平成 31･令和元(2019)年度
○アーチェリー部
新潟県高等学校春季体育大会(全県)
女子個人 ２位(２年)
男子団体 １位(上位３名の合計点数)
男子個人 ３位(３年)、４位(３年)、５位(２年)
新潟県高等学校総合体育大会(全県)
女子団体 ２位(上位３名の合計点数)
女子個人 ４位(２年)、５位(２年)、６位(２年)
男子団体 １位(上位３名の合計点数)
男子個人 ２位(３年)、３位(３年)、４位(２年)、
５位(３年)、６位(３年)
北信越高等学校体育大会
女子団体 ７位(上位３名の合計点数)
女子個人 １４位 (２年)
２３位 (２年)
２７位 (２年)
３０位 (２年)
男子団体 ３位(上位３名の合計点数)
男子個人
６位 (３年)
１８位 (３年)
２１位 (３年)
２３位 (３年)
全国高等学校総合体育大会
男子団体出場メンバー
(３年３名)、(２年１名)
男子団体予選ラウンド ３８位
男子個人予選ラウンド
９６位 (３年)
１２４位 (３年)
１７１位 (３年)
国体県１次予選
少年女子個人
３位 (２年)
少年男子個人
２位 (３年)
３位 (３年)
国体県２次予選
少年女子個人
３位 (２年)
少年男子個人
２位 (３年)
３位 (３年)
国体県最終予選
少年女子個人
１位 (２年)
少年男子個人
１位 (３年)
２位 (３年)
３位 (２年)
北信越国民体育大会
少年女子団体
２位 （県内３名中、本校１名出場）
少年女子個人 １２位 (２年)
少年男子団体
４位 （県内３名中、本校３名出場）
少年男子個人
８位 (３年)
９位 (３年)
１１位 (３年)
新潟県高等学校秋季地区体育大会(全県)
７０ｍＷ×２の部女子
１位(２年)、２位(２年)、４位(２年)、
５位(２年)、６位(２年)
７０ｍＷ×２の部男子
１位(２年)、３位(２年)、５位(２年)
３０ｍ×４の部男子
１位(１年)、２位(１年)、４位(１年)、
５位(１年)、６位(１年)
全国高等学校選抜大会新潟県予選会
７０ｍＷ×２の部女子
１位(２年)、２位(２年)、３位(２年)、
４位(２年)、６位(２年)
７０ｍＷ×２の部男子
１位(２年)、３位(２年)
３０ｍ×４の部男子
１位(１年)、２位(１年)、３位(１年)、
５位(１年)、６位(１年)
全国高等学校選抜大会
(令和２年３月２６(木)～２８(土)静岡県掛川市)
女子個人 (２年)出場予定（開催中止）
男子個人 (２年)出場予定（開催中止）

クラブ成績

○剣道部
新潟県高等学校春季地区大会中越地区剣道大会
男子個人 第３位 （３年）
第５位 （３年）
第５位 （２年）
男子団体 予選リーグ２位 予選敗退
新潟県高等学校総合体育大会剣道大会
男子個人 ３回戦敗退 （３年）
３回戦敗退 （２年）
２回戦敗退 （３年）
男子団体 予選リーグ２位 予選敗退
新潟県高等学校秋季地区大会中越地区剣道大会
男子個人 ２回戦敗退 （２年）
BSN 高等学校剣道選手権大会
男子団体戦（混成チーム） １回戦敗退

○卓球部
春季中越地区大会
男子学校対抗戦 第２位
男子個人戦
優 勝 （３年）
ベスト８ （３年）
ベスト 16 （３年）
以上３名県総大会出場へ
春季市内高等学校卓球大会
男子団体戦 優 勝
秋季中越地区大会
男子個人戦
ベスト 40（１年）
県選抜大会出場へ

