
平成２８年度クラブ活動報告 

 

文学部 

 部誌を年間五部発行しました。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（Ａ日程） 

 優秀賞第２席 「片隅にある願いを」新潟中央高校演劇部 創作 

・新潟県高等学校総合文化祭演劇発表会 

優良賞 「片隅にある願いを」新潟中央高校演劇部 創作 

・新潟市高等学校演劇発表会 

「木」 藤井 絵里 作  

・創作演劇発表会に出場 

化学部 

10 月 30 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 

 内容：スライム作りの指導、ダイラタンシー 

生物部 

青少年のための科学の祭典 新潟県大会に参（アオーレ長岡） 

「動いていないのに動いて見える！『最適化型フレーザー・ウィルコックス錯視』をつくってみ

よう」 

地学部 

 第６０回日本学生科学賞 中央審査 全国入選二等 

  「貝化石群集が語る太古の海面変動」水野優里，石山江莉 皆川夏凜，穴田萌笑 

第６０回日本学生科学賞 新潟県審査会 最優秀賞 

「貝化石群集が語る太古の海面変動」   水野優里，石山江莉 皆川夏凜，穴田萌笑 

第４０回全国高等学校総合文化祭自然科学部門（広島県広島大学サタケメモリアルホール） 

○研究部門 優秀賞（全国第二位） 

「小出川（こいでがわ）貝化石の謎を追え！」貝化石群集の摩耗度・捕食孔から探る堆積環境 

   水野優里，石山江莉 皆川夏凜，穴田萌笑    

新潟県高等学校総合文化祭 第８回自然科学系クラブ研究発表会（新発田市生涯学習センター） 

○研究部門 優秀賞 全国大会出場決定 

「糸魚川ー静岡構造線東西に分布する海岸レキの形成過程」 

遠山裕茉 亀山亜珠 大地 彩 佐藤愛海 



○ポスター部門 優秀賞 北信越大会出場 

  「波石の微褶曲形成の謎」 宮村海利 吉田杏美佳 窪田早乃佳 

 ○活動報告部門 優秀賞 

 「ペルセウス座流星群～活動報告～in鹿瀬」阿部日向子 佐々木日向 

・第４回北信越地区自然科学部研究発表会（富山県富山市北陸電力エネルギー科学館） 

研究奨励賞 「波石の微褶曲形成の謎」 宮村海利 吉田杏美佳 窪田早乃佳 

・ジオパーク新潟国際フォーラム （新潟市朱鷺メッセ）演示ブース出展 

・平成２８年度新潟中央高校母校会総会 ポスターセッション出展 

・新潟薬科大学応用生命学部高等学校理科系部活動支援事業 報告会 発表 

コーラス部 

・第６回 クラシックストリート 出演 

演奏曲 作曲 リムスキー＝コルサコフ 

      「雨雲～過ぎ去った嵐の名残りの雨雲よ～」他６曲   

・ラ・フォル・ジュルネ 出演 

 演奏曲 作曲 カライ 「夜」 他 

・第 83 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 朝井 リョウ 作曲 三宅 悠太 「次元」 

自由曲 作詞 大手 拓次  作曲 信長 貴富 

     『風のような歌は』より「月色の羽音―歌のゆくえー」  

・第 83 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 71 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 

課題曲 作詞 星野 富弘 作曲 なかにしあかね 「木のように」 

自由曲 作詞 大手 拓次 作曲 信長 貴富 

      『風のような歌は』より「月色の羽音―歌のゆくえー」  

・第 71 回 全日本合唱コンクール 関東支部大会Ｂ（33人以上）部門 銀賞 

・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 15 回新潟県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 

