
文学部

部誌を年間５部発行しています。過去のものも含めて秋桜祭で販売しました。たくさんのお買い

上げありがとうございました。

演劇部

・新潟県高等学校総合文化祭下越地区演劇発表会（Ｂ日程）

優秀賞 「ＣＥＬＬＰＨＯＮＥＳ」 作 中林幹雄、大塚美波学年の演劇部

・新潟県高等学校総合文化祭演劇発表会

優良賞 「ＣＥＬＬＰＨＯＮＥＳ」 作 中林幹雄、大塚美波学年の演劇部

・第六十回新潟市高等学校演劇発表会

「女や～めた！」 作 安部いさむ

・創作演劇発表会

「シェアハウス・ダスト」 作 シェアハウスの住人

化学部

平成二十五年八月七日(水) 新潟大学 一日体験化学教室に参加

会場：新潟大学五十嵐キャンパス

平成二十五年八月十七日(土) 第３回新潟県高等学校自然科学系クラブ交流会に参加

会場：新潟薬科大学

平成二十五年十一月十日(日) 鏡淵小学校 文化フェスティバルに参加 会場：鏡淵小学校

生物部

・新潟県高等学校総合文化祭 第５回自然科学系クラブ発表会（新潟大学）

○研究部門 優秀賞

「ユキノシタの光・土壌条件とアントシアン形成の関係」

石澤 菜緒 藤間 ひかる 小出 桃花

○ポスター部門 優秀賞

「プラナリアの接触条件と集合性の関係」 小出 咲都子

「五泉赤羽地区におけるイバラトミヨの生育場所と環境条件」 安藤 憧果 大島 瑞歩

地学部

第５７回日本学生科学賞 （日本科学未来館）

全国入賞 「日本科学未来館賞」

「タービダイト中の珪藻化石」 坂井 雛子 菅原 咲笑 保科 利美 高野綺羅々

世界大会（インテル国際科学技術フェア）に日本代表として出場決定

第３７回全国高等学校総合文化祭（長崎県島原市） 自然科学部門

○ポスター部門 文化連盟賞

「2012 年部分日食 DATA（最大食 7:38 に起きたこと）」 井上 晴菜 丹野可奈子 儀藤 咲

○研究部門 文化連盟賞



「珪藻化石からわかるタービダイトの堆積構造」

保科 利美 菅原 咲笑 坂井 雛子 高野綺羅々 稲家 実子

新潟県高等学校総合文化祭 第５回自然科学系クラブ研究発表会（新潟大学）

○研究部門

最優秀賞 全国大会出場決定

「藤戸神社の高まりの謎」 白川 真巳 田中 依舞 内藤 瑞貴

優秀賞

「枕状溶岩の微細構造」 滝澤 円佳 芝田 奈央 丸山 真希

新潟大学学長賞

「珪藻化石の神秘」 菅原 咲笑 坂井 雛子 保科 利美 高野綺羅々 稲家 実子

コーラス部

・第２回 クラシックストリート 出演

作曲 Ｗ．Ａ．モーツァルト「春へのあこがれ」 他６曲

・第３７回 全国高等学校総合文化祭 長崎大会（アルカス佐世保）

新潟県代表 文化連盟賞

作曲 Ａ．チョピ 「Ｄｕｅ Ｐｅｚｚｉ Ｓａｃｒｉ」より

１，Ａｖｅ Ｍａｒｉａ

作詞 新川和江 作曲 高嶋みどり 女声合唱とピアノのための「明日のりんご」より

きょうの陽に

・第８０回 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール

新潟県大会 金賞 新潟県代表

課題曲 作詞 文月悠光・作曲 新実徳英 「ここにいる」

自由曲 作曲 信長 貴富

無伴奏女声合唱のための「万葉恋歌」より

和歌 大伴 家持 １，春の苑

和歌 狭野弟上娘子４，天の火

・第８０回 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール関東甲信越ブロック大会 奨励賞

・第６８回 全日本合唱コンクール新潟県大会Ｂ（３３人以上）部門

金賞 新潟県代表

全部門３０団体中第１位 全日本合唱連盟理事長賞

課題曲 作詞 新川和江・作曲 高嶋みどり

女声合唱とピアノのための「明日のりんご」より きょうの陽に

