
●運動部関係
部活名 大会名 種目 順位 氏名

男子総合 2
男子トラック総合 1
男子フィールド総合 2
男子１１０ｍH 1 藤原　拓馬
男子５０００ｍ競歩 1 神原　純也
女子総合 2
女子トラック総合 2
女子フィールド総合 2
女子１００ｍ 1 柴田　あいり
女子２００ｍ 1 柴田　あいり
女子５０００ｍ競歩 1 木村　和
女子円盤投 1 村田　初楠
女子やり投 1 相馬　和佳
男子５０００ｍ競歩 3 神原　純也
女子１００ｍ 2 柴田　あいり
女子２００ｍ 1 柴田　あいり
女子５０００ｍ競歩 1 木村　和
女子円盤投 3 村田　初楠

第７２回東北高等学校陸上競技大会 女子５０００ｍ競歩 1 木村　和
男子総合 5
第６区 1 岡固　創
女子５０００ｍ競歩 1 木村　和
少年男子共通１１０ｍＨ 1 藤原　拓馬
女子２００ｍ 3 柴田　あいり
女子円盤投 3 村田　初楠
男子総合 2
男子トラック 1
男子フィールド総合 6
男子混成総合 3
男子１００ｍ 1 堀田凌平
男子４００ｍ 1 佐藤博弥
男子１１０ｍＨ 1 堀川佑太
男子３０００ｍＳＣ 1 小松大起
男子５０００ｍＷ 1 進藤宝登
男子４×１００ｍR 1 堀田凌平、堀川佑太、児玉雄大、佐藤博弥

男子４×４００ｍR 1 児玉雄大、佐藤博弥、石橋恍陽、武部快

男子棒高跳 1 井上哲舟
女子総合 3
女子２００ｍ 1 山石真央
女子５０００ｍＷ 1 木村和
女子４×１００ｍR 1 相馬和佳、山石真央、朝野加世、菅原紋

女子やり投 1 相馬和佳
男子４００ｍ 3 佐藤博弥
男子５０００ｍｗ 1 進藤宝登
男子棒高跳 2 井上哲舟
男子棒高跳 3 佐藤陸斗
女子５０００ｍＷ 1 木村和
女子やり投 3 相馬和佳
男子５０００ｍｗ 4 進藤宝登
女子５０００ｍＷ 4 木村和

県南総体 バレーボール男子 第２位
全県総体 バレーボール男子 第２位

剣道部 第63回県南高等学校総合体育大会剣道競技 男子団体 第2位

男子団体 ３位 松井博輝、長谷山款生、高橋聡、山中敦博
片桐翔一、山信田雅大、渡邉朋樹

女子団体 ２位
篠木真菜、大友茉依、小西由真
加藤麻里絵、太田優絵子、中田結音
岩田淳

第６３回県南高等学校総合体育大会

陸上競技

第６３回秋田県高等学校総合体育大会

第６３回県南高等学校総合体育大会駅伝競走大会

第５６回秋田県陸上競技選手権大会兼第６８回県民体育大会

平成２９年度県南高等学校新人陸上競技大会

平成２９年度秋田県高等学校新人陸上競技大会

第22回東北高等学校新人陸上競技選手権大会

平成２９年度　第１学期　部活動成績一覧
※個人成績　地区大会１位のみ、全県大会３位まで

バレーボール

第63回県南高等学校総合体育大会弓道



団体男子A 1
団体女子A 1
団体女子B 3
団体男子A 1
団体女子A 1
200m 自由形 2 渡辺　湧大
400m 自由形 1 渡辺　湧大
800m 自由形 1 坪井　美桜
男子団体 4
学校対抗女子 ２位
男子個人エペ １位 加藤雅則
女子個人サーブル １位 武藤梨紗
学校対抗男子 ２位
学校対抗女子 ２位
女子個人サーブル ２位 佐藤佑実佳

第５５回東北高等学校フェンシング選手権大会 女子個人サーブル ７位 佐藤佑実佳
第６３回秋田県高等学校総合体育大会フェンシング競技 女子個人サーブル ３位 斉藤瑚真紀
第５５回東北高等学校フェンシング選手権大会 女子個人サーブル １位 斉藤瑚真紀

●文化部関係
第４４回秋田マーチングフェスティバル秋田大会 優秀賞
全日本吹奏楽コンクール第５９回秋田県大会県南地区大会 金賞

テレビドキュメント部門 優秀賞 　「輝け☆農業ガール」
テレビドラマ部門 優秀賞 「We can kick Can.」
ラジオドキュメント部門 入選 　「反対の僕ら」
ラジオドラマ部門 入選 「交換」
アナウンス部門 入選 戸嶋清乃
学校対抗の部 1位