 アンサンブル Cloud  

 演奏曲 作詞 プーシキン 作曲 リムスキー＝コルサコフ 

     「雨雲～過ぎ去った嵐の名残りの雨雲よ～」 

     作詞 アポリネール 作曲 パドガイツ 

     「秋～病めるほど美しい秋～」 

 アンサンブル Moon 

 演奏曲 作詞 大手 拓次 作曲 信長 貴富 



     『風のような歌は』より「月色の羽音―歌のゆくえー」 

・第 6 回ヴォーカルアンサンブルコンテスト 新潟県代表出場（３月 12日） 

 器楽・管弦楽部 

・第 40 回全国高等学校総合文化祭・広島大会 【文化連盟賞】 

  演奏曲 スラヴ行進曲 （Ｐ．Ｉ．チャイコフスキー作曲） 

・平成 28年度新潟県高等学校器楽・管弦楽部門発表会 【優秀賞】 

  ○木管アンサンブル『クープランの墓』より「メヌエット」「リゴドン」（Ｍ．ラヴェル作曲） 

  ○オーケストラ 

・スラヴ行進曲（Ｐ．Ｉ．チャイコフスキー作曲） 

   ・オペラ座の怪人メドレー（Ａ．Ｌ．ウェバー作曲／Ｃ．カスター編曲） 

・第 40 回新潟県アンサンブルコンテスト（高等学校の部） 

【銀賞】フルート３重奏 

   月明かりの照らす３つの情景（高橋 宏樹 作曲） 

   Fl.1 畠山 弘人 Fl.2 渡邉 らら Fl.3 佐藤 舞香 

 【銅賞】金管８重奏 

   金管８重奏のための文明開化（高橋 宏樹作曲） 

   Tp.1 畑中 南緒 Tp.2 近藤 里咲 Tp.3 西村里奈 Hr. 森谷 菫  

Trb. 武田 柚月 Trb.2 斎須 圭 Eup. 髙岡 瑞紀 Tub. 荒川 美優 

筝曲部 

･第 40 回全国高等学校総合文化祭・広島大会 文化連盟賞 演奏曲 須唄流三章 

･第 30 回新潟県高等学校総合文化祭日本音楽演奏発表会 優秀賞 

（第 41 回全国高等学校総合文化祭出場決定）演奏曲 須唄流三章 

コンピューター部 

・秋桜祭にむけて ＳＡＩおよびＭＭＤでの作品作成・発表 

美 術 部 

・第三〇回新潟県高等学校総合文化祭出品 

長倉 優奈  渡邉 菜月  中村 春翔  本間 悠水  坂本 紗莉奈 

本間  慧  前田 杏華  亀山 亜珠  網干 夢加 

・平成二十八年度新潟地区高等学校美術・工芸、書道展出品 

長倉 優奈  渡邉 菜月  中村 春翔  本間 悠水  坂本紗莉奈  本間  慧 

亀山 亜珠  網干 夢加  瀨戸ひなた  池原 美穂  金子萌菜美  髙橋 華凜 

髙橋 春花  長井 咲樹  原  美雪  渡邉 優以  太田百佳子  松橋 涼佳 

山田 実来  大塚 美里  近 海夕夏  古川 歌恋  風間  海  田中 有咲 

波多野美樹  斎藤 実愛  星野 優月 

書道部 

・新潟県高等学校総合文化祭第 30回美術・工芸、書道展 

出品 大島 花奈 加藤真由子 小山 実恵 田中 美歩 中村 博美 

・第 15 回岐阜女子大学全国書道展 



 特賞 中村 博美 

・平成 28年度新潟地区高等学校美術・工芸、書道展 

 出品 安澤もに香 池端  萌 小倉 渚彩 神田萌々菜 木村 美鈴 

 熊谷 亜子 佐藤 亜海 住吉 美羽 

 

