
平成３０年度 部活動報告 

 
□運動部 
【陸上競技部】 
●新潟県高校総体 
 第１位 男子 400mH 
 第３位 男子 400m 
 第７位 男子 4×400mR 
 第８位 女子走高跳 
●北信越大会 
 第２位 男子 400mH 
 出 場 男子 400m 
●新潟県高校一年生大会 
 第３位 女子 100m 
 第４位 女子 400m 
 第６位 男子 1500m 
●新潟県選手権大会 
 第４位 男子 400mH 
●全国高校総体 
 出 場 男子 400mH 
●新潟県高校選抜大会 
 第１位 男子 400mH 
 第１位 男子 4×400mR 
 第２位 男子 400m  
 第５位 男子 400m  
 第 5 位 女子 400mH 
 第 5 位 女子 4×400mR 
 第 5 位 女子走高跳  

第 6 位 女子 100m  
第 8 位 男子 3000mSC 
第 8 位 男子 4×100mR 

●U18 日本選手権大会 
第 10 位 男子 400mH  

●日本選手権リレー 
第 15 位 混合 4×400mR（新潟県代表で出場） 

●北信越新人大会 
第 3 位 男子 4×400mR 
第 7 位 女子 100m  
第 10 位 男子 3000mSC 
出 場 男子 400m  

 
 



【ラグビー部】 
●新潟県高校総体 
 ベスト４ 
●全国高等学校ラグビーフットボール大会新潟県大会 
 ベスト８ 
 
【サッカー部】 
●春季中越地区大会 

第４位 
●新潟県高校総体  

ベスト 32 
●全国高校サッカー選手権大会新潟県大会  

ベスト 32 
●秋季中越地区大会  

ベスト８ 
 
【水泳部】                                    
●新潟県高校総体  
 第５位 男子 100m 背泳ぎ 
 第５位 男子 200m 背泳ぎ 
 第７位 男子 200m バタフライ 
 第５位 男子 400m リレー 
 第７位 男子 400m メドレーリレー 
 第４位 女子 800m 自由形  
 第４位 女子 400m 自由形  
●北信越高校高校選手権 

第４位 女子 800ｍ自由形  
第 7 位 女子 400ｍ自由形  
第 15 位 男子 400m リレー 

 第 16 位 男子 400m メドレーリレー 
●秋季県大会 
 第３位 男子 200m 背泳ぎ  
 第４位 男子 100m 背泳ぎ  
 第４位 男子 200m 平泳ぎ  

第４位 男子 200m リレー 
 第４位 男子 200m メドレーリレー 

第８位 男子 100m バタフライ  
 第 7 位 男子 200ｍ個人メドレー  
 
 
 
 



【弓道部】                                    
●春季地区大会（上・中越） 

男子団体６位 
女子団体２位 
女子個人４位、６位 

●新潟県高校総体 
男子個人決勝進出  
女子個人決勝進出  
女子団体 ベスト８ 

●弥彦高校弓道大会 
女子個人４位  

●秋季地区大会（上・中越） 
女子団体 ３位 長岡Ａ 
女子個人 ４位  

 
【剣道部】                                   
●春季中越地区大会 
 男子団体、女子団体 予選リーグ敗退 
●新潟県高校総体 
 男子団体、女子団体 予選リーグ敗退 
●秋季中越地区大会 
 女子団体 3 位 
 
【野球部】                                    
●第 138 回北信越地区高等学校野球新潟県大会（春季） 
 ３回戦 
●第 100 回全国高等学校野球選手権記念新潟大会 
 ２回戦 
●第 139 回北信越地区高等学校野球新潟県大会（秋季） 
 4 回戦（県大会出場） 
 
【バドミントン部】 
男子 
●新潟県高校総体 
 出場 
女子 
●新潟県高校総体 
 出場 
 
 
 
 



【バレーボール部】 
男子 
●春季中越地区大会 
 ベスト８ 
●新潟県高校総体  
 ２回戦 
女子                                      
●春季中越地区大会 
 第３位 
●新潟県高校総体 
 ベスト８ 
●高校選手権新潟県予選 
 出場 
●第 68 回春季柏崎バレーボール選手権大会６人制女子  

第２位 
●第 33 回アフターカップ６人制女子バレ－ボールオープン大会  

優勝 
●第 63 回新潟日報杯争奪秋季柏崎バレーボール選手権大会  

第２位 
●秋季中越地区大会 
 第 3 位 
●新人大会 中越地区大会（小林杯） 
 第 2 位 
 
【ソフトテニス部】 
男子 
●春季長岡市選手権大会 
 ダブルス出場 
●ハイスクールジャパンカップ 
 シングル出場 
  ダブルス２回戦 
●春季中越地区大会 
 ダブルス ベスト 20 
 団体戦 ベスト８   
●新潟県高校総体 
 ダブルス ２回戦 
 団体戦 ２回戦 
●長岡市民大会 
 男子ダブルス 準優勝 
●春季中越地区大会 
 ダブルス 第３位  
 