特賞 岡根 史弥
入選 渡部 結衣
入選 鷹觜 絹雪
佳作 杉山 未祐
佳作 松井 佑実
佳作 高橋 宏典
佳作 黒川 真琴
佳作 佐藤 野乃子
佳作 佐々木 佳乃
佳作 髙橋 沙耶

音楽 第５３回全日本合唱コンクール秋田県大会 高等学校部門 銀賞
美術 第63回秋田県高等学校総合体育大会 ポスター原画部門 最優秀 山本朱莉

男子個人 3位 進藤宝登
女子個人 1位 栗原理沙子
女子個人 2位 齊藤泉

第30回全国高等学校将棋竜王戦秋田県予選 男子個人 3位 土田琉卯
女子団体戦 1 34髙橋千穂、16髙橋沙耶、31小松美結

個人戦 1 髙橋　千穂

個人の部
第37回秋田県高等学校写真連盟展

第６３回秋田県高等学校総合体育大会フェンシング

第６０回中央支部総合体育大会

第49回秋田県高等学校新人水泳競技大会水泳

第６３回秋田県高等学校総合体育大会

第６３回県南高等学校総合体育大会
山岳部

将棋部
第53回全国高等学校将棋選手権大会秋田県予選

囲碁同好会 第41回文部科学大臣杯全国高等学校囲碁選手権秋田県大会

吹奏楽

放送部 第58回秋田県放送コンテスト兼第64回NHK杯全国高校放送コンテスト秋田県大会

写真



●運動部関係
男子総合 2
男子トラック 1
男子フィールド総合 6
男子混成総合 3
男子１００ｍ 1 堀田凌平
男子４００ｍ 1 佐藤博弥
男子１１０ｍＨ 1 堀川佑太
男子３０００ｍＳＣ 1 小松大起
男子５０００ｍＷ 1 進藤宝登
男子４×１００ｍR 1 堀田凌平、堀川佑太、児玉雄大、佐藤博弥

男子４×４００ｍR 1 児玉雄大、佐藤博弥、石橋恍陽、武部快

男子棒高跳 1 井上哲舟
女子総合 3
女子２００ｍ 1 山石真央
女子５０００ｍＷ 1 木村和
女子４×１００ｍR 1 相馬和佳、山石真央、朝野加世、菅原紋

女子やり投 1 相馬和佳
男子４００ｍ 3 佐藤博弥
男子５０００ｍｗ 1 進藤宝登
男子棒高跳 2 井上哲舟
男子棒高跳 3 佐藤陸斗
女子５０００ｍＷ 1 木村和
女子やり投 3 相馬和佳
男子５０００ｍｗ 4 進藤宝登
女子５０００ｍＷ 4 木村和

全日本バレーボール高校選手権大会秋田県代表決定戦 男子 第３位
県南新人大会 バレーボール男子 第４位

サッカー部 県南新人 サッカー 第３位
男子団体 第1位
女子団体 第2位
男子団体 １位 高橋聡、成田龍馬、片桐翔一

女子団体 １位 大友茉依、岩田淳、中田結音、冨田伊純

平成29年度秋田県高等学校新人大会弓道競技 女子個人 優秀選手賞 岩田　淳
男子個人 １位 高橋　聡
女子個人 １位 大友茉依
団体男子A 3
団体女子A 1
団体女子B 2
団体女子 1
男子個人総合 1 伊藤浩士
男子知識競技 1 伊藤浩士
男子体力競技 1 伊藤浩士

1 藤田駿
3 佐藤京也

男子読図競技 2 田中宗一郎
女子個人総合 1 佐藤美理

1 佐藤美理
2 佐藤楓
3 熊谷清加

女子体力競技 2 佐藤美理
1 阿部穂花
2 佐藤美理
1 佐藤楓
2 高橋綾乃

200m 自由形 2 渡辺　湧大
400m 自由形 1 渡辺　湧大
800m 自由形 1 坪井　美桜
男子団体 4

陸上競技

平成２９年度県南高等学校新人陸上競技大会

平成２９年度秋田県高等学校新人陸上競技大会

第22回東北高等学校新人陸上競技選手権大会

平成２９年度　第２学期　部活動成績一覧

女子天気図競技

女子知識競技

男子天気図競技

平成29年度県南高等学校新人剣道大会

第４８回県南高等学校新人登山大会

第２７回全県新人体育大会登山競技

山岳部

水泳 第49回秋田県高等学校新人水泳競技大会

バレーボール

剣道部

弓道

第63回県南高等学校新人大会弓道競技

平成29年度横手市民スポーツフェスティバル弓道競技高校生の部

女子読図競技



ジュニア女子サーブル 第3位 髙𣘺　奈弓
カデ女子エペ 第3位 池田　晴香
男子個人フルーレ 第1位 秋野　暉尚
男子個人エペ 第1位 秋野　暉尚
学校対抗男子フルーレ 第2位
学校対抗男子エペ 第2位

