
運　動　部

全県総体

部活動名 大会期間 種　　　　目 競技者・受賞者 成　績 備　　考

男子　400ｍ 加藤　大翔 第３位 49"82

男子　800m 堀内　塁 第１位 1'55"05

男子　1500m 尾形　拓海 第３位 4'01"37

女子　８００ｍ 石井　明里 第３位 2'19"11

女子　２，０００ｍSC 大渕　麗奈 第１位 7'18"46

女子　２，０００ｍSC 安藤　名菜 第２位 7'48"70

柔道 5/24（土）～27（月） 男子個人　７３ｋｇ級 徳山渉吾 第3位

男子　ライトフライ級 瀬田川　怜 第１位 東北大会、インターハイ出場

男子　ライト級 小玉屋　拓也 第１位 東北大会、インターハイ出場

学校対抗 秋田中央高校 第２位

女子ダブルス
吉田　亜由美
中津川　さくら

第３位 東北大会出場

女子シングルス 佐藤　瑠菜 第２位 インターハイ出場

女子シングルス 中津川　ひかり 第３位 東北大会出場

女子学校対抗 秋田中央高校 第２位 東北大会出場

ラグビー 6/３（月）～４（火） 秋田中央高校 第２位

男子１００m平泳ぎ 伊藤　駿介 第１位 1'04"97

男子２００m平泳ぎ 伊藤　駿介 第１位 2'25"84

少林寺拳法 6/2(土) 女子単独演武 原田　茜音 第２位

東北大会　

部活動名 大会期間 種　　　　目 競技者・受賞者 成　績 備　　考

6/20（金）～23（日） 男子800m 堀内　塁 第４位 1'55"32　インターハイ出場

女子2000mSC 大渕　麗奈 第５位 7'15"75

ボクシング 6/22（木）～23（日） Ⅰ部ライトフライ級 瀬田川　怜 第３位

柔道 6/22（木）～23（日） 男子個人７３ｋｇ級 徳山　渉吾 優勝

水泳 7/19(日) 男子１００ｍ平泳ぎ 伊藤　俊介 第３位 1'05"10

ラグビー
6/13（木）～16（日）
青森市スポーツ公園

Ⅰ部 第２位

バドミントン 6/１(土)～４火)