カメラ部 

平成 28 年度 新潟県高等学校総合文化祭「第 30 回 写真専門部展」 

奨励賞 二年  髙野 史帆 一年  遠藤 小夏 

入選  二年  山上 唯  一年 岩崎 晃和 

萬代橋１３０周年フォトコンテスト  優秀賞 三年 林 結稀 

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 

新潟県高等学校総合文化祭 新潟県高等学校いけばな展       

〈オブジェ 出品〉  鈴木 舞   吉藤 奏穂  鈴木 美優  井上 悠  藤田 舞 

尾澤 愛実  松縄 景子  櫻井 愛華  清水梨那  風間すみれ 田中 詞惟 

茶道部 

茶会開催（秋桜祭） 

園芸部 

３月 植え付け ジャガイモ 

４月 花壇（畑）整備 作付面積を増やす 

   ※カイヅカイブキを伐採してもらったことで日当たりが向上した 

５月 畝立て、種苗・ポール等仕入れ 

 苗植え付け キュウリ・ナス・トマト（二種）・サトイモ・ピーマン・モロヘイヤ 

キュウリ用棚・トマトらせんポール設置 除草・水遣り（随時） 

６月 ロシアヒマワリ種まき、不織布直がけ チューリップ球根掘り上げ 

   苗植え付け スイカ・サツマイモ 

７月 水遣り・除草・除虫（随時） 収穫 ジャガイモ カラス対策ネット・テグス張り 

８月 収穫（随時） キュウリ・トマト・ナス・ピーマン・モロヘイヤ 

９月 収穫（随時） 植え付け 芽キャベツ ペットボトル水耕栽培開始 ミニトマト 

10 月 棚・ポールの撤収 

11 月 収穫 サトイモ・サツマイモ 

12 月以降 作業継続中 

Ｊ・Ｒ・Ｃ部 

○校内で熊本県地震災害義援金の募金活動を行い、二七、六七四円を日本赤十字社にお届けしまし



た。 

○東日本大震災義援金の募金活動を秋桜祭で行い、一六、〇二五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。 

○新潟市地区リーダーシップ研修に参加しました。 

○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。 

○中央区社会福祉協議会主催のサマーチャレンジボランティアに参加し、保育園やデイサービスセ

ンター、ひまわりクラブなど様々な場所でボランティア活動をさせていただきました。 

○高文連主催の県高校ボランティア大会に参加し、活動発表を行いました。 

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へ伺い、園児と交流しながら保育について学んでい

ます。今年度は、手作りカレンダーを製作し、園児へプレゼントしました。 

鈴かけ新聞部 

・第４０回全国高等学校総合文化祭（広島大会） 新聞部門 文化連盟賞 

・第２０回新潟県高等学校新聞コンクール 優秀賞（１位） 

来年度の全国大会（宮城大会）出場決定 

放送部 

第 63 回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト新潟県大会 

朗読部門        9 名出場 

アナウンス部門    １名出場 

創作ラジオドラマ部門 第２位「百色眼鏡」「新・勉強の書」出品 

創作テレビドラマ部門 「オカルトとミステリー」出品 

テレビドキュメント部門 「つくる うみだす」出品 

第 63 回ＮＨＫ杯全国放送コンテスト 

創作ラジオドラマ部門「百色眼鏡」出場 

第 36 回ＱＫ杯校内放送コンクール兼第 29 回新潟県高等学校放送コンクール 

ラジオ番組部門 「神社～Ｙｅｌｌ」 

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２８年度総体一次予選登山大会（南魚沼市 巻機山コース）全員無事下山  

