平成２７年度 部活動状況結果報告(入賞等)
【運動部】
クラブ名
バスケットボール 女子

バスケットボール 男子

ソフトボール

春・秋季地区大会・その他
春季地区大会3位
秋季地区大会2位
1・2年生大会1位
近県大会 初戦敗退
春季地区大会 初戦敗退
１・２年生大会 ５位
北陸大会 初戦敗退
秋季地区大会 初戦敗退

県総体・県選抜・その他
県総体3回戦
BSN杯ベスト16

春季地区大会 優勝
秋季地区大会 優勝

県総体 優勝
県選抜 優勝

北信越・全国・その他

県総体 ２回戦敗退
ＢＳＮ杯 ２回戦敗退

全国高校総体 出場
全国高校選抜 ベスト１６
北信越大会（春・秋） 出場

ソフトテニス 女子 （春季地区大会）

団体 ３位
個人 準優勝 山田・井田ペア
テニス 男子

（春季地区大会）
ダブルス３位 丸山亮太・高橋航平
（秋季地区大会）
ダブルス３位 丸山亮太・高橋航平
シングルス ベスト８ 丸山亮太

テニス 女子

（秋季地区大会）
ダブルス３位 富山果林・山下瞳

バドミントン

＜春季地区大会＞
男子シングルス3位 谷川 陽亮
男子ダブルス 3位 丸田拓・谷川陽亮

県選抜大会
男子団体 ベスト８
男子ダブルス ベスト８ 内山隼・谷川陽亮

女子シングルス7位 守橋美歩
女子ダブルス5位 守橋美歩・江口瑞希
＜秋季地区大会＞
男子団体戦 優勝
男子ダブルス 優勝 内山隼・谷川陽亮

男子シングルス 3位 谷川陽亮
新 体 操

秋季地区大会上越地区
個人リボン ３位 佐藤菜友香

陸上競技

＜春季＞
４００ｍＨ ２位 五十嵐健人
ハンマー投 ３位 長﨑真央
４００ｍ １位 大口奈緒美
１００ｍＨ ２位 広瀬美結
４００ｍＨ ２位 広瀬美結
走幅跳 ３位 五十嵐香穂
＜秋季＞
８００ｍ １位 上野凌大
１５００ｍ ２位 上野凌大
５０００ｍＷ ２位 髙橋駿太
ハンマー投 ２位 長﨑真央
ハンマー投 ３位 丸山誉紘
八種競技 ３位 加藤勇人
走幅跳 １位 五十嵐香穂

剣

道

＜春季地区大会＞
男子個人戦 加藤悠祐3位
女子個人戦 中村瑠那3位
男子団体 3位 女子団体2位

県総体
４００ｍＨ ５位 五十嵐健人
５０００ｍＷ ８位 髙橋駿太
４００ｍ ３位 大口奈緒美
１００ｍＨ ４位 広瀬美結
４００ｍＨ ６位 広瀬美結
走幅跳 ８位 五十嵐香穂
１６００ｍＲ ６位 広瀬・大口・五十嵐・藤塚
県選抜
８００ｍ ４位 上野凌大
３０００ｍＳＣ ６位 渡邉大貴
５０００ｍＷ ２位 髙橋駿太
走幅跳 ８位 五十嵐香穂

県総体
個人戦 東條ひより
女子団体ベスト8

４回戦(ベスト32）

BSN高等学校剣道選手権大会
＜秋季地区大会＞
女子団体ベスト8
男子個人戦 田中優樹 ベスト８
女子個人戦 東條ひより２位 中村瑠
那３位 古川華代子ベスト８
男子団体 3位 女子団体優勝

北信越総体
４００ｍＨ 予４着 五十嵐健人
４００ｍ 準５着 大口奈緒美
１００ｍＨ 準６着 広瀬美結
４００ｍＨ 予４着 広瀬美結
１６００ｍＲ 予４着 広瀬・大口・五十嵐・藤塚

北信越新人
８００ｍ ４位 上野凌大
３０００ｍＳＣ １７位 渡邉大貴
５０００ｍＷ １２位 髙橋駿太

全国高等学校剣道選抜大会 新潟県二
次予選会
高田北城０／０－１／１新潟第一 敗退

【運動部】
クラブ名
水 泳

春・秋季地区大会・その他
(春季地区大会)
・佐藤 夏菜 女子背泳ぎ100ｍ出場

県総体・県選抜・その他
・佐藤 夏菜

女子背泳ぎ200ｍ出場

卓

球

（春季地区大会）
・小山莉奈 ベスト１６

【文化部】
クラブ名
吹 奏 楽

北信越・全国・その他

女子背泳ぎ100ｍ出場
女子背泳ぎ200ｍ出場

（1年生大会）
・小林武寛 ベスト８
・小松晴貴 ベスト１６

（北信越大会）
・小松晴貴 予選リーグ敗退

新潟県吹奏楽コンクール 銅賞
新潟県マーチングコンテスト 金賞

西関東マーチングコンテスト 銀賞

新潟県アンサンブルコンテスト フルート4重奏 金賞 代表選考

新潟県アンサンブルコンテスト クラリネット4重奏 金賞

演

美

書

劇

【平成２７年度上・中越地区Ａ演劇発表会】 【平成２７年度新潟県高等学校演劇発表会】

【平成27年度新潟県高等学校総合文化祭】

「TSUBASA」優秀賞一席

「TSUBASA」優良賞

総合発表部門「mind」
【妙高演劇フェスティバル】
「TSUBASA」

【平成27年度新潟県高等学校総合文化祭】
７名出品

【第40回全国高等学校総合文化祭広島大会】

術

道

【平成27年度上越地区高等学校
【平成27年度新潟県高等学校総合文化祭】
美術・工芸、書道研究会「合同展」】 ３名出品
8名出品
【第65回新潟県競書大会】
１年 中嶋あかね 特選
１年 廣瀬日南
準特選

美術・工芸部門推薦 2年 庭山瑞季
【第２０回全日本高校・大学生書道展】
２年 濁川紗羅 準優秀
【第1４回岐阜女子大学全国書道展】
３年 中村友里愛 特賞
【第２１回全日本高等学校書道コンクール】

２年 濁川紗羅 優秀賞
２年 三川詩織 優良賞
写

真

茶

道

合

唱

【高文連写真専門部 合同撮影会
十日町きものまつり】 ３名参加

【本校の部活動ではない個人参加の大会】
将 棋

【高文連写真専門部第１９回撮影大会】
３年 矢作 文 特選
３年 熊木 七海 入選
【平成27年度新潟県高等学校総合文化祭】
３年 矢作 文 奨励賞
３年 山崎 模菜 奨励賞
入選 ８名
第２９回新潟県高等学校総合文化祭
茶道部合同茶会 １4人参加
奨励賞受賞

第24回新潟県高等学校文化連盟将棋大会
男子個人 ２位 渡辺 優作
第24回新潟県高等学校文化連盟将棋新人大会

男子個人

２位 渡辺 優作

