
県南高等学校総合体育大会 女子団体 第１位

秋田県高等学校総合体育大会 女子団体 第１位

東北高等学校選手権 女子団体 第４位

男子個人８１㎏級 第１位 猪岡　和真

無段の部 第１位 青谷　怜

女子個人６３㎏級 第１位 加賀谷　麻衣

男子個人８１㎏級 第３位 猪岡　和真

女子個人６３㎏級 第３位 加賀谷　麻衣

学校対抗男子 第２位

学校対抗女子 第３位

少年男子2部フルーレ 第２位 大畑　亘平

少年男子2部フルーレ 第3位 高橋　航汰

男子１１０ｍH 第１位 堀川　佑太

男子３０００ｍＳＣ 第１位 小松　大起

男子５０００ｍＷ 第１位 齊藤　浩平

女子２００ｍ 第１位 柴田　愛沙

女子４×１００ｍＲ 第１位

男子１１０ｍH 第１位 堀川　佑太

男子走高跳 第１位 髙久　陽登

女子４×１００ｍＲ 第３位

東北高等学校選手権 男子走高跳 第１位 髙久　陽登

男子110mH 第３位 堀川　佑太

男子走高跳 第１位 髙久　陽登

少年男子共通110mH 第１位 堀川　佑太

少年女子Ｂ100mH 第２位 備前　未玲

バレーボール 県民体育大会 男子 第３位

ハンドボール 秋田県高等学校総合体育大会 男子 第３位

テニス 秋田県高等学校総合体育大会 男子団体 第３位

水泳 県南高等学校総合体育大会 女子４００㍍個人メドレー 第１位 野元　和奈

囲碁 全国高等学校囲碁選手権秋田県大会 女子個人戦 第1位 髙橋　沙耶

吹奏楽 秋田マーチングフェスティバル 優秀賞

総合 銅賞

朗読 最優秀賞 進藤　千冬

朗読 優秀賞 國分　遥

創作ラジオドラマ部門 優秀賞 作品名「意見箱を覗けば」

創作ラジオドラマ部門 優秀賞 作品名「one's time」

女子団体 第２位

第１位 栗原　理沙子

第２位 齊藤　泉

第３位 佐々木　冬羽晶

男子個人 第３位 佐藤　究

学校対抗の部 ２位

推奨 開田　真由

推奨 髙橋　健心

入選 伊藤　空

入選 岡本　萌実

入選 三森　瑞希

入選 高橋　奈津美

入選 戸嶋　将幹

入選 篠木　温子

入選 川島　有紗

入選 加藤　香愛

将棋

個人の部
第38回秋田県高等学校写真連盟展写真

女子個人秋田県高等学校将棋大会

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

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

　令和元年度　第１学期　部活動成績一覧

フェンシング

県民体育大会

●運動部関係　

氏名

種目 順位 氏名

県民体育大会

放送 秋田県高等学校放送コンテスト

陸上競技

柔道

山岳

●文化部関係　　

部活名 大会名 種目 順位

部活名

秋田県高等学校総合体育大会

大会名

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



部活名

バレーボール 全日本バレーボール高等学校選手権大会秋田県予選会 男子 第３位

女子フィールド総合 第１位

女子混成総合 第１位

男子８００ｍ 第１位 遠藤　至

男子走高跳 第１位 髙久　陽登

男子棒高跳 第１位 大友　温斗

女子４×１００ｍリレー 第１位

女子三段跳 第１位 佐々木　佳穂

女子混成七種 第１位 珍田　みなみ

男子走高跳 第１位 髙久　陽登

男子５０００ｍ競歩 第２位 石川　琢馬

女子三段跳 第３位 佐々木　佳穂

東北高等学校新人陸上競技選手権大会 男子走高跳 第４位 高久　陽登

全国高等学校総合体育大会 女子団体 第６位

男子団体 第２位

女子団体 第１位

男子個人総合 第１位 五十嵐　凜

第１位 熊谷　爽騎

第２位 川越　皓介

第３位 五十嵐　凜

第１位 熊谷　爽騎

第２位 五十嵐　凜

男子体力競技 第３位 五十嵐　凜

第２位 高橋　心雪

第３位 高垣　杏

女子知識競技 第２位 高垣　杏

第３位 高垣　杏

第３位 高橋　心雪

女子天気図競技 第１位 高垣　杏

第１位 太田　羽優

第２位 高橋　心雪

柔道 県南高等学校新人柔道大会 女子個人６３㎏以下級 第１位 加賀谷　麻衣

