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平成２９年度部活動報告
☆運動部
【陸上競技部】
●新潟県高校総体（５／２６～２９ デンカビックスワンスタジアム）
第 3位 男子 400mH
第 3位 男子 4× 400mR
第 4位 女子 100mH
第 6位 男子走幅跳
第 6位 男子八種競技
第 7位 男子 200m
第 7位 女子 4× 400mR

●北信越高校対校選手権大会（６／１５～１８ 富山県総合運動公園陸上競技場）
優 勝 男子 400mH
第 5位 女子 100mH
出 場 男子 4× 400mR
出 場 男子走幅跳

●新潟県高校一年生大会（７／８ 柏崎市陸上競技場）
優 勝 男子 400m
第 2位 女子走高跳
第 7位 男子三段跳

●新潟県選手権大会（７／１５～１７ 新潟市陸上競技場）
第 5位 女子 400mH
第 8位 女子走高跳

●全国高校総体（７／２９～８／２ 山形県 NDソフトスタジアム山形）
出 場 男子 400mH
出 場 女子 100mH

●全国高校選抜大会（８／２６～２７ 大阪府ヤンマーフィールド長居）
出 場 男子 400mH

●新潟県高校選抜大会（９／２３～２４ 上越市高田公園陸上競技場）
第 2位 男子 400mH
第 2位 女子走高跳
第 3位 女子 400mH
第 7位 女子走高跳
第 7位 男子 4× 400mR
第 8位 男子 1500m
第 8位 女子 4× 400mR

● U－ 20日本選手権大会（１０／２０～２２ 愛知県パロマ瑞穂スタジアム）
出 場 男子 400mH

●北信越高校新人大会（１０／２７～２９ 福井県福井運動公園陸上競技場）
出 場 男子 400mH
出 場 女子 400mH
出 場 女子走高跳

【ラグビー部】
●全国高等学校７人制ラグビーフットボール大会 新潟県予選大会 予選リーグ敗退
●新潟県高等学校総合体育大会ラグビーフットボール競技大会 ベスト８
【サッカー部】
●春季中越地区大会 ４位
●新潟県高校総体 ベスト 32
【水泳部】
●春季上中越地区大会
第１位 女子 800m 自由形
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第４位 女子 800m 自由形
第５位 男子 100m 背泳ぎ
第６位 男子 200m 背泳ぎ
第７位 女子 400m 個人メドレー
出 場 男子 50m 自由形
出 場 男子 100m 自由形
出 場 女子 100m 背泳ぎ

●新潟県高校総体
第４位 女子 800m 自由形
第５位 女子 400m 自由形
第６位 女子 800m 自由形
第７位 男子 200m 背泳ぎ
第 10位 男子 100m 背泳ぎ
第 10位 女子 400m 自由形
出 場 男子 50m 自由形
出 場 男子 100m 自由形

●北信越高校選手権
第６位 女子 800m 自由形
第７位 女子 400m 自由形
第 18位 男子 200m 背泳ぎ
第 18位 女子 800m 自由形

【弓道部】
●第 41回県下弓道新潟大会
男子団体２位 男子個人優勝、７位 女子個人６位

●春季上中越地区大会
男子団体２位 男子個人３位 女子団体優勝 女子個人２位、４位

●県高校総体
男子団体ベスト８ 女子団体６位 男子個人決勝進出

●第 36回県下弓道柏崎大会
女子個人３位

●第 68回長岡まつり協賛県内弓道大会
女子団体３位 女子個人２位

【剣道部】
●春季中越地区大会
男子団体 ２位
男子個人 ３位

【野球部】
●第１３６回北信越地区高等学校野球新潟県大会（春季） ３回戦
●第９９回全国高等学校野球選手権新潟大会 ４回戦
●第１３７回北信越地区高等学校野球新潟県大会 ２回戦
【バレーボール部】
男子

●春季中越地区大会 ３位
●県総体 ベスト 16
●高校選手権新潟県予選に進出
女子

●春季中越地区大会 ベスト８
●県総体 ２回戦
●高校選手権新潟県予選に進出
【バドミントン部】
●春季中越地区大会
男子 ダブルス４回戦（ベスト 16） シングルス３回戦
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女子 ダブルス４回戦（ベスト 16） シングルス３回戦
●新潟県総合体育大会
男子 団体戦２回戦
女子 団体戦２回戦