○サッカー部
令和元年度新潟県高等学校春季中越地区体育大会
サッカー競技大会
１回戦 長岡工７－０十日町総合
２回戦 長岡工０－６長岡向陵
９位～１２位決定戦 長岡工３－２小出
県総体への出場決定
第 72 回新潟県高等学校総合体育大会
サッカー競技大会
１回戦 長岡工２－５新発田
U-18 サッカーリーグ 2019 新潟県 ４部Ａグループ
９チームによる総当たり戦で、５勝２分１敗
９チーム中２位となりプレーオフ戦に進出
４部プレーオフ戦
１回戦 長岡工３－０柏崎
２回戦 長岡工４－０新津
４チーム中１位となり
来シーズンの３部への昇格確実
令和元年度新潟県高等学校秋季中越地区体育大会
サッカー競技大会
１回戦 長岡工９－１十日町総合
２回戦 長岡工０－４長岡向陵
第 98 回全国高等学校サッカー選手権大会
新潟県大会
１回戦 長岡工３０－１栃尾
２回戦 長岡工 ４－１柏崎工
３回戦 長岡工 ０－４新潟明訓

○テニス部
春季地区大会
男子シングルス ベスト 16 （３年）
、（２年）
ベスト 32 （３年）、（１年）
男子ダブルス
ベスト８ （３年）・（３年）
新潟県高等学校総合体育大会
男子団体戦 １回戦 長岡工１－２新潟江南
男子シングルス出場 （３年）、
（２年）
男子ダブルス出場 （３年）
・（３年）
全日本ジュニアテニス選手権大会
新潟県中越地区予選大会
U18 男子シングルス 第４位 （３年）
U18 男子ダブルス ベスト８ （３年）・（３年）
U16 男子シングルス 第５位 （１年）
全日本ジュニアテニス選手権大会
新潟県予選大会
U18 男子シングルス出場 （３年）
U16 男子シングルス出場 （１年）
秋季地区大会
男子シングルス ベスト８ （２年）
ベスト 16 （１年）
男子ダブルス
第３位 （２年）
・（１年）
新潟県高等学校テニス選手権大会
男子シングルス出場
（２年）、（１年）
男子ダブルス出場
（２年）
・（１年）
中越地区高校新進テニス大会
男子シングルス ベスト８ （１年）
ベスト 16 （２年）
男子ダブルス
準優勝
（２年）
・（１年）
ベスト 16 （２年）
・（２年）
全国選抜高校テニス大会新潟県大会 １次予選
男子団体 １回戦
長岡工４－１柏崎
２回戦
長岡工０－３長岡向陵
（ベスト８）

○水泳部
春季地区大会
男子 50m 自由形
24 秒 69 第３位 （３年）
男子 100m バタフライ
56 秒 70 第３位 （３年）
春季新潟県大会
男子 50m 自由形
24 秒 72 第３位 （３年）
男子 100m バタフライ
57 秒 03 第３位 （３年）
春季北信越大会
男子 50m 自由形
24 秒 37 第５位 （３年）
男子 100m バタフライ
56 秒 61 第３位 （３年）
全国高校総体
男子 50m 自由形
24 秒 55 49 位 （３年）
男子 100m バタフライ
57 秒 12 41 位 （３年）
秋季新潟県大会
男子 50m 自由形
24 秒 32 第３位 （３年）
男子 100m バタフライ
57 秒 49 第３位 （３年）
男子 200m 背泳ぎ
2 分 42 秒 08 第７位 （１年）

