
男子個人エペ 第１位 33 大畑　遼真

男子個人サーブル 第１位 34 高橋　航汰

女子個人フルーレ 第１位 34 小松　叶実

女子個人エペ 第１位 24 戸嶋　希望

学校対抗男子 第２位 横手高校

学校対抗女子 第２位 横手高校

第２位 33 大畑　遼真

第３位 34 大畑　亘平

女子個人フルーレ 第３位 34 小松　叶実

第２位 33 太田　若菜

第３位 23 小原　遥奈

第１位 15 佐々木　陽色

第３位 17 江村　一真

少年女子２部フルーレ 第１位 14 畦田　千尋

剣道 県南高等学校総合体育大会 女子団体 第１位 横手高校

県南高等学校総合体育大会 女子団体 第１位 横手高校Ａ

第１位 横手高校Ａ

第２位 横手高校Ｂ

男子個人７３㎏級 第１位 23 伊藤　泰恒

女子個人６３㎏級 第１位 31 加賀谷　麻衣

男子5000ｍ競歩 第１位 22 守澤　仁太

男子棒高跳 第１位 23 佐藤　裕介

男子やり投 第１位 26 高橋　　 祥

女子100mハードル 第１位 32 備前　未玲

女子4×100mリレー 第１位 横手高校

女子七種競技 第１位 26 佐々木　結衣

女子混成総合 第１位 横手高校

男子5000ｍ競歩 第１位 22 守澤　仁太

男子棒高跳 第２位 23 佐藤　裕介

男子やり投 第３位 26 高橋　   祥

女子走幅跳 第３位 35 佐々木　佳穂

女子三段跳 第３位 35 佐々木　佳穂

女子ハンマー投 第１位 23 藤田　聖憲

女子七種競技 第１位 26 佐々木　結衣

女子フィールド総合 第３位 横手高校

女子混成総合 第１位 横手高校

男子5000ｍ競歩　 第４位 22 守澤　仁太

男子やり投　 第３位 26 高橋 　  祥

男子5000ｍ競歩 第１位 22 守澤　仁太

男子少年B3000ｍ 第２位 13 小田嶋　圭隆

男子少年B走幅跳 第２位 11 平山　朋幸

女子走高跳 第３位 26 佐々木　結衣

36 伊藤　睦萌

36 佐藤　理子

水泳 秋田県高等学校総合体育大会 男子５０ｍ自由形 第３位 21 高橋　海音

野球 全国高校野球選手権秋田大会 第３位

男子団体 第１位 横手高校

女子団体 第１位 横手高校

男子個人 第１位 31 高橋　 　惇

女子個人 第３位 33 勝部　花菜

男子団体 第３位 横手高校

女子団体 第１位 横手高校

男子個人 第３位 25 髙橋　琉樹

第１位 26 佐々木　祐佳

第２位 21 梅川　　 萌

第３位 23 清水　愛彩音

アナウンス部門 最優秀 26 新田　望結

朗読部門 最優秀 35 木村　　 凜

                                   ※県南大会等　第１位のみ　　　全県大会　第３位まで　　　東北大会　入賞

フェンシング

●運動部関係　

囲碁

山岳

柔道

少年男子２部フルーレ

女子ソフトテニス

氏名

　令和３年度　第１学期　部活動成績一覧

女子団体

大会名

●文化部関係　

部活名 種目 順位 氏名

部活名

陸上競技

女子個人

東北高校陸上競技大会

県民体育大会

男子個人エペ

種目

女子個人エペ

秋田県高等学校将棋大会

大会名 クラス

順位 クラス

県民体育大会

県南高等学校総合体育大会 女子個人 第１位

放送

中央支部総合体育大会

秋田県高等学校総合体育大会

秋田県高等学校総合体育大会

県南高等学校総合体育大会

県南高等学校総合体育大会

秋田県高等学校総合体育大会

全国高等学校囲碁選手権秋田県大会

秋田県高等学校放送コンテスト

将棋



東北総合体育大会 少年女子フルーレ 第１位 34 小松　叶実

第２位 24 戸嶋　希望

第３位 24 佐藤　希美

第１位 25 山石　真智

第２位 14 畦田　千尋

第２位 14 畦田　千尋

第３位 25 山石　真智

ジュニア女子　フルーレ 第３位 23 小原　遥奈

学校対抗　女子フルーレ 第１位 横手高校

男子サーブル 第１位 22 村田　龍星

女子フルーレ 第１位 24 戸嶋　希望

女子エペ 第１位 24 戸嶋　希望

女子サーブル 第１位 25 山石　真智

学校対抗　男子フルーレ 第２位 横手高校

学校対抗　男子サーブル 第２位 横手高校

学校対抗　女子フルーレ 第１位 横手高校

学校対抗　女子エペ 第１位 横手高校

学校対抗　女子サーブル 第１位 横手高校

第２位 24 戸嶋　希望

第３位 23 小原　遥奈

県南高等学校新人大会 女子団体 第１位 横手高校

秋田県高等学校弓道新人大会 男子団体 第３位 横手高校

女子団体 第１位 横手高校

女子個人 第１位 26 照井　京

女子団体 第１位 横手高校

女子個人総合 第３位 22 谷口　真子

第１位 22 谷口　真子

第２位 26 山本　真生

女子体力競技 第３位 26 山本　真生

第３位 22 谷口　真子

第３位 26 山本　真生

