
●運動部関係
部活名 大会名 種目 順位 氏名

400m 1 佐藤博弥
110mH 1 堀川佑太
3000mSC 1 小松大起
5000mW 1 齊藤浩平
4×100mR 1 堀田・佐藤博・石橋・堀川

4×400mR 1 堀田・佐藤博・石橋・武部

走高跳 1 高久陽登
棒高跳 1 井上哲舟
男子総合 2
男子ﾄﾗｯｸ総合 1
男子ﾌｨｰﾙﾄﾞ総合 3
100m 1 山石真央
5000mW 1 木村和
女子ﾄﾗｯｸ総合 6
400m 2 佐藤博弥
110mH 3 堀川佑太
5000mW 1 進藤宝登
走高跳 2 髙久陽登
やり投 3 進藤泰良
男子総合 6
男子ﾄﾗｯｸ総合 4
50000mW 1 木村和
400m 予4 佐藤博弥
110mH 予3 堀川佑太
110mH 準決6 堀川佑太
3000mSC 予15 小松大起
5000mW 10 進藤宝登
4×400mR 予2 堀田・佐藤博・石橋・武部

4×400mR 準決6 堀田・佐藤博・石橋・武部

走高跳 15 髙久陽登
棒高跳 20 井上哲舟
やり投 31 進藤泰良
50000mW DQ 木村和
やり投 23 相馬和佳

能代市招待高校バレーボール大会 優勝
県南総体 バレーボール男子 第3位

柔道 第６４回秋田県県南地区高等学校総合体育大会柔道競技 男子個人８１㎏級 1位 猪岡和真

男子団体 ２位 先：遠藤／次：西鳥羽／中：石塚／副：山
脇／大：和賀／補：佐藤舜／補：佐藤久

女子団体 ３位 先：松井／次：藤原／中：武藤／副：和泉
／大：廣瀬／補：柴田

男子団体 １位 高橋聡、宮田基希、成田龍馬、神原萌靖、
片桐翔一、佐々木夏希、大畑佑豪

女子団体 ３位 大友茉依、平良彩那、岩田淳、高橋凜佳、
中田結音、冨田伊純、遠藤世菜

第６４回秋田県高等学校総合体育大会弓道競技 女子個人 ４～６位 大友茉依
団体男子A 3
団体女子A 1
団体女子B 2
団体男子A 4
団体女子A 1

第４回東北高等学校登山大会 団体女子 2
第６４回秋田県高等学校総合体育大会フェンシング競技 学校対抗男子 ２位

少年男子2部フルーレ １位 柴田　真杜
少年男子2部フルーレ ３位 高橋　七央幸
少年女子2部フルーレ ３位 髙橋　良沙

平成３０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

第64回　県南高等学校総合体育大会陸上競技大会

第64回　秋田県高等学校総合体育大会陸上競技大会

第73回　東北高等学校陸上競技大会

陸上競技

バレーボール

剣道

第６９回秋田県県民体育大会フェンシング競技
フェンシング

弓道
第６４回県南高等学校総合体育大会弓道競技

第64回県南高等学校総合体育大会剣道競技

山岳

第６４回県南高等学校総合体育大会登山競技

第６４回秋田県高等学校総合体育大会登山競技



●文化部関係
第４６回マーチングバンド全国大会秋田県予選 優秀賞
全日本吹奏楽コンクール第６０回秋田県大会県南地区大会 高等学校の部 最優秀賞

総合 銅賞