自由曲 作曲 Ａ．チョピ 「Ｄｕｅ Ｐｅｚｚｉ Ｓａｃｒｉ」より

１，Ａｖｅ Ｍａｒｉａ



作曲 Ｖ．ミシュキニス Ｊｕｄｉｃａ me Deus

・第６８回 全日本合唱コンクール 関東支部大会Ｂ（３３人以上）部門 銅賞

・鏡淵小学校区コミュニティ協議会主催 新潟中央高校ダンス部＆コーラス部ジョイントステージ

（新潟中央高校ゆかりの曲「旅愁」の創作発表）

・第１２回新潟県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 金賞 新潟県代表

演奏曲 作曲 Ａ．チョピ 「Ｄｕｅ Ｐｅｚｚｉ Ｓａｃｒｉ」より

１，Ａｖｅ Ｍａｒｉａ

作曲 Ｖ．ミシュキニス Ｊｕｄｉｃａ me Deus

・第３回関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト

新潟県代表として出場 （３月１６日 前橋市にて開催） 銀賞

器楽・管弦楽部

・第三十七回全国高等学校総合文化祭・長崎大会 【文化連盟賞】

演奏曲 交響曲第９番「新世界より」 第四楽章 （Ａ．ドヴォルザーク作曲）

・平成二十五年度新潟県高等学校器楽・管弦楽部門発表会 【優秀賞】

演奏曲 ○木管アンサンブル ハンガリー舞曲第５・６番

（Ｊ．ブラームス作曲・竹林春奈編曲）

○オーケストラ 『レ・ミゼラブル』

（Ｃ．Ｍ．シェンベルク 作曲 Ｈ．クレッツマー編曲）

交響曲第９番「新世界より」 第四楽章 （Ａ．ドヴォルザーク作曲）

・第三十七回新潟県アンサンブルコンテスト（高等学校の部）

【銀賞】打楽器四重奏 演奏曲 「エオリアン・カルテット」 （Ａ．アルビージ作曲）

Perc. 1 齋藤菜々子 Perc.2 政金聡美 Perc. 3 河村藍里 Perc.4 赤塚美月

【銅賞】金管八重奏 演奏曲 てぃーちてぃーる ～沖縄民謡による～

Tp.1 小澤里歩 Tp.2 押見歩子 Hr.1 島原美佳 Hr.2 大倉愛恵

Tb.1 平野天海 Trb.2 小林未来 Trb.3 加藤結衣 Tub 高橋桃葉

筝曲部

･第二十七回新潟県高等学校総合文化祭日本音楽部門

優秀賞（第三十八回全国総合文化祭出場決定）

･第六十八回三曲演奏会（箏・三絃・尺八の響演）参加

コンピューター部

・秋桜祭にむけてボーカロイドおよびＭＭＤでの作品作成・発表

美 術 部

・第二十六回新潟県高等学校総合文化祭出品

権瓶 花 大久保 茉美 苗木 遥 渡邉 聖菜 今井 みゆき 板垣 有紀 土橋 りか



・平成二十五年度新潟地区高等学校美術・工芸、書道展出品

権瓶 花 岩野 桂子 藤間ひかる 大久保茉美 苗木 遥 渡邉 聖菜 今井みゆき

板垣 有紀 柴田真由子 土橋 りか 星山美紗紀 真柄みどり 細野未准 笹川 文弥

書道部

・新潟県高等学校総合文化祭第二十七回書道展 出品

井越奈々美 五十嵐由衣 小畑 実加 白井 里佳 谷 有美子

・第二十二回国際高校生選抜書展 入選

大嶺あかね 亀山 実咲 小池 希美 谷 有美子 荒木菜保子

・平成二十五年度（第六十三回）新潟県競書大会特選

荒木菜保子

・第十二回岐阜女子大学全国書道展 奨励賞

大嶺あかね 谷 有美子

カメラ部

平成二十五年度 新潟県高等学校総合文化祭「第二十七回 写真専門部展」

入選

三年 中村 茉奈

三年 山崎 綾乃

二年 石澤 菜緒

二年 稲又 安珠

二年 武藤 清佳

二年 佐川 詩織

一年 菊池 里緒

漫画研究部

・部誌「LHR」作成

・秋桜祭にむけて

部誌「The Diarrhea」の作成・販売

・部誌「送辞」作成

華 道 部

・平成二五年度 新潟県高等学校総合文化祭 第二六回 新潟県高等学校いけばな展

〈オブジェ 出品〉