●新潟県高校１・２年生大会
男子 ダブルス２回戦
女子 ダブルス２回戦

【ソフトテニス部】
男子

●春季長岡市選手権大会
●ハイスクールジャパンカップ２０１７ ダブルス シングルス
●春季中越地区大会 ダブルス ベスト 16 団体戦 ２回戦進出
●新潟県総合体育大会 ダブルス 団体戦 ベスト８
●夏季中越地区研修大会 団体戦
●夏季中越地区シングルス大会
●秋季中越地区大会 ダブルス シングルス
女子

●春季長岡市選手権大会 ダブルス
●ハイスクールジャパンカップ２０１７ ダブルス
●春季中越地区大会 ダブルス 団体戦
●新潟県総合体育大会 ダブルス 団体戦
●夏季中越地区研修大会 団体戦
●夏季中越地区シングルス大会 シングルス
●秋季中越地区大会 ダブルス ベスト 16 シングルス ベスト８
【卓球部】
●春季中越地区大会（５／１～２ 長岡市市民体育館）
男子 学校対抗２回戦 シングルス３回戦
女子 学校対抗３位 シングルス２位

●新潟県総合体育大会（５／２６～２８ 新潟市豊栄総合体育館）
男子 ダブルス２回戦
女子 学校対抗１回戦 シングルス２回戦 ダブルス１回戦

【柔道部】
●春季中越・上越地区大会（４／３０～５／１長岡市市民体育館武道場）
男子団体戦 長岡 ０－５ ○上越総合技術

長岡 ２－３ ○加茂農林
長岡 １－３ ○海洋

男子個人戦 男子６０㎏級 １回戦敗退２名
男子６６㎏級 １回戦敗退２名

●県総体柔道大会（６／３～５新発田カルチャーセンター）
男子団体戦 ○長岡 ３－１ 新発田中央

長岡 ０－５ ○新潟工業
男子個人戦 男子６０㎏級 １回戦敗退２名

男子６６㎏級 １回戦敗退２名
●秋季上越・中越地区大会（９／１５～１６上越勤労身体障害者体育館）
男子団体戦（３人制） ○長岡 ２－１ 糸魚川白嶺

長岡 １－２ ○長岡高専
男子個人戦 男子６０㎏級 ２回戦敗退１名

男子６６㎏級 ベスト８ ２名・１回戦敗退１名

【登山部】
●新潟県高校総体 団体女子 最優秀校
●全国高校総体 団体女子 ３８位
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【バスケットボール部】
●春季中越地区大会 男子 ３位 女子 ２位
【テニス部】
●新潟県高等学校総合体育大会
女子団体２位 女子シングルス２位 女子ダブルス３位

●北信越高等学校総合体育大会
女子団体 １回戦

●全国高等学校総合体育大会
女子シングルス２回戦

☆文化部
【音楽部合唱班】
● NHK全国学校音楽コンクール新潟県大会 銀賞 （８／１０新潟テルサ）
【吹奏楽部】
●吹奏楽コンクール新潟県大会 金賞 （８／９新潟テルサ）
●吹奏楽コンクール西関東大会 銀賞 （９／１０新潟市民芸術文化会館）
【演劇部】
●長岡市内演劇発表会（６／１１）参加
●新潟県高等学校総合文化祭
上越・中越地区(B）演劇発表会 最優秀賞（１位）（９／１９～２０）

【生物部】
●日本生物オリンピック２０１７予選
優秀賞１名 優良賞２名

●第４１回全国高等学校総合文化祭（みやぎ総文２０１７）
研究発表 化学部門 参加
研究発表 生物部門 参加

【語学部】
●国際ソロプチミスト長岡主催 第 23回高校生英語スピーチコンテスト 参加
長岡市国際交流協会賞受賞 長岡市長賞受賞

【写真部】
●高文連写真専門部「第 21回撮影大会」（５／２６～２７） 入選