・平成２８年度春季新潟地区大会（阿賀野市五頭山 松平山コース）全員無事下山 

・第６９回新潟県総合体育大会 登山大会（南魚沼市 平標山コース）優秀校 

・第２８回北信越高等学校登山大会（富山県立山町立山 雄山 3003m） 

一ノ腰で一名リタイア 三名無事下山 

・平成２８年度秋季全県登山大会（南魚沼市巻機山コース） 七合目リタイア 

バレーボール部 



・春季新潟地区バレーボール大会 「ベスト１６」 

  二回戦  新潟中央 ２ ― ０ 新潟明訓  

  三回戦  新潟中央 ０ ― ２ 巻 

・県総合体育大会        「ベスト３２」 

  二回戦  新潟中央 ２ ― １ 長岡向陵 

  三回戦  新潟中央 ０ ― ２ 中越 

・全日本高校選手権新潟地区予選大会 「県大会出場権獲得」  

  予 選  新潟中央 ２ ― ０ 新潟   

       新潟中央 ２ ― １ 分水      

・全日本高校選手権県予選大会   「ベスト１６」 

  予 選  新潟中央 ２ ― １ 高田  

       新潟中央 ２ ― ０ 村上桜ヶ丘      

       新潟中央 ０ ― ２ 柏崎常盤 

・秋季新潟地区バレーボール大会  「第３位」 

  二回戦  新潟中央 ２ ― ０ 新潟東 

  三回戦  新潟中央 ２ ― ０ 新潟西 

  準決勝  新潟中央 ０ ― ２ 北越 

シード決定戦 新潟中央 ０ ― ２ 新潟青陵 

・新潟県高等学校バレーボール１・２年生大会「ベスト１６」 

  一回戦  新潟中央 ２ ― ０ 村上桜ヶ丘 

  二回戦  新潟中央 ０ ― ２ 関根学園 

バスケットボール部 

・春季新潟地区大会 ２位 

   新潟中央 ○ ‐ ● 新潟東 

        ○ ‐ ● 新潟明訓 

 決勝リーグ  ○  ‐ ●  北越 

        ○ ‐ ● 新潟清心女子 

        ●   ‐ ○  東京学館 

・県総合体育大会  ベスト８ 

   新潟中央 ○ ‐ ● 新潟明訓 

        ○ ‐ ● 新潟商業 

        ○  ‐ ● 新潟第一 

   準々決勝 ● ‐ ○ 長岡大手 

・北陸大会     ３位 



   新潟中央 ○ ‐ ● 佐渡総合 

        ○ ‐ ●  新発田商業 

        ○ ‐ ● 長岡大手 

    準決勝 ● ‐ ○ 新潟産大附 

・全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 新潟県予選会 ベスト８ 

   新潟中央 ○ ‐ ● 新潟向陽 

        ○ ‐ ● 佐渡 

   準々決勝 ●  ‐ ○ 長岡大手 

・秋季新潟地区大会 優勝 

   新潟中央 ○ ‐ ● 北越 

        ○ ‐ ● 日本文理 

 決勝リーグ  ○  ‐ ● 東京学館 

        ○  ‐ ● 新潟商業 

        ○  ‐ ●  新潟清心女子 

・ＢＳＮ杯    ２位 

   新潟中央 ○ ‐ ● 柏崎常盤 

        ○ ‐ ● 新潟 

        ○ ‐ ● 長岡 

    準決勝 ○ ‐ ● 新潟産大附 

    決 勝 ●  ‐ ○ 開志国際 

・北信越新人大会  ４位 

   新潟中央 ○ –  ● 長野吉田（長野） 

○ -  ●  高岡第一（富山） 

    準決勝 ● -  ○ 足羽（福井） 

  ３位決定戦 ● - ○ 東海大諏訪（長野） 

バドミントン部 

春季地区大会 

（ダブルス）  三回戦進出 本間葵・上村夏生  斉藤麻奈・三富千聖 

        四回戦出場 小畑慶夏・仲野真実 

（シングルス） 三回戦出場 本間葵 上村夏生 

新潟県高等学校総合体育大会（学校対抗） ベスト 16 

     一回戦  新潟中央 ３―１ 高田農業 

     二回戦  新潟中央 ３―０ 新発田 

     三回戦  新潟中央 ３―０ 六日町 

     四回戦  新潟中央 １―３ 長岡商業 

秋季地区大会 



（学校対抗）  一回戦  新潟中央 ３―１ 巻総合 

        二回戦  新潟中央 ０―３ 新潟青陵 

（ダブルス）  三回戦進出 相田未夢・広川歩実   仲野真実・内山紗智 

（シングルス） 三回戦出場 内山紗智 

卓球部 

・春季地区大会  団体７位 

・県総合体育大会 個人戦出場 井田 恭菜  片山 瞳  黒田 咲 

・秋季地区大会  団体７位 

・県選抜大会   個人戦出場 黒田 咲  片山 瞳  田窪 茉依 

硬式テニス部 

・全日本ジュニアテニス選手権大会 新潟地区予選 (３月 30 日～４月１日) 

・女子ダブルス（18 歳以下）６位  小柳夏鈴・志田眞子 組 

・春季新潟地区大会 (５月９日～10 日) 