○山岳部
第 72 回新潟県高等学校総合体育大会登山大会
令和元年度全国高等学校総合体育大会
新潟県予選会登山大会
団体男子 7 位

○バスケットボール部
春季中越地区バスケットボール競技大会
２回戦 長岡工５９－７３小千谷西
新潟県高等学校総合体育大会バスケットボール競技
１回戦 長岡工 150－２１松代高校
２回戦 長岡工６１－６５新潟西
近県バスケットボール選手権大会
２回戦 長岡工８９－６３佐渡総合
３回戦 長岡工３９－９１北越
秋季中越地区バスケットボール競技大会
１回戦 長岡工６０－５８六日町
２回戦 長岡工６２－６６三条
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（１次）
１回戦 長岡工 111－４９新潟向陽
２回戦 長岡工８３－５１長岡農業
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（２次）
１回戦 長岡工６０－８８佐渡
BSN 杯新潟県高等学校バスケットボール大会
１回戦 長岡工６９－７２佐渡総合
北陸バスケットボール選手権大会
１回戦 長岡工５０－８６北越
新潟県リーグ 中越地区 B１リーグ ５チーム中 2 位
プレーオフ 長岡工６９－６８十日町総合
長岡工４０－７８八海
長岡工５６－７６中越
○バドミントン部
春季地区大会
個人戦 ダブルス
優 勝 （３年）
（３年）
準優勝 （２年）
（２年）
第３位 （３年）
（３年）
個人戦 シングルス
準優勝（３年）
、第３位（２年）、第３位（３年）
第５位（３年）
、第７位（２年）
新潟県高等学校総合体育大会
学校対抗戦
１回戦 シード
２回戦 長岡工３－０新潟南
３回戦 長岡工３－０柏崎常盤
４回戦 長岡工３－０新潟東
５回戦 長岡工３－０関根学園
準決勝 長岡工０－３新発田南
順位決定戦 長岡工０－３開志国際（第３位）
個人戦 ダブルス
ベスト 16 （３年）
（３年）
ベスト 16 （２年）
（２年）
個人戦 シングルス
ベスト 16 （２年）
北信越高等学校体育大会
学校対抗戦
１回戦 長岡工３－１市立長野（長野県）
２回戦 長岡工０－３高岡第一（富山県）
（ベスト 16）
国体候補選手選考会（新潟県予選会）
少年男子ダブルス
ベスト 16 （２年）
（２年）
秋季地区大会
学校対抗戦
１回戦 シード
２回戦 長岡工３－０十日町総合
３回戦 長岡工３－０中越
準決勝 長岡工３－０三条
決 勝 長岡工３－０長岡大手（優勝）
個人戦ダブルス
優 勝 （２年）
（２年）
第５位 （１年）
（１年）
第７位 （２年）
（２年）
個人戦シングルス
第３位 （２年）
、第５位 （２年）
１年生シングルス
優 勝 （１年）
新潟県高等学校選抜大会
学校対抗戦
１回戦 長岡工３－０佐渡総合
２回戦 長岡工０－３北越（ベスト８）
個人戦ダブルス
ベスト 16 （１年）
（１年）
個人戦シングルス
ベスト 16 （２年）

○バレーボール部
平成 31 年度新潟県高等学校春季地区体育大会 中越
地区バレーボール大会
１回戦 長岡工２－０塩沢商工
２回戦 長岡工２－０新潟県央工
準決勝 長岡工０－２小千谷
シード決定戦 長岡工０－２六日町（第３位）
新潟県高等学校総合体育大会
２回戦 長岡工２－０新潟西
３回戦 長岡工０－２新発田中央
令和元年度新潟県高等学校秋季地区体育大会
中越地区バレーボール大会
１回戦 長岡工２－１国際情報
２回戦 長岡工２－０加茂
準決勝 長岡工１－２小千谷
県大会出場決定戦 長岡工２－０長岡向陵（第３位）
第 72 回全日本バレーボール高等学校選手権大会
新潟県予選会
１回戦 長岡工２－０新潟明訓
２回戦 長岡工０－２新潟第一

○野球部
第 140 回北信越地区高等学校野球大会新潟県大会
１回戦 長岡工１４－３小出
２回戦 長岡工 ３－５帝京長岡
第 101 回全国高等学校野球選手権新潟大会
２回戦 長岡工２－６ 三条東
第 141 回北信越地区高等学校野球大会新潟県大会
２回戦 長岡工１４－０白吉阿村
（白根・吉田・阿賀野・村松）
３回戦 長岡工 ３－１新潟県央工
４回戦 長岡工 ８－４新津南
準々決勝 長岡工 ０－２北越（ベスト８）

○ラグビー部
平成 31 年度新潟県高等学校春季地区体育大会
ラグビーフットボール競技大会
B グループ １回戦 長岡工 対 合同 B（柏崎工・
高田・長岡向陵・小千谷西・関根学園）
※長岡工は、棄権のため不戦敗
第 72 回新潟県高等学校総合体育大会
ラグビーフットボール大会
１回戦 合同 C（長岡工・新潟商）７－８６長岡
平成 31 年度第６回全国高等学校
７人制ラグビーフットボール大会新潟県予選大会
予選プール A 長岡工０－５０巻
予選プール A 長岡工０－４３新潟工
※予選プール３位につき、決勝トーナメント戦に進めず

