
部 活 動 活 動 成 績
平成２９年２月１０日現在

・バスケットボール部

秋田県春季男女総合バスケットボール選手権大会 ベスト８

県北地区高等学校総合体育大会 １位

秋田県高等学校総合体育大会 ２位

東北高等学校男女選手権大会 ベスト８

県民体育大会 ２位

秋田県男女総合バスケットボール選手権大会 ３位

全国高等学校選抜優勝大会秋田県予選会 ３位

県北地区高校新人バスケットボール大会 １位

県高等学校男女新人バスケットボール選手権大会 １位

・ウエイトリフティング部

県北地区高等学校総合体育大会

学校対抗 １位

女子６３ｋｇ級 １位 信太咲菜

男子６２ｋｇ級 １位 安部璃空

２位 田川 樹

男子６９ｋｇ級 １位 秋元晴喜

２位 藤田 樹

男子８５ｋｇ級 １位 伊藤 健

秋田県高等学校総合体育大会

学校対抗 ２位

女子６９ｋｇ級 １位 信太咲菜（全国高校女子選手権）

男子６２ｋｇ級 １位 安部璃空（インターハイ 15 位）

２位 田川 樹（インターハイ 33 位）

男子６９ｋｇ級 １位 秋元晴喜（インターハイ出場）

３位 藤田 樹

男子８５ｋｇ級 １位 伊藤 健（インターハイ 43 位）

男子１０５ｋｇ級 ２位 島田清斗



部 活 動 活 動 成 績
平成２９年２月１０日現在

・ウエイトリフティング部

東北高等学校選手権大会

女子６９ｋｇ級 １位 信太咲菜

男子６２ｋｇ級 ３位 安部璃空

９位 田川 樹

男子６９ｋｇ級 ４位 秋元晴喜

男子８５ｋｇ級 ８位 伊藤 健

県民体育大会

女子６３ｋｇ級 １位 信太咲菜

男子６２ｋｇ級 １位 安部璃空

２位 田川 樹

男子６９ｋｇ級 １位 秋元晴喜

４位 藤田 樹

男子８５ｋｇ級 １位 伊藤 健

男子１０５ｋｇ級 ２位 島田清斗

全国高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会

女子６３ｋｇ級 信太咲菜

スナッチ ２位

クリーン＆ジャーク ３位

トータル ２位

東北総合体育大会

６２ｋｇ級 ３位 安部璃空

６９ｋｇ級 ３位 秋元春喜

県北支部新人大会ウエイトリフティング競技

男子６２ｋｇ級 １位 田川 樹

男子６９ｋｇ級 １位 藤田 樹

男子７７ｋｇ級 １位 清水海夢

男子８５ｋｇ級 １位 伊藤 健

全県新人大会ウエイトリフティング競技

学校対抗 ２位

男子６２ｋｇ級 １位 田川 樹

男子６９ｋｇ級 １位 藤田 樹

男子８５ｋｇ級 １位 伊藤 健



部 活 動 活 動 成 績
平成２９年２月１０日現在

・卓球部

秋田県春季卓球大会

男子シングルス ベスト８ 檜森則紀

県北地区高等学校総合体育大会

男子団体 ３位

ダブルス ３位 檜森・中田 組

シングルス １位 檜森則紀

３位 原田大輝

秋田県高等学校総合体育大会

シングルス 東北大会出場 檜森則紀

県北地区高等学校新人大会

男子団体 １位

ダブルス ２位 檜森・中田 組

シングルス ３位 檜森則紀

シングルス ３位 中田 朋

・硬式野球部

全国高等学校野球選手権秋田大会 ベスト４

・ラグビー部

県北地区高等学校総合体育大会 ２位

全国７人制大会 秋田県予選 ３位

秋田県高等学校総合体育大会 ５位

県北地区高等学校新人大会 ２位

秋田県高等学校ラグビー新人大会 ７位

・山岳部

県北地区高等学校総合体育大会

Ａパーティ １位

Ｂパーティ ２位

Ｃパーティ ４位

秋田県高等学校総合体育大会

Ａパーティ ３位

県北地区高等学校新人体育大会

Ａパーティ １位

Ｂパーティ ３位



部 活 動 活 動 成 績
平成２９年２月１０日現在

・陸上競技・駅伝部

県北地区高等学校総合体育大会

3,000m 障害 ３位 佐藤晴一朗

400m リレー ３位 工藤寿斗・宮腰佳樹・川村航・越後一真

県北地区高等学校新人大会

100m ４位 越後一真

200m ６位 越後一真

三段跳 ４位 佐藤竜太郎

400m リレー ５位 越後・山本・近藤・佐藤

砲丸投 ４位 石嶋母心

６位 畠山華子

円盤投 ４位 畠山華子

ハンマー投 ２位 石嶋母心

秋田県高等学校新人大会

円盤投 ４位 畠山華子

ハンマー投 ２位 石嶋母心

東北高等学校新人大会

円盤投 ２４位 畠山華子

ハンマー投 １２位 石嶋母心

文化部は次のページ



部 活 動 活 動 成 績
平成２９年２月１０日現在

・吹奏楽部

全日本吹奏楽コンクール秋田県大会県北地区予選 銀賞

・電気部

秋田県高校ＡＲＤＦ春季大会

男子団体 ４位

女子団体 ３位

秋田県高校ＡＲＤＦ秋季大会

男子団体 ４位

秋田県３．５メガＡＲＤＦ大会

男子団体 ３位

・写真部

県高文連写真部会県北支部展

柴田 凌汰 入選 「ギャラクシー」

太田 樹渡 入選 「激闘の末に」

県高等学校総合美術展 写真部門

柴田 将 推奨 「歓喜」

太田 樹渡 推奨 「会心のゴール」

北嶋 つばさ 推奨 「夏色」

能代山本高校写真連盟展

柴田 凌汰 特選 「音速の羽」

柴田 将 入選 「決める」

・美術部

秋田書道展覧会

嶋田安仲子 褒状

藤田亜美 褒状

県高等学校総合美術展書道部門

藤田亜美 入選

・機械クラブ

県高等学校工業クラブロボット競技大会

野獣２０１６ ２位



部 活 動 活 動 成 績
平成２９年２月１０日現在

・ものづくりコンテスト

秋田県大会

化学分析部門 ２位 伊藤早希（理数工学科）

３位 堀内真央（理数工学科）

木材加工部門 ２位 大塚 俊（建設科）

３位 畠山朋奈（建設科）

測量部門 １位 大塚陽太、京 健裕、佐藤孝来（建設科）

東北大会

化学分析部門 １位 伊藤早希（理数工学科）

(全国大会出場)

測量部門 １位 大塚陽太、京 健裕、佐藤孝来（建設科）

(全国大会出場)

・その他の活動

産業教育フェア 体験発表部門

今井 和政 最優秀賞 課題研究によるゴミステーション製作について

県高等学校工業クラブ

研究発表大会 優良賞 M3 東郷海斗、畠山達貴、成田泰我、工藤泰介、山内崇斗

・その他の活動

県高校生ビブリオバトル２０１６能代大会

田村 道也 チャンプ本

川村 乙綺 ブックリーダー賞

県高校生ビブリオバトル２０１６県大会

田村 道也 ブックリーダー賞