佐藤 真希 武井優里愛 星 茉友子

土谷 涼花 木村 春菜 佐々木陽菜

早川 莉穂 本間 由真 弦巻 優奈



茶道部

茶会の開催（秋桜祭）

茶道体験の実施

（新潟市立鏡淵小学校・文化フェスティバル）

（本校礼法室・中国高校生訪日団をむかえて）

園芸部

・中庭での花や野菜の栽培

Ｊ・Ｒ・Ｃ部

○東日本大震災義援金の募金活動を秋桜祭で行い、二六、〇九七円を日本赤十字社にお届け

しました。

○点字カレンダーを作成し、県内の視覚障害者の方々へお贈りしました。

○スリランカ南部ハンバントータ市にあるメタマルセバナ孤児院に新潟県立新潟中央高

等学校ＪＲＣクラブの名でウォータータンクが設置されました。

○七月八日の新潟日報にＪ・Ｒ・Ｃ部が掲載され、部の紹介がされました。

○ＮＰＯ主催などの各種募金活動を新潟市内の街頭で行ってきました。

新潟子どもの会

○毎週火・金曜日に白山保育園と新潟保育園で園児と交流し、保育について学んでいます。

今年度は、手作り布絵本を製作し、園児へプレゼントしました。

鈴かけ新聞部

・第三七回全国高等学校総合文化祭（長崎大会） 新聞部門 文化連盟賞

・第一七回新潟県高等学校新聞コンクール 優秀賞（一位）

来年度の全国大会（茨城大会）出場決定

放送部

第六十回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト新潟県大会

朗読部門 佐藤有里奈(３年) 第４位

創作ラジオドラマ部門 「海にまつわる一つの名前」 第１位

以上、全国大会出場

第三十三回ＱＫ杯校内放送コンクール兼第二十六回新潟県高等学校放送コンクール

アナウンス部門 斉藤芽生(２年) 「にいがた漫画大賞から全国へ」第３位

北信越高等学校選抜放送選抜大会・福井大会 及び全国高等学校総合文化祭・茨城大会出場

ビデオ部

中央祭の競技・スタンド応援・グランド応援などの撮影

秋桜祭のステージ発表・音楽棟の発表・各クラス展示、垂れ幕、サインボードなどの撮影



登山部

・平成２５年度総体一次予選大会 （巻機山）全員無事下山

・平成２５年度春季新潟地区大会 （五頭山三ノ峰コース） 全員無事下山

・第６６回県総合体育大会登山大会（五頭山周回コース）最優秀校

・第２５回北信越総合体育大会 （福井県経ガ岳） 優秀校

・第５７回全国総合体育大会登山大会 （大分県くじゅう山系）全国第８位 ９６.４点

・平成２５年度秋季地区大会登山大会（火打山）全員無事下山

バレーボール部

・春季新潟地区バレーボール大会 「優 勝」

二回戦 新潟中央 ２ ― ０ 東京学館新潟

三回戦 新潟中央 ２ ― ０ 新潟西

準決勝 新潟中央 ２ ― ０ 新潟商

決勝 新潟中央 ２ ― ０ 新潟青陵

・県総合体育大会 「第３位」

二回戦 新潟中央 ２ ― ０ 加茂農林

三回戦 新潟中央 ２ ― ０ 新発田

四回戦 新潟中央 ２ ― ０ 高田農

準々決勝 新潟中央 ２ ― ０ 高田商

準決勝 新潟中央 １ ― ２ 長岡商

・北信越総合体育大会 （長野県長野市）

二回戦 新潟中央 １ ― ２ 福井商

・全日本高校選手権県予選大会 「ベスト８」

準々決勝 新潟中央 ０ ― ２ 新発田商

・秋季新潟地区バレーボール大会 「優 勝」

二回戦 新潟中央 ２ ― １ 吉田

三回戦 新潟中央 ２ ― ０ 新潟東

準決勝 新潟中央 ２ ― ０ 市立万代

決勝 新潟中央 ２ ― ０ 新潟青陵

・新潟県高等学校バレーボール１・２年生大会 「準優勝」

一回戦 新潟中央 ２ ― ０ 小出

二回戦 新潟中央 ２ ― ０ 三条東

準々決勝 新潟中央 ２ ― ０ 帝京長岡

準決勝 新潟中央 ２ ― ０ 中越

決勝 新潟中央 ０ ― ２ 長岡商