第 99 回全国高等学校
ラグビーフットボール大会新潟県大会
予選 B リーグ 長岡工９０－０柏崎工
予選 B リーグ 長岡工１２－４８長岡
※B リーグ２位につき、決勝トーナメント戦に進めず

第 37 回 NHK 杯新潟県高等学校
ラグビーフットボール大会
１回戦 合同 B（長岡工・柏崎工・高田・関根学園）
５－１０長岡

○陸上競技部
春季上越・中越地区大会
男子円盤投
32m43
女子砲丸投
7m36
県１年生大会
男子やり投
41m61
女子円盤投
18m67
秋季上越・中越地区大会
男子円盤投
28m62
男子やり投
45m54
女子砲丸投
8m59
女子円盤投
25m12

第６位 （３年）
第８位 （１年）
第３位 （１年）
第２位 （１年）
第８位
第３位
第３位
第６位

（１年）
（２年）
（１年）
（１年）

○放送局
第 66 回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト
テレビドキュメント部門
作品名「urakata days」 ２位入賞
第 66 回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト
テレビドキュメント部門
作品名「urakata days」 制作奨励賞受賞
第 43 回全国高等学校総合文化祭（2019 さが総文）
テレビ番組部門
作品名「糸魚川-諏訪縄文ロマン二つの石」
（ブロック２位）
第 39 回ＱＫ杯校内放送コンクール
兼 第 32 回新潟県高等学校放送コンクール
テレビ番組部門
作品名「長岡のエェ融」 １位入賞
第 16 回北信越高等学校選抜放送大会・石川大会
ビデオメッセージ部門
作品名「長岡のエェ融」出場
○化学部
第９回新潟県化学インターハイ
実験総合
第３位 （１年３名）
中級実験種目
第１位 （１年３名）
初級実験種目
第３位 （２年３名）
○写真部
新潟県高等学校文化連盟主催写真専門部
第２３回撮影大会・新潟大会
優秀賞 （２年）
新潟県高等学校文化連盟主催 写真専門部
第３３回写真専門部展
入選 （１年２名）、（２年３名）
○書道部
新潟県総合文化祭
第 33 回美術･工芸･書道展 出品
（３年）
題 「臨 曹全碑」
（３年）
題 「臨 張猛龍碑」
（１年）
題 「臨 蘭亭序」
令和元年度長岡地区高等学校総合文化祭
美術･書道展 出品
（３年４名）、
（１年）
○文芸部
令和元年度新潟県高等学校
文芸コンクール｢高校文芸｣第 34 号
短歌部門 入選 （３年）
○美術部
令和元（2019）年度長岡地区高等学校
美術書道展 出品
（３年８名）、
（２年）
、
（１年）
○ロボット部
【アイデア部門】
第 27 回全国高等学校ロボット競技大会新潟県大会
チーム名：長工＿じもあい at2、長工＿TAKE2（３年）
チーム名：長工＿Liberator（２年）
チーム名：長工＿円卓の騎士団（１年）出場
準優勝 長工＿円卓の騎士団（１年）
奨励賞 長工＿じもあい at2（３年）
第 27 回全国高等学校ロボット競技大会新潟大会
チーム名：長工＿円卓の騎士団
（決勝トーナメント ベスト 32 位）
チーム名：長工＿じもあい at2
（決勝トーナメント ベスト 32 位）
【サッカー部門】
ロボカップジュニア・ジャパンオープン
2019 和歌山大会
World Leage サッカー Open 競技
全国で 24 チーム参加して 14 位
○ものづくり同好会（化学分析部門）
第 19 回高校生ものづくりコンテスト
化学分析部門新潟県大会
第１位（３年）
、第２位（２年）
、第６位（２年）
第 19 回高校生ものづくりコンテスト
化学分析部門北信越大会
奨励賞（第６位） （３年）

