ 第８位 02:45.36 大倉　胡々
女子4×50mメドレーリレー第１位 02:03.90 山﨑　ひなた・名地　奏・土橋　輝・永井　千晶
女子4×50mフリーリレー第１位 01:50.24 土橋　輝・名地　奏・永井　千晶・山﨑　ひなた

女子総合 第２位

剣道部
2020 新潟県高等学校体育大会剣道競技会

男子団体　 ２回戦進出（ベスト３２）　
女子団体　 １回戦敗退

野球部
令和2年度　新潟県高等学校夏季野球大会　ベスト16
第143回　北信越地区高等学校野球新潟大会　ベスト16

女子ハンドボール部

２０２０　新潟県高等学校体育大会ハンドボール競技会　　１位（文部科学大臣特別賞受賞）

文学部
第４４回全国高等学区総合文化祭（２０２０こうち総文）文芸部門《俳句》出場　２年中村友香　　　　