・北信越高等学校新人バレーボール生大会 （新潟県上越市）

バスケットボール部

・春季新潟地区大会 優勝

新潟中央 107 ‐ 71 日本文理

104 ‐ 62 新潟南

決勝リーグ 119 ‐ 43 新潟向陽

74 ‐ 51 東京学館

90 ‐ 74 北越

・県総合体育大会 優勝

新潟中央 162 ‐ 19 村上中等

146 ‐ 36 小千谷

111 ‐ 56 三条東

112 ‐ 43 新発田商業

107 ‐ 45 三条商業

決勝 79 ‐ 76 東京学館

・北信越総合体育大会（富山県）３位

一回戦 新潟中央 93 ‐ 69 金沢（石川）

二回戦 67 ‐ 64 福井商業（福井）

準決勝 76 ‐ 83 東海第三（長野）

三位決定戦 87 ‐ 64 北越

・全国高等学校総合体育大会（インターハイ 大分県）

一回戦 新潟中央 65 ‐ 58 福島西（福島）

二回戦 73 ‐ 84 昭和学院（千葉）

・北陸大会 優勝

新潟中央 112 ‐ 58 三条

95 ‐ 50 三条東

113 ‐ 29 高岡商業（富山）

準決勝 78 ‐ 62 東京学館

決勝 81 ‐ 77 常葉学園（静岡）

・全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会

（ｗｉｎｔｅｒ ｃｕｐ）新潟県予選会 優勝

新潟中央 165 ‐ 28 佐渡中等

97 ‐ 66 新潟東

準決勝 96 ‐ 48 産業大学附属



決勝 49 ‐ 45 東京学館

・秋季新潟地区大会 優勝

新潟中央 106 ‐ 68 新潟南

162 ‐ 40 新潟青陵

決勝リーグ 132 ‐ 58 新潟向陽

90 ‐ 50 北越

98 ‐ 60 東京学館

・全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会

（ｗｉｎｔｅｒ ｃｕｐ 東京都） ベスト 16

一回戦 新潟中央 98 ‐56 滋賀短大附属（滋賀）

二回戦 78 ‐ 70 湯沢翔北（秋田）

三回戦 65 ‐ 87 安城学園(愛知）

・ＢＳＮ杯 ２位

新潟中央 152 ‐ 43 長岡

155 ‐ 27 新潟清心

132 ‐ 50 新潟西

準決勝 134 ‐ 45 新発田商業

決勝 73 ‐ 74 東京学館

・北信越高校新人選手権大会（長野県）５位

一回戦 新潟中央 129 ‐ 61 長野吉田（滋賀）

二回戦 74 ‐ 107 足羽（福井）

五位決定戦 88 ‐ 67 龍谷富山（富山）

バドミントン部

・春季地区大会

（ダブルス）３回戦進出 熊倉桜子・佐藤志江留

（シングルス） ３回戦進出 熊倉桜子

・第 66 回県総体バドミントン競技大会

（女子学校対抗） １回戦 対関根学園 ３―１

・秋季地区大会

（女子学校対抗） １回戦 対新潟第一 ３―１

（ダブルス） ３回戦進出 佐藤志江留・風間恵美

（シングルス） ベスト 16 熊倉桜子

卓球部

・春季地区大会 団体６位

・県総合体育大会 ダブルス戦出場 阿部 紘子 須田 夏実 県ベスト３２



・秋季地区大会 団体５位

・県選抜大会 団体戦出場

１回戦 新潟中央 対 三条東 ３対０

２回戦 新潟中央 対 新潟青陵 ０対３

個人戦出場

五十嵐 あい

小関 友恵

テニス部

・県総合体育大会 (５／３１～６／２)

・女子団体

１回戦 ３―０ 三条

２回戦 ２―１ 新潟明訓

３回戦 ２―０ 小千谷

準々決勝 ０―２ 新潟

・新潟地区新進大会 (７／２９～３１)

・シングルス

ベスト 16 貝沼 玲奈

本間 里佳

・ダブルス

ベスト８ 貝沼・本間

・全国選抜高校テニス

一次予選 (８／２１～２２)