創作テレビドラマ部門 優秀賞 作品名「偽(ｲﾂ)メン」

優秀賞 作品名「眠る想い」
入選 作品名「あの時をもう一度」

アナウンス部門 入選 戸嶋清乃
齋藤瑞生
進藤千冬
國分遥

あをくも編集 豊北６県高校生新聞コンクール 地域が見える賞

学校対抗の部 1位
推奨 佐藤　野乃子

菅原　希
齋藤　達基
伊藤　一磨

杉山　奈都帆
土田　萌

最優秀 山本朱莉
最優秀 佐藤千陽

女子団体 １位 栗原理沙子　齊藤泉　茂木咲陽

女子個人 ２位 佐々木冬羽晶
男子団体 ２位 進藤宝登　土田琉卯　杉拓哉

男子個人 ３位 進藤宝登
囲碁 第42回文部科学大臣杯全国高等学校囲碁選手権秋田県大会 女子個人戦 1 高橋　沙耶

吹奏楽

放送 第５９回秋田県高等学校放送コンテスト

創作ラジオドラマ部門

朗読部門 入選

第６４回秋田県高等学校総合体育 ポスター原画部門美術

第５４回秋田県高等学校将棋大会将棋

写真 第38回秋田県高等学校写真連盟展
個人の部

入選



●運動部関係
男子３０００ｍ障害 １位 小松大起
男子５０００ｍ競歩 １位 齊藤浩平
男子棒高跳 １位 佐藤陸斗
男子やり投 １位 進藤泰良
女子やり投 １位 珍田みなみ

第45回東北総合体育大会 女子５０００ｍ競歩 ２位 木村和
男子フィールド総合 ２位
男子１１０ｍハードル １位 堀川佑太
男子３０００ｍ障害 ３位 小松大起
男子走高跳 ２位 高久陽登
男子棒高跳 ３位 佐藤陸斗
男子やり投 １位 進藤泰良

バレーボール県南新人 バレーボール男子 第3位

ハンドボール 平成30年度県南高等学校新人大会 ハンドボール競技 ３位

柔道 平成３０年度秋田県県南地区高等学校新人柔道大会 男子個人８１㎏級 1位 猪岡和真

男子団体 ３位 先：桐澤　次：佐藤　中：和賀　副：佐々木
大：西鳥羽　補：百木　補：髙橋

男子個人 １位 西鳥羽　聖也
男子団体 １位 神原萌靖、佐々木夏希、宮田基希、伊藤遥貴

女子団体 ３位 高橋凜佳、柴田真雪、遠藤世菜、石川しずく

男子個人 １位 宮田基希
第４９回県南新人大会登山競技 団体女子A 1
第６９回県民体育大会登山競技 団体男子A 2

団体男子 2
団体女子 1

1 高橋　綾乃
3 齊藤　凜
2 佐々木　凛空
2 熊谷　爽騎

女子知識競技 1 高橋　綾乃
女子読図競技 2 高橋　綾乃

1 池田　梓織
3 高橋　綾乃
2 高橋　綾乃
3 齊藤　凜

水泳 平成３０年度秋田県高等学校新人水泳競技大会 男子400㍍個人メドレー ３位 佐藤大空

硬式テニス 平成30年度秋田県高等学校新人大会 テニス競技　Ⅱ部 優勝

野球 第７０回秋季東北地区高等学校野球大会秋田県大会 ２位

フェンシング 中央支部高等学校新人大会 フェンシング競技 男子個人サーブル 第１位 高橋七央幸

●文化部関係
全日本吹奏楽コンクール第６０回秋田県大会 高等学校の部 金賞
全日本吹奏楽コンクール第６１回東北大会 高等学校の部 銀賞
第４７回マーチングバンド・バトントワーリング東北大会 マーチングバンド高等学校の部 銀賞

