
部 活 動 活 動 成 績
平成３１年２月２７日現在

・バスケットボール部

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 １位（ｲﾝﾀｰﾊｲ出場）

東北高等学校男女バスケットボール選手権大会 ３位

秋田県民体育大会 １位

秋田県秋季男女総合バスケットボール選手権大会 ２位

全国高等学校選手権大会秋田県予選 １位（全国大会出場）

県北地区高等学校新人大会 １位

秋田県高等学校新人バスケットボール選手権大会 １位

東北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 後藤 叶

男子７７ｋｇ級 １位 石岡 空

男子８５ｋｇ級 １位 工藤 稜也

男子１０５ｋｇ級 １位 田澤 雅哉

秋田県高等学校総合体育大会

学校対抗 ２位

女子６３ｋｇ １位 後藤 叶 （全国高校女子選手権出場）

６２ｋｇ ３位 舛屋 智希

７７ｋｇ ３位 清水 海夢

４位 石岡 空

８５ｋｇ ２位 工藤 稜也 （ｲﾝﾀｰﾊｲ出場）

１０５ｋｇ １位 島田 清斗 （ｲﾝﾀｰﾊｲ出場）

２位 田澤 雅哉

東北高等学校選手権大会

女子６３ｋｇ １位 後藤 叶

１０５ｋｇ １位 島田 清斗

秋田県民体育大会

６２ｋｇ ３位 舛屋 智希

７７ｋｇ ３位 石岡 空

１０５ｋｇ １位 島田 清斗

１０５ｋｇ超 ３位 田澤 雅哉



部 活 動 活 動 成 績
平成３１年２月２７日現在

・ウエイトリフティング部

県北地区高等学校新人大会

女子６４ｋｇ級 １位 後藤 叶

男子６７ｋｇ級 １位 舛屋 智希

男子８１ｋｇ級 １位 石岡 空

男子８９ｋｇ級 １位 工藤 稜也

男子＋１０２ｋｇ級 １位 田澤 雅哉

秋田県新人体育大会

学校対抗 ２位

女子６４ｋｇ級 １位 後藤 叶

男子６７ｋｇ級 ２位 舛屋 智希

男子７３ｋｇ級 １位 石岡 空

男子８９ｋｇ級 １位 工藤 稜也

男子＋１０２ｋｇ級 １位 田澤 雅哉

・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 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 ３位

・軟式野球部

第６３回秋田県高等学校軟式野球春季大会 準優勝

全国高等学校軟式野球選手権秋田県大会 準優勝

秋田県秋季大会 準優勝

・ソフトテニス部

全県シングルス選手権大会

男子 ３位 長内 大樹



部 活 動 活 動 成 績
平成３１年２月２７日現在

・陸上競技・駅伝部

県北地区高等学校総合体育大会

男子走幅跳 １位 三村 新太

男子ハンマー投 ３位 佐藤 竜太郎

女子円盤投 ３位 畠山 華子

秋田県高等学校総合体育大会

男子１００ｍ ４位 越後 一真

男子ハンマー投 ５位 佐藤 竜太郎

女子円盤投 １位 畠山 華子

県北地区高等学校新人大会

男子８００ｍ ３位 竹島 結人

男子１５００ｍ ２位 竹島 結人

男子ハンマー投 ２位 大山 泰正

男子棒高跳 ３位 吉田 尚輝

秋田県高等学校新人大会

男子走幅跳 ２位 三村 新太

男子三段跳 ２位 三村 新太

・卓球部

秋田県高等学校新人大会

男子学校対抗 ３位



部 活 動 活 動 成 績
平成３１年２月２７日現在

・電気部

秋田県高校ＡＲＤＦ春季大会

男子団体 ５位

秋田県高校ＡＲＤＦ大会

男子団体 ２位

個人 ７位 春日 来千 （全日本大会出場）

秋田県高校３．５ＭＡＲＤＦ大会

男子団体 ３位

・美術部

秋田県美術展覧会

デザイン部門 記念章 桂田 宗一郎

デザイン部門 奨励賞 杉田 万梨那

高等学校文化祭総合美術展

デザイン部門 推奨 桂田 宗一郎

税に関する作品展

習字部門 金賞 杉田万梨那

銀賞 保坂幸美

秋田書道展覧会

褒賞 杉田万梨那

褒賞 保坂幸美

・吹奏楽部

全日本吹奏楽コンクール秋田県 県北地区大会

高等学校小編成の部 金賞

全日本吹奏楽コンクール秋田県大会

高等学校小編成の部 金賞



部 活 動 活 動 成 績
平成３１年２月２７日現在

・ものづくりコンテスト

木材加工部門

秋田県大会 １位 川村 拳斗

東北大会 １位 川村 拳斗

全国大会 １位 川村 拳斗

化学分析部門

秋田県大会 １位 山田 智航

旋盤部門

秋田県大会 ２位 齋藤 和弥

測量部門

秋田県大会 ２位 神山聖光、大高悠、畠山優梨

・秋田県地理学会

研究発表

奨励賞 藤田亜美、畠山優梨