・女子シングルス ベスト 16 志田 眞子 

・県総合体育大会 (６月３日～５日) 

・女子団体 ベスト 16 

  １回戦 新潟中央２―１国際情報 

  ２回戦 新潟中央０―２長岡 

・女子シングルス １回戦敗退 志田 眞子 

・新潟地区新進大会 (７月 28～29 日) 

・女子シングルス ベスト 16 小林 真奈美 山崎 真由   

・全国選抜高校テニス大会 

新潟・下越地区一次予選 (８月 22 日～23 日) 

・女子団体 ８位 

 県予選（９月 24 日） 

 ・女子団体 ベスト 16 

     １回戦 新潟中央０―３長岡 

・秋季新潟地区大会 (９月５日～７日) 

・女子シングルス 

  ベスト 16 小林 真奈美 長澤 優美 

・女子ダブルス 

  ベスト８ 小林真奈美・長澤優美 組 

・新潟県高校選手権大会 (９月 17 日～18 日) 

・女子シングルス 

  ２回戦敗退 小林 真奈美 長澤 優美 

・女子ダブルス 

  １回戦敗退 小林真奈美・長澤優美 組 

ソフトテニス部 



◎春季新潟地区大会  

  個人戦１回戦 高橋・庭山④‐１新潟 

         椎谷・乙川０‐④北越          

            安藤・小岩④‐１加茂農林 

         入澤・廣川１‐④巻 

         村木・佐藤２‐④新潟南 

         加藤・石川２‐④分水 

小野・渡辺０‐④巻 

服部・田口０‐④北越 

２回戦 高橋・庭山０‐④燕中等 

安藤・小岩２‐④新潟 

団体戦（小岩、高橋、庭山、椎谷、安藤、乙川、入澤、廣川） 

予選リーグ ０勝２敗 

         ０‐③北越 

         １‐②新潟 

◎県総体 

個人戦１回戦 高橋・小岩④‐２糸魚川白嶺 

         椎谷・庭山２‐④長岡向陵 

     ２回戦 高橋・小岩１‐④中越 

団体戦（小岩、高橋、庭山、椎谷、安藤、乙川、入澤、加藤） 

     １回戦 １‐②三条東 

◎秋季新潟地区大会 

ダブルス１回戦 安藤・田口④‐２新潟清心 

服部・廣川１‐④新潟商業  

加藤・乙川２‐④新潟西 

渡辺・佐藤④‐２吉田 

２回戦 安藤・田口１‐④ 巻 

渡辺・佐藤０‐④北越 

シングルス１回戦  安藤０‐④巻 

           乙川０‐④北越 

           加藤０‐④新潟商業 

◎インドア選抜新潟地区予選会 

  団体戦 （安藤、乙川、廣川、佐藤、加藤、服部、渡辺） 

       予選リーグ１勝１敗 

１‐②新潟商業 

         ②‐１新潟西 

ソフトボール部 

・春季地区大会（リーグ戦）２位（３勝１敗） 



       新潟中央１７―０新潟江南 

       新潟中央１―４新潟商業 

       新潟中央８―０新潟東 

       新潟中央７―０五泉 

・県総合体育大会 第３位 

２回戦   新潟中央８―４長岡商業 

準決勝   新潟中央０―４高田北城 

 代表決定戦 新潟中央７―３新潟東 

・北信越大会  

 １回戦   新潟中央６―７三国（福井県） 

・秋季地区大会（リーグ戦） 

       新潟中央９―１２新潟東 

       新潟中央２―９新潟商業 

       新潟中央５―６五泉 

       新潟中央１６―１新潟向陽 

・県新人大会  

 １回戦   新潟中央８―１合同チーム 

２回戦   新潟中央１１―１２高田北城 

ダンス部 

・第６９回 新潟県高等学校総合体育大会「innovation―激動の時代、今こそ奮起せよ―」 

・第２９回 全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸） 