最優秀賞 進藤千冬
入選 國分遥
入選 佐藤陽菜

アナウンス部門 入選 堀田詠美
総合 優秀賞

平成３０年度　第２学期　部活動成績一覧

平成30年度県南高等学校新人大会競技

平成30年度秋田県高等学校新人大会

陸上競技

剣道 平成30年度県南新人剣道大会

弓道 第６４回県南高等学校新人大会弓道競技

第２８回全県新人大会登山競技

女子個人総合

男子読図競技

女子天気図競技

女子体力競技

山岳

吹奏楽

秋田県高校放送コンクール
朗読部門

放送



学校対抗の部 1位
金賞 開田　真由
銀賞 山石　遙人

高橋　奈津美
佐々木　由希

土田　萌
特賞 高橋　奈津美

伊藤　空
岡本　萌実

佐藤　野乃子
三森　瑞希

佐々木　佳乃
戸嶋　伊織
齊藤　凜

開田　真由
丸谷　桃雅

佐々木　真央
杉山　奈都帆
佐藤　明莉
鈴木　新大

髙橋　かるあ
土田　萌

第５４回全日本合唱コンクール秋田県大会 高等学校部門 銀賞

銅賞
小松田泰雅　　加藤紀羽　髙橋深有里　福
田夕華　品川藍　佐々木華衣　小坂桜代
高橋采弓　藤井ことの

銀賞 髙橋さゆり　滝澤満結莉　中川七海　佐々
木音羽　酒井理宇

一等 菅敦成
一等 高田萌
一等 阿部希望
一等 伊藤佳歩
一等 滝澤満結莉

菅敦成
髙橋海

第81回秋田書道展覧会 褒状 佐々木愛香
俳句部門 第１席 相　澤　　　　鈴
小説部門 第１席 石　田　わ　の
短歌部門 第２席 平　山　友里夏
俳句部門 第２席 平　山　友里夏
小説部門 佳　作 黒　丸　　　　建
詩部門 佳　作 髙　橋　　　　凜

第33回全国高等学校文芸コンクール 小説部門 優良賞 石　田　わ　の
デザイン部門 推奨 山﨑未夢
絵画部門 推奨 葛西悠希

最優秀賞 佐藤千陽
最優秀賞 松橋奈々

演劇 秋田県高校演劇発表会 生徒講評部門 最優秀賞 高橋凜
２位 栗原理沙子
３位 齊藤泉

個人戦 1 髙橋　沙耶
1 小松　亮裕
2 藤原　真武
1 相澤　　鈴
2 沼倉はるひ

県対抗戦女子団体 3 髙橋　沙耶
男子級位者戦の部 2 小松　亮裕

1 相澤　　鈴
2 沼倉はるひ

仙台国税局長賞 伊　藤　　　　紬
高　橋　　　　凜
田　中　伊　織

第32回東北地区高等学校囲碁選手権大会・第13
回全国高校囲碁選抜大会東北地区予選会

個人戦級位者の部

女子級位者戦の部

囲碁

平成30年度「税に関する高校生の作文」
横手税務署長賞

その他

第36回秋田県高等学校文芸コンクール
文芸

美術
第51回秋田県高等学校総合美術展・美術工芸部門

第26回秋田県高等学校総合文化祭

将棋 第２４回秋田県高等学校将棋新人大会 女子個人

第31回秋田県高校囲碁新人大会

県南支部写真展
個人の部

写真

ポスター・プログラム原画部門

銅賞

秋田県高等学校総合美術展（写真部門）
推奨

音楽
第３３回ＡＫＩＴＡヴォーカル・アンサンブル・コンテスト

書道

第36回全県高校席書大会

第51回秋田県高等学校総合美術展書道部門 推奨

高等学校部門

漢字行書の部

漢字楷書の部



●運動部関係
バレーボール 全県新人 バレーボール男子 第3位

第28回全国高等学校選抜剣道大会　秋田県予選 ３位
高校１年男子の部 敢闘賞 佐藤　久暢
高校１年女子の部 敢闘賞 和泉佐和子
高校２年女子の部 敢闘賞 廣瀬菜乃花

●文化部関係
全日本アンサンブルコンテスト第41回秋田県大会懸案地区予選横手大会 高等学校の部 金賞 サキソフォン7重奏
全日本アンサンブルコンテスト第41回秋田県大会 高等学校の部 金賞 サキソフォン7重奏

放送 第２２回東北高校放送コンテスト 朗読 優秀賞（２位） 進藤　千冬
菅　　敦成
葛西　悠希
南　　花音
高橋　　凜
山﨑　未夢
松橋　奈々
南　　花音
高橋　　凜

読書感想画中央コンクール秋田県審査 課題図書の部 優良賞 葛西　悠希
第64回青少年読書感想文コンクール中央審査 課題図書の部 サントリー奨励賞 渡邉　菜々花
「金融と経済を考える」高校生小論文コンクール 佳作 伊　藤　佳　歩

剣道
第23回秋田県中学生高校生学年別剣道大会

吹奏楽

横手地区高校美術展
美術

その他

平成３０年度　第３学期　部活動成績一覧

推奨

生徒選奨