●文化部関係
第46回ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾞﾄﾝﾄﾜｰﾘﾝｸﾞ東北大会 銅賞
全日本吹奏楽コンクール第５９回秋田県大会 銀賞

打楽器三重奏
サクソフォン六重奏

最優秀賞 進藤　千冬
入選 齋藤　瑞生

ラジオキャンペーン 入選 井戸端会議
あをくも編集部 第２２回秋田県高校新聞コンクール 企画賞 あをくも３３４号

学校対抗の部 1位
個人の部 金賞 三森　瑞希

特賞 佐々木　佳乃
菅原　希

高橋　宏典
藤田　駿

菊池　舞衣
鷹觜　絹雪
岡本　萌実
髙橋　健心

佐々木　由希
開田　真由

第５３回全日本合唱コンクール秋田県大会 高等学校部門 銀賞
第32回AKITAｳﾞｫｰｶﾙ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ･ｺﾝｻｰﾄ 高等学校の部 金賞

菅　　敦成
髙橋　海
高田　萌

　細井　恵美莉
公地　和音

一等 小松　香央里
阿部　有翔
阿部　美翔

褒状 佐々木　優花
特賞 小松　香央里
推奨 高橋　歩未

詩部門 第３席 鈴木　花蓮
鈴木　花蓮
髙橋　千穂

文芸部誌部門 第３席
平成２９年度秋田県高等学校総合文化祭 ポスター原画部門 優秀賞 片倉彩香

絵画部門 推奨 山本朱莉
渡會七海
菅　敦成

男子個人 1位 進藤宝登
1位 栗原理沙子
2位 齊藤泉

個人戦 1 髙橋　沙耶
1 佐藤　　　陸
2 佐々木花純

女子団体戦 1 髙橋　沙耶
女子個人戦 1 髙橋　沙耶

第１０回La coupe WAKASUGI (JOC杯県予選会エペ・サーブルの部)

平成29年度中央支部新人大会 フェンシング競技

平成29年度秋田県高等学校新人体育大会 フェンシング競技

フェンシング

全日本アンサンブルコンテスト第40回秋田県大会県南地区予選横手大会

吹奏楽

秋田県高校放送コンクール放送

写真
秋田県高等学校総合美術展（写真部門）

県南支部写真展

音楽

第58回秋田書道展覧会

 平成２９年度　第３５回　全県席書大会

書道

女子個人

個人戦級位者の部

第35回秋田県高等学校文芸コンクール文芸

第31回東北地区高等学校囲碁選手権大会・第12回全国高校囲碁選抜大会東北地区予選会

第30回秋田県高校囲碁新人大会

第23回秋田県高等学校将棋新人大会

囲碁同好会

将棋部

第５０回秋田県高美展（書道部門）

第５０回秋田県高等学校総合美術展美術工芸部門
美術

推奨

推奨

朗読

金賞

佳作

二等

二等

一等

短歌部門

デザイン部門



●運動部関係
男子ソフトテニス部 平成２９年度第５０回秋田県高等学校インドアソフトテニス選手権大会 第３位

剣道 第２２回秋田県高校生学年別剣道大会 １年生　女子 第３位 廣瀬　菜乃花

●文化部関係
銅賞 打楽器三重奏
金賞 サクソフォン六重奏

全日本アンサンブルコンテスト第45回東北大会 銀賞 サクソフォン六重奏
第29回読書感想画中央コンクール秋田県審査 課題図書の部 最優秀 渡會七海

樫尾美羽
片倉彩香
渡會七海
山本朱莉
佐藤千陽
太田安紀
樫尾美羽
片倉彩香
渡會七海
山本朱莉
佐藤千陽

第35回横手地区高校美術展
美術部

全日本アンサンブルコンテスト第40回秋田県大会
吹奏楽

生徒選奨

推奨

平成２９年度　第３学期　部活動成績一覧