【審査員賞】（ベスト１６）「プログレス―未だ見ぬ時代を開化せよ―」 

・第１９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 

・高校生ダンスフェスティバル 出演  

・CoCoLo 新潟オータムフェスタ 出演 

・第１０回東日本大震災チャリティダンスフェスタ百花繚乱 ゲスト出演 

・鏡淵小学校コミュニティー協議会  

犬童球渓｢旅愁｣、新潟市民歌「砂浜で」他 ダンス部・コーラス部合同公演 

・平成２８年度新潟県高等学校秋季ダンス発表会 

   「波瀾万丈！？人生ゲーム」 

   「I Don’t Want to Miss a Thing」 

・第６９回 全国中学校・高等学校ダンスコンクール 【入賞２位】（２位） 

「プログレス―未だ見ぬ時代を開化せよ―」 

剣道部 

・春季地区大会 

 〈女子団体〉３位 



・新潟県総合体育大会剣道大会 

 〈女子団体〉優勝 

    決 勝  ３―２  新潟商業         

 〈女子個人〉２位 皆川祐里奈 ３位 久代恵理 

・北信越高等学校剣道大会 

〈女子団体〉出場 

〈女子個人〉５位 皆川祐里奈 出場 久代恵理 

・全国高等学校総合体育大会剣道大会 

〈女子団体〉出場 

〈女子個人〉出場 皆川祐里奈 

・北信越国民体育大会 

〈少年女子〉２位 皆川祐里奈 

・秋季地区大会 

 〈女子団体〉３位 

 〈女子個人〉３位 久代恵理 

・ＢＳＮ杯高等学校剣道選手権大会 

 〈女子団体〉３位 

・全国選抜新潟県予選 

〈女子団体〉優勝 

    決 勝  １―１  新潟商業 

        （代表戦）         

・北信越高等学校新人剣道大会 

〈女子団体〉出場 

・全国高等学校剣道選抜大会 

〈女子団体〉出場 

陸上競技部 

春季新潟・下越地区大会 

１００ｍ ６位 平嶺 綾乃 

４００ｍ ５位 平嶺 綾乃 

４００ｍ ７位 清水 美由紀 

８００ｍ ５位 渡辺 早紀 

１５００ｍ ３位 渡辺 早紀 

４×１００Ｒ ７位 （堀内・平嶺・若木・金子） 

４×４００Ｒ ５位 （堀内・清水・若木・平嶺） 

砲丸投  ６位 中山芽 

やり投  ４位 政谷 美有 

新潟県総合体育大会 

４００ｍ ６位 平嶺 綾乃 



１５００ｍ ５位 渡辺 早紀 

４×４００RＲ ５位 （清水・渡辺・若木・平嶺） 

北信越高校総体 

４×４００Ｒ ８位 （清水・渡辺・若木・平嶺） 

１５００ｍ 出場 渡辺 早紀 

新潟県陸上競技１年生大会 

走幅跳 ６位 齊藤 沙耶 

砲丸投 １位 中山 芽 

秋季新潟・下越地区大会 

１５００ｍ ２位 渡辺 早紀 

３０００ｍ ２位 渡辺 早紀 

５０００ｍＷ １位 関根 雅 

５０００ｍＷ ２位 木山 千皓 

砲丸投   １位 中山 芽 

ハンマー投 ４位 中山 芽 

新潟県高校選抜陸上競技大会 

１５００ｍ ３位 渡辺 早紀 

３０００ｍ ３位 渡辺 早紀 

５０００ｍＷ ３位 関根 雅 

５０００ｍＷ ８位 木山 千皓 

砲丸投   １位 中山 芽 

北信越高校新人大会 

１５００ｍ ４位 渡辺 早紀 

３０００ｍ ２位 渡辺 早紀 

砲丸投   出場 中山 芽 

５０００ｍＷ 出場 関根 雅 

東日本女子駅伝 新潟県代表 渡辺 早紀 

全国都道府県対抗女子駅伝大会 新潟県代表 渡辺 早紀 

水泳部 

・秋季県大会  

 一○○ｍバタフライ 灰野 梨央 

         二位  1 分 03 秒 42  

二○○ｍ個人メドレー  

                六位 2 分 32 秒 16・県総合体育大会 女子総合５位 

 

 

 



 