・女子団体

１回戦 ４―１ 新潟明訓

２回戦 ３―１ 新潟東

準決勝 ０―３ 新潟第一

３位決定 １―３ 万代

県大会 (９／１４～１５)

・女子団体

１回戦 ５―０ 柏崎

準々決勝 ０―５ 新潟第一

・秋季新潟地区大会 (８／２８～２９)

・シングルス ベスト 16 貝沼 玲奈 本間 里佳

ソフトテニス部



◎春季市民ソフトテニス大会４月１３日 （テニスガーデン新潟）

高校女子Ｂ ２位 星野麗・関場史野ペア

◎春季新潟地区大会５月６，７日（テニスガーデン新潟）

個人戦１回戦 星野・関場④‐１新潟南

本田・鷲尾３‐④北越

飯野・林１‐④吉田

五十嵐・長井０‐④新潟商業

石井・古川２‐④北越

２回戦 星野・関場３‐④新潟西

団体戦 （本田理央、鷲尾一稀、星野、関場、飯野マリナ、林菫、石井陽、五十嵐希望）

予選リーグ２敗

◎県総体５月３１日～６月２日（テニスガーデン新潟）

個人戦１回戦 星野・関場④‐１佐渡

飯野・林３‐④三条商

２回戦 星野・関場１‐④新産大附

団体戦（本田、鷲尾、星野、飯野、林、古川、石井、長井）

１回戦 ②‐１ 中条

２回戦 ０‐③ 三条

◎秋季新潟地区大会９月１０日（テニスガーデン新潟）

個人戦予選リーグ 本田・鷲尾 ３勝０敗

星野・関場 ２勝１敗

飯野・林 ０勝２敗

五十嵐・長井１勝２敗

古川・石井 ０勝３敗

決勝トーナメント 本田・鷲尾ペア

１回戦 ④‐０ 新潟北

２回戦 ④‐２ 吉田

準決勝 ０‐④ 北越

＊個人３位 本田・鷲尾ペア

県新人選抜大会、および選抜インドア個人戦に出場。

◎インドア選抜新潟地区予選会１１月１７日（西総合スポーツセンター）

団体戦（本田、鷲尾、星野、関場、林、飯野、古川、石井）

２回戦 １―②巻



ソフトボール部

・春季地区大会 第３位

〔予選リーグ〕

一回戦 新潟中央１２―６新潟江南

二回戦 新潟中央１―２万代

〔決勝トーナメント〕

準決勝 新潟中央０―８新潟商業

・県総合体育大会 第３位

一回戦 新潟中央１５―０三条商業

二回戦 新潟中央６―５五泉

準決勝 新潟中央１―３高田北城

順位決定戦 新潟中央０―２長岡商業

・北信越大会

一回戦 新潟中央１―７長野商業

・新潟県民体育大会 準優勝

一回戦 新潟中央１６―１中越・長岡向陵

準決勝 新潟中央３―１高田北城

決 勝 新潟中央２―８五泉

・秋季地区大会 準優勝

〔予選トーナメント〕

一回戦 新潟中央２２―新潟江南

決 勝 新潟中央２―７新潟商業

〔シード決定戦〕

新潟中央３―１五泉

・県新人大会 準優勝

一回戦 新潟中央１６―０中越

準決勝 新潟中央６―２長岡大手

決 勝 新潟中央４―１３新潟商業

北信越新人大会

一回戦 新潟中央０―７津幡（石川県）

ダンス部

・第六十六回 県高校総合体育大会

【最優秀賞】 「わたしのせいじゃない？」

・第二十六回 全日本高校・大学ダンスフェスティバル

【入選】 「わたしのせいじゃない？」

・第十七回 国際ユースサッカーin 新潟大会 ハーフタイム演技



・新潟市立女池小学校 公演、ダンス講習会

・新潟信愛病院・介護老人保健施設しんあい園 ボランティア公演

・新潟空港夏フェスタ 出演

・秋の全国特産品大感謝祭クレヨン旅フェスタ 2013 出演

・新潟市立関屋小学校 公演、ダンス講習会

・鏡淵小学校コミュニティー協議会

犬童球渓｢旅愁｣他 ダンス部・コーラス部合同公演