令和元年度　大会成績　　（令和２年３月３１日現在）

陸上競技 5/2４（金）～5/27（月）

ボクシング 5/25（土）～26（日）

水泳 6/22(金）～23(土）

陸上競技



県体

部活動名 大会期間 種　　　　目 競技者・受賞者 成　績 備　　考

少年共通男子110mハードル 今　拓海 第２位 15"78

男子８００ｍ 堀内　塁 第２位 1'55"09

男子１５００ｍ 尾形　拓海 第１位 4'00"75

少年B男子３０００ｍ 錦織　望 第２位 9'23"91

少年B男子３０００ｍ 斉藤　ヒロム 第３位 9'31"59

女子３０００ｍSC 大淵　麗奈 第１位 11'27"25

少年B女子１５００ｍ 三浦　萌 第３位 4'58"67

柔道 7/14（日） 少年男子73kg以下 徳山　渉吾 第２位

ボクシング 7/6（土）～7（日） 少年男子フライ級 瀬田川　怜 第２位

少年男子ライト級 小玉屋　拓也 第１位

近的女子団体 第３位

近的男子個人 佐藤　大晃 第３位

近的女子個人 東海林　あすか 第６位

東北総体

ボクシング 8/25（日） 少年男子ライト級 小玉屋　拓也 第３位

陸上競技 8/29(金）～9/1（日） 女子3000mSC 大淵　麗奈 第２位 11'01"54

第３８回全日本ジュニアバドミントン選手権大会　秋田県予選

バドミントン 7/28(月) 女子シングルス 佐藤　瑠菜 第２位 全国大会出場

第５回 全国高等学校７人制ラグビーフットボール 秋田県予選

ラグビー
5/18（土）
大館市二ツ山

優勝 全国大会出場

第101回 全国高等学校野球選手権 秋田大会

野球
7/10（水）～21（日）
グリーンスタジアム横手
こまちスタジアム

優勝 甲子園出場

第101回 全国高等学校野球選手権

野球
8/7（水）
阪神甲子園球場

陸上競技 7/5（金）～7（日）

弓道 7/14（日）

　対戦校　立命館宇治高校　1－0



全県新人大会

部活動名 大会期間 種　　　　目 競技者・受賞者 成　績 備　　考

男子　８００ｍ 堀内　塁 第１位 1'55"00

男子　110mH 今　拓海 第２位 15"98

男子 5000m 木谷　天真 第３位 15'28"35

男子　3000mSC 木谷　天真 第２位 9'47"97

男子　4×400m　リレー
平岡　巧太郎、
堀内　塁
仲谷　陸、船木　哲

第３位 3'26"32

男子　三段跳び 船木　哲 第３位 12m93

女子　3000ｍ 大渕　麗奈 第２位 10'18"51

女子　2000ｍSC 大渕　麗奈 第１位 7'14"21

女子　走り高跳び 松橋　歩希 第３位 1m40

男子　総合 第３位 ３２点

男子　トラック総合 第３位 ２７点

弓道 11/26（土）～28（月） 女子団体 第２位 東北選抜大会出場 ベスト８

ラグビー 11/2（金）～3（土） 第２位

ライト級 小玉屋　拓也 第1位 東北新人大会出場

フライ級 瀬田川　怜 第1位 東北新人大会出場

学校対抗 第3位 12点

少林寺拳法 11/2(土） 女子自由単独演舞自由 原田　茜音 第１位

女子Ⅰ部シングルス 佐藤　瑠菜 第３位

女子Ⅰ部シングルス 中津川　ひかり 第３位

女子Ⅰ部ダブルス
佐藤　瑠菜
中津川　ひかり

第３位

女子学校対抗 第２位 東北大会出場

東北新人大会

男子800m 堀内　塁 第1位 1'52"77

女子2000mSC 大淵　麗奈 第２位 7'06"11

ボクシング 1/19(日） １部ライト級 小玉屋　拓也 第２位

駅伝

女子　第１区 大淵　麗奈 第2位 21'37"

女子　第2区 石井　明里 第1位 15'08"

男子　第5区 栗田　滉大 第3位 9'37"

女子 秋田中央高校 第4位 1時間19分24秒

男子 秋田中央高校 第5位 2時間2１分００

全国高等学校バスケットボール選手権秋田県予選会

女子 第４位

第99回 全国高等学校ラグビーフットボール大会 秋田県予選

ラグビー
１０月２７日（日）
あきぎんスタジアム

第1位 花園大会出場

第99回 全国高等学校ラグビーフットボール大会

秋田県冬期弓道大会

弓道 第１位

バスケットボール　 　10/27（日）

ボクシング 10/27(日）

陸上競技 9/6（金）～8（日）

バドミントン 12/2(土）

陸上競技
9/27（金）～29（日）
青森県総合運動公園

陸上競技 10/2１(日）

　対戦校　高知中央高校　24－26

　対戦校　光泉高校　　　　21－19
ラグビー

12/28（土）　30（月）
東大阪市花園ラグビー場

2/1（日）　県立弓道場



文　化　部

絵画 工藤　琴音 入賞

絵画 田口　彩花 入賞

吹奏楽 7/6（土） 金賞

吹奏楽 8/9（土） 金賞

吹奏楽
8/2４（土）
岩手県民会館

銀賞

躍進探究 6/25(火) 秋山　実希

文芸 9/14(土) 齊藤　徹生 特選

躍進探究 9/28（土） 金沢
日本陸水学会第８４回大会
高校生ポスター発表

優秀賞
原田　茜音
薄田　実咲

俳句部門 齊藤　徹生
第一席
全国高総文祭(高知)参加

文芸評論部門

熊谷　成記
高杉　悠太
齊藤　徹生
今泉　歩
澤石　瀬菜
佐々木　美月

第二席

絵画 田口　彩花 推奨

絵画 金　穂華 推奨

デザイン 渡辺　琳 推奨

躍進探究 11/16（土） 第５４回秋田県理科研究会
加藤　千尋
佐藤　仁星
新道　祐紀

全国高総文祭（高知）参加

写真 11/27（水）～30（土） 秋田県高校総合美術展（写真） 杉本　日花里 推奨

演劇 12/1（日） 秋田県高校演劇発表会 生徒講評部門 菅原　さくら 最優秀賞（東北大会参加）

クラリネット４重奏

菅原　優里亜
手塚　光流
渡邊　実夏
北林　伶那

金賞

サクソフォーン
　　　　　　４重奏

高橋　ひかる
髙山　知大
竹越　咲良
小林　孝也

金賞

美術 1/28（火）～2/2（日） 秋田南秋地区高校美術連盟展 絵画 舘岡　杏樹 連盟賞

優秀賞

優秀賞

1/24（金） 国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト二〇一九 学校賞

躍進探究 3/29(日）
日本森林学会
「高校生ポスター発表」

優秀賞

美術 6/22（金）～29（金） 秋田県美術展覧会

文芸部 11/20（水）
秋田県高等学校
文芸作品コンクール

吹奏楽コンクール中央地区大会

吹奏楽コンクール秋田県大会

吹奏楽コンクール東北大会

2019日本ストックホルム青少年水大賞　　特別賞

石井路月顕彰全国俳句大会兼秋田市短詩型大会
　　小・中・高校生の部俳句部門

朝香　俊亮、宇佐見　優樹、石郷岡　虎太郎
佐々木　啓太、長門　岳、四十物　弦希

美術 11/8（金）～12（火） 秋田県高校総合美術展

吹奏楽
1/19（日）
秋田市文化会館

全日本アンサンブルコンテスト
　                   秋田県大会

躍進探究 1/26(日） サイエンスカンファレンス

原田　茜音、　薄田　実咲、
天野　愛、　児玉　明希保

佐藤　仁星、　加藤　千寛、
進藤　祐紀、　東海林　憩、
山野辺　有紀