女子 
●春季中越地区大会 
 団体戦 ベスト 8 
●県総合体育大会 
 出場 
●秋季中越地区大会 
 シングル ベスト 16  
 
【卓球部】 
男子 
●春季中越地区大会 
  学校対抗 シングルス 出場 
●新潟県高校総体 
 シングルス ダブルス 出場 
●新潟県高等学校 1 年生大会 
 シングルス 出場 
●秋季中越地区大会 
 学校対抗 シングルス出場 
女子 
●春季中越地区大会 
  学校対抗 シングルス 出場 
●新潟県高校総体 
 シングルス ダブルス 出場 
●新潟県高等学校 1 年生大会 
 シングルス 出場 
●秋季中越地区大会 
 学校対抗 2 位 シングルス ベスト 16  
 
【テニス部】 
●新潟県高校総体  

女子団体   第 2 位 
女子ダブルス 第 2 位  

●北信越高校総体 
女子団体   ベスト８ 

●全国選抜高校テニス大会新潟県大会 
女子団体   第 2 位 

●新潟県高等学校テニス選手権大会 
女子シングルス第 3 位  
女子ダブルス 第 2 位  

●全国選抜高校テニス大会北信越大会 
女子団体   ベスト８ 

 



【柔道部】                                   
●県形競技大会 
 柔の形 第２位 第３位 
●春季中越・上越地区大会 
 男子団体 第３位  

男子個人 60kg 級・66kg 級２名・73kg 級 
●新潟県高校総体 
 男子団体 予選リーグ第２位  

男子個人 60kg 級・66kg 級 2 名・73kg 級 
●秋季上越・中越地区大会 
 男子団体（３人戦の部） 第２位  

男子個人 66kg 級 2 名・73kg 級 
●BSN 高等学校柔道選手権大会 
 男子団体Ⅱ部（3 人戦）第 3 位 
 男子個人 66kg 級 2 名・73kg 級 

 
【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 ２７位 
 
【バスケットボール部】 
男子 
●春季中越地区大会 
 ベスト１６ 
●新潟県高校総体 
 ２回戦 
女子 
●春季中越地区大会 
 第２位 
●新潟県高校総体 
 ベスト８ 
●ウインターカップ 2 次予選 
 ベスト 8 
 
 
 
 
 
 
 



□文化部 
【吹奏楽部】 
●吹奏楽コンクール新潟県大会  

銀賞 
 
【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 
 
【生物部】 
●日本生物学オリンピック 2018 予選 
 優秀賞   
●日本蛋白質科学会年会 高校生・高専生ポスター 
 ポスター賞   
●２０１８信州総文祭 
 自然科学部門 ポスター（パネル）発表  
  文部科学大臣賞 
●新潟県高等学校自然科学系クラブ活動報告・研究発表会 
 研究発表 口頭発表部門 優秀賞、ポスター発表部門 優秀賞 
●日本土壌肥料学会 関東支部大会  

高校生による研究発表会 最優秀賞 
 
【化学部】 
●化学グランプリ 2018 
 日本化学会関東支部奨励賞 
 
【語学部】 
●国際ソロプチミスト長岡主催高校生英語スピーチコンテスト 
 国際ソロプチミスト賞  

長岡市国際交流協会賞  
長岡市長賞  

●新潟県高校生英語ディベート大会 
 優勝 長岡高校 B チーム  
 ３位 長岡高校 A チーム  
 ベストディベーター賞   
●全国高校生英語ディベート大会 
 
【写真部】 
●高文連写真専門部「第 22 回撮影大会」 
 奨励賞  
 
 



【書道部】 
●よいた楽山苑ライトアップ事業  
 灯籠文字作品 出品 
●長岡開府 400 年伝統文化パフォーマンス 
 市内高校合同書道パフォーマンス 参加 
●長岡市米百俵祭り  

書道パフォーマンス 参加 
 
【演劇部】 
●長岡市内演劇発表会 参加 
●上中越地区 B 演劇発表会 
 最優秀賞（1 位） 
●県総文祭 演劇発表会  

優秀賞第二席（3 位） 
 
【美術部】 
●２０１８信州総文祭 美術・工芸部門 出品 
●県総文祭 美術・工芸部門 出品 
●高文連 長岡地区美術展 出品 
 
【文学部】 
●北信越高校生文芸道場新潟大会（生徒実行委員）参加 
●新潟県高等学校文芸コンクール 
 詩部門 奨励賞 2 名（内１名、平成 31 年度全国高等学校総合文化祭推薦） 
 
□諸活動 
【税に関する高校生の作文】 
新潟県租税教育推進協議会長賞佳作  
長岡地区租税教育推進協議会長賞佳作 