女子読図競技 第２位 23 柴田　花奏

柔道 県南高等学校新人柔道大会 男子個人７３㎏級 第１位 23 伊藤　泰恒

水泳 秋田県高等学校新人水泳競技大会 男子50m自由形 第２位 21 高橋　海音

第１位 22 守澤　仁太

第２位 24 照井　壱成

男子棒高跳 第２位 23 佐藤　裕介

男子やり投 第３位 26 高橋　　祥

女子走高跳 第２位 26 佐々木　結衣

女子ハンマー投 第１位 23 藤田　聖憲

女子七種競技 第１位 26 佐々木　結衣

女子混成総合 第１位 横手高校

バレーボール 全日本バレーボール高等学校選手権秋田県代表決定戦 第３位 横手高校

JOC秋田県予選会

順位

山岳

陸上競技

フェンシング

 ※県南大会　第１位相当のみ　　　全県大会　第３位相当まで　　　東北大会・全国大会　入賞

●運動部

部活名 氏名大会名 種目 クラス

　令和３年度　第２学期　部活動成績一覧

女子　フルーレ

ジュニア女子　エペ

カデ女子　サーブル

ジュニア女子　サーブル

秋田県高等学校新人陸上競技大会

女子知識競技

女子天気図競技

男子5000ｍ競歩

秋田県高等学校新人大会登山競技

秋田県中央支部高等学校新人大会フェンシング競技

秋田県高等学校新人大会フェンシング競技

弓道

剣道 県南高等学校新人剣道大会



あおくも編集部 秋田県高校新聞コンクール 優秀賞 横手高校

秋田県高校囲碁新人大会 女子個人 第３位 24 籾山　湖鈴

東北囲碁選手権大会 県対抗女子団体 第２位 24 籾山　湖鈴

演劇 県南地区高等学校演劇コンクール 最優秀賞 横手高校

NHK全国学校音楽コンクール　秋田県コンクール 高等学校の部 銅賞 横手高校

全日本合唱コンクール　秋田県大会 高等学校の部 銀賞 横手高校

全日本合唱コンクール東北支部大会 高等学校の部 銅賞 横手高校

一等 11 渡辺　菜羽

二等 12 本間　春望

二等 14 柿崎　天空

二等 15 菅原　和希

二等 16 水溜　結子

二等 17 小形　結衣

推奨 11 渡辺　菜羽

推奨 15 菅原　和希

入選 26 高橋　凜

入選 14 柿崎　天空
マーチングバンド・バトントワーリング東北大会　ビデオ審査会 高等学校の部 金賞 横手高校

打楽器三重奏 金賞 横手高校

金管八重奏 金賞 横手高校

特賞 15 五十嵐　玲奈

入選 12 岡部　文香

入選 13 山口　紗季

入選 17 若林　みう

入選 17 佐藤　愛緒

詩部門 第2席 21 髙橋　凛

短歌部門 第1席 21 鈴木　優衣

小説部門 第1席 25 髙橋　優

随筆部門 第2席 25 髙橋　優

全国高等学校文芸コンクール 詩部門 入選 21 髙橋　凛

総合 優秀賞 横手高校

アナウンス部門 最優秀賞 26 新田　望結

朗読部門 入選 26 小松　千紘

朗読部門 入選 26 佐々木　七彩

ビデオメッセージ部門 優秀賞

最優秀賞

優秀賞

優秀賞

第１位 21 梅川 萌

第２位 23 清水　愛彩音

特賞 25 樋渡 　大地

特賞 16 髙橋 　宏侑

推奨 22 熊 谷 　晴

推奨 22 高橋 　華子

推奨 24 畑田 　優夏

推奨 11 高畠 　芽吹

推奨 11 山内 　心葉

推奨 17 渡部 　雛子

全県高校席書大会

秋田県高等学校総合美術展

秋田県高等学校総合美術展 写真部門

秋田県高等学校文芸コンクール

クラス 氏名

写真

作品名「変わらずに変わりつづける」　　

作品名「No.1はこのオレだ！冷蔵庫のミニ戦争」

作品名「tomorrow」

作品名「未来へ」

秋田県高等学校放送コンクール放送

囲碁

音楽

書道

部活名 大会名 種目

デザイン部門

絵画部門

ラジオキャンペーン部門

文芸

美術 秋田県高等学校総合美術展

●文化部

秋田県高等学校将棋新人大会 女子個人戦将棋

順位

漢字楷書の部

吹奏楽
全日本アンサンブルコンテスト
秋田県大会県南地区予選



バレーボール 秋田県高等学校新人バレーボール競技大会 第3位 横手高校

陸上競技 第70回元旦競歩大会 男子5000ｍ競歩 第8位 22 守澤　仁太

学校対抗女子フルーレ 第2位 横手高校

学校対抗女子エペ 第3位 横手高校

学校対抗女子サーブル 第5位 横手高校

最優秀賞

優秀賞

ラジオキャンペーン部門 優秀賞

朗読部門 入選 26 小松　千紘

放送

種目 順位 クラス

氏名部活名 大会名 種目 順位

フェンシング 全国高等学校選抜フェンシング大会 北海道・東北予選会

 ※県南大会　第１位相当のみ　　　全県大会　第３位相当まで　　　東北大会・全国大会　入賞

●運動部

部活名 大会名

　令和３年度　第３学期　部活動成績一覧

●文化部

氏名

作品名｢思い出のシャッター｣

クラス

作品名｢米ものがたり｣

作品名｢tomorrow｣

あきた回帰キャンペーン高校生映像作品コンテスト

東北高校放送コンテスト