・第六十六回 全国中学校・高等学校ダンスコンクール

【準入賞三位】（ベスト６位） 「わたしのせいじゃない？」

・第十回 劇場で踊ろう！ダンスキッズ大集合！ ゲスト出演

剣道部

・春季地区大会

準々決勝 ２―１ 東京学館

準決勝 ２―０ 新潟青陵

決 勝 ０―３ 新潟商業

〈準優勝〉

・県総合体育大会

準々決勝 １―１ 新潟第一

（本数負け） 〈ベスト８〉

・秋季地区大会

準々決勝 ２―３ 分 水

〈ベスト８〉

・ＢＳＮ杯高等学校剣道選手権大会

準々決勝 １―３ 分 水

北信越代表決定戦

準決勝 ３―２ 三 条

決定戦 ２―１ 帝京長岡

〈五位〉

・全国選抜新潟県予選

準々決勝 ０―２ 新潟商業

〈ベスト８〉

・北信越高等学校剣道新人大会出場

陸上競技部

・春季新潟・下越地区大会

四〇〇Ｍ 七位 白井 優衣

八〇〇Ｍ 一位 本多あゆみ

一五〇〇Ｍ 五位 本多あゆみ



三〇〇〇Ｍ 六位 秋山 景

四〇〇Ｍハードル 八位 笹川 泉

四×一〇〇Ｍリレー 六位 （白井・今井・笹川・井村）

四×四〇〇Ｍリレー 三位 （笹川・白井・井村・本多）

砲丸投 八位 大塚 彩花

・県総合体育大会

八〇〇Ｍ 八位 本多あゆみ

・県陸上競技一年生大会

砲丸投 三位 行田 美苗

走高跳 五位 松永真由香

・秋季新潟・下越地区大会

一五〇〇Ｍ 六位 秋山 景

四×四〇〇Ｍリレー 八位（井村・松永・今井・秋山）

走高跳 五位 松永真由香

砲丸投 五位 大塚 彩花

砲丸投 七位 行田 美苗

やり投 八位 鈴木美奈実

・県高校選抜陸上競技大会

三〇〇〇Ｍ 五位 秋山 景

一五〇〇Ｍ 六位 秋山 景

砲丸投 五位 大塚 彩花

・北信越高校新人陸上競技大会

一五〇〇Ｍ 八位 秋山 景

水泳部

・春季地区大会 女子総合２位

四○○ｍメドレーリレー ３位（玉木・中川・志田・谷井）

八○○ｍ自由形 １位 小黒 康恵

四○○ｍ個人メドレー ２位 中川 栞

二○○ｍ背泳ぎ ３位 玉木 みほ

二○○ｍ自由形 ３位 小黒 康恵

一○○ｍ背泳ぎ ４位 玉木 みほ

一○○ｍバタフライ ２位 志田 瑛穂

一○○ｍ自由形 ５位 今村 静香

二○○ｍ個人メドレー ５位 中川 栞



一○○ｍ平泳ぎ ８位 谷井 彩

四○○ｍリレー ３位 （小黒・中川・今村・玉木）

・県総合体育大会 女子総合５位

（以下、北信越大会出場）

一○○ｍバタフライ ５位 志田 瑛穂

一○○ｍ自由形 ８位 今村 静香

四○○ｍリレー ７位 （玉木・中川・志田・今村）

二○○ｍバタフライ ５位 志田 瑛穂

八○○ｍ自由形 １位 小黒 康恵

五○ｍ自由形 ７位 今村 静香

四○○ｍ個人メドレー ８位 中川 栞

四○○ｍ自由形 １位 小黒 康恵

四○○ｍメドレーリレー ６位 （玉木・中川・志田・今村）

・北信越大会

八○○ｍ自由形 ２位 小黒 康恵（ＩＨ出場）

四○○ｍ自由形 ３位 小黒 康恵（ＩＨ出場）

・秋季県大会 女子総合４位

二○○ｍメドレーリレー ４位 （小黒・中川・玉木・川島 千里）

八○○ｍ自由形 １位 小黒 康恵

一○○ｍ背泳ぎ ８位 玉木 みほ

一○○ｍバタフライ ６位 中川 栞

二○○ｍ個人メドレー ５位 小黒 康恵

二○○ｍリレー ５位 （中川・玉木・川島・小黒）

スキー部

・新潟県高等学校下越地区スキー大会

回転 ３位 古川 空美

大回転 ３位 古川 空美