ジュニア男子エペ 第３位 大畑　亘平

第２位 柴田　真杜

第３位 高橋　七央幸

ジュニア女子エペ 第２位 髙橋　良沙

ジュニア女子サーブル 第３位 小松　叶実

カデ男子サーブル 第２位 佐々木　陸翔

カデ女子サーブル 第１位 小松　叶実

男子サーブル 第１位 柴田　真杜

男子エペ 第１位 大畑　亘平
中央支部高等学校新人大会 フェンシング競技

ジュニア男子サーブル

　令和元年度　第２学期　部活動成績一覧

山岳

氏名

県南高等学校新人陸上競技大会

秋田県高等学校新人陸上競技大会

男子天気図競技

種目

女子個人総合

フェンシング

女子読図競技

女子体力競技

ジュニア・オリンピック・カップ秋田県予選会

大会名

秋田県高等学校新人登山大会

順位

●運動部関係　　　

陸上競技

男子知識競技



部活名 大会名 順位 氏名

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 銅賞

金管八重奏 金賞

サクソフォン五重奏 金賞

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 金賞

全日本合唱コンクール秋田県大会 高等学校部門 金賞

全日本合唱コンクール東北支部大会 高等学校部門 銅賞

全国学校音楽コンクール東北コンクール 高等学校の部 奨励賞

文芸 秋田県高等学校文芸コンクール 小説部門 第一席 石田　わの

推奨 小西　明穂

推奨 篠木　温子

推奨 鈴木　新大

推奨 丸谷　桃雅

推奨 杉山　奈都帆

推奨 髙橋　かるあ

推奨 荒木　伶衣

推奨 加藤　香愛

朗読部門 優秀賞 木村　凜

優秀賞 作品名「懸想文」

入選 作品名「共栄」

入選 作品名「長旅」

入選 作品名「未来の自分」

オーディオピクチュア部門 入選 作品名「かがり火にて」

あをくも編集 秋田県高等学校新聞コンクール 優秀賞

一等 大内　陽夏

一等 岩井川　星奈

一等 岡根　史歩

秋田県高等学校総合美術展 書道部門 推奨 佐々木　愛香

秋田書道展覧会 一等 佐々木　愛香

第１位 佐々木　冬羽晶

第２位 茂木　咲陽

第２位 片岡　悠斗

第２位 高橋　惇

第１位 堀江　洸子

第２位 日野　七海

第３位 榎　優華

男子級位者戦 第１位 畠山　滉太

第１位 勝部　花菜

第２位 泉谷　百香

片岡　悠斗

高橋　惇

堀江　洸子

日野　七海

榎　優華

太田　若菜

下タ村　季恵

他力本願寺チーム

にそくさんもんチーム

ビブリオバトル全県大会 藤原　勇作

自由読書 菅　真紗希
伊藤　紬

藤田　真理子

囲碁

秋田県高等学校囲碁新人大会

テレビキャンペーン部門

東北地区高等学校囲碁選手権大会

県対抗男子団体戦

音楽

書道

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

秋田県高等学校放送コンクール

ラジオキャンペーン部門

秋田県高等学校総合美術展

●文化部関係

写真 写真部門

放送

吹奏楽

種目

将棋 秋田県高等学校将棋新人大会

第３位

その他

県対抗女子団体戦

第３位

横手税務署長賞

課題読書

女子個人戦

男子個人戦

秋田県教育長賞
青少年読書感想文全国コンクール秋田県審査会

総合２位
科学の甲子園秋田県予選会

女子級位者戦

女子個人

横手税務署長賞

秋田県高等学校席書大会

最優秀賞
特選

準チャンプ本賞

総合優勝

税に関する高校生の作文コンクール



部活名 大会名 順位 氏名

サクソフォン５重奏 金賞

金管８重奏 銀賞

音楽 第３４回AKITAヴォーカル・アンサンブル・コンテスト 金賞

最優秀賞 大坂　美聡

優秀賞 原田　澪

放送 第２３回東北高等学校放送コンテスト テレビキャンペーン部門 入選 作品名「懸想文」

第３１回読書感想画中央コンクール秋田県審査美術 指定図書の部

　令和元年度　第３学期　部活動成績一覧

●文化部関係　　　

種目

全日本アンサンブルコンテスト第４２回秋田県大会吹奏楽


