
１２月１７日現在

男子棒高跳 第１位 17 佐　藤　裕　介 さとう　ゆうすけ

男子走幅跳 第１位 21 佐々木　龍　平 ささき　りゅうへい

男子やり投 第１位 11 高　橋　　　　祥 たかはし　しょう

女子トラック総合 第１位

26 柴　田　愛　沙 しばた　あすな

25 田　村　若　葉 たむら　わかば

22 藤　田　真理子 ふじた　まりこ

22 備　前　未　玲 びぜん　みれい

22 藤　田　真理子 ふじた　まりこ

25 田　村　若　葉 たむら　わかば

22 備　前　未　玲 びぜん　みれい

26 柴　田　愛　沙 しばた　あすな

女子三段跳 第１位 25 佐々木　佳　穂 ささき　かほ

男子５０００ｍ競歩 第１位 14 森　澤　仁　太 もりさわ　じんた

男子棒高跳 第３位 17 佐　藤　裕　介 さとう　ゆうすけ

男子三段跳 第３位 21 佐々木　龍　平 ささき　りゅうへい

男子やり投 第３位 11 高　橋　　　　祥 たかはし　しょう

女子混成総合 第２位

22 藤　田　真理子 ふじた　まりこ

25 田　村　若　葉 たむら　わかば

22 備　前　未　玲 びぜん　みれい

26 柴　田　愛　沙 しばた　あすな

女子100mハードル 第３位 22 備　前　未　玲 びぜん　みれい

女子走高跳 第３位 12 佐々木　結　衣 ささき　ゆい

女子三段跳 第３位 25 佐々木　佳　穂 ささき　かほ

女子ハンマー投 第３位 11 藤　田　聖　憲 ふじた　みのり

女子七種競技 第２位 12 佐々木　結　衣 ささき　ゆい

東北高等学校新人陸上競技選手権大会 女子七種競技 第６位 12 佐々木　結　衣 ささき　ゆい

女子学校対抗 第１位

女子個人 第１位 26/26 伊藤睦萌・佐藤理子組 いとうもも・さとうりこ

女子個人 第３位 15/25 小松楓・土田愛夏組 こまつかえで・つちだあいか

弓道 県南高等学校新人大会 男子個人戦 第１位 22 打　川　　　瞬 うちかわ　しゅん

剣道 県南高等学校新人大会 女子個人戦 第１位 25 日　景　真　奏 ひかげ　まなか

県南高等学校新人大会 女子団体Ａ 第１位

少年男子Ａ 第１位

少年男子Ｂ 第２位

少年女子Ｂ 第１位

少年女子Ａ 第２位

女子団体 第１位

第１位 24 高　橋　心　雪 たかはし　こゆき

第２位 21 藤　岡　華　梨 ふじおか　かりん

第２位 24 太　田　羽　優 おおた　うゆ

第１位 24 高　橋　心　雪 たかはし　こゆき

第２位 24 柿　﨑　月　香 かきざき　るか

第２位 21 高　垣　　　杏 たかがき　あん

第２位 21 藤　岡　華　梨 ふじおか　かりん

第１位 21 藤　岡　華　梨 ふじおか　かりん

第２位 24 太　田　羽　優 おおた　うゆ

第３位 13 谷　口　真　子 たにぐち　まこ

第１位 21 高　垣　　　杏 たかがき　あん

第２位 24 柿　﨑　月　香 かきざき　るか

第３位 24 高　橋　心　雪 たかはし　こゆき

第３位 13 谷　口　真　子 たにぐち　まこ

第１位 24 高　橋　心　雪 たかはし　こゆき

第２位 21 高　垣　　　杏 たかがき　あん

学校対抗女子 第１位

男子個人エペ 第１位 24 大　畑　亘　平 おおはた　こうへい

女子個人フルーレ 第１位 24 小　松　叶　実 こまつ　かなみ

女子個人エペ 第１位 15 戸　嶋　希　望 としま　のぞみ

女子個人サーブル 第１位 12 山　石　真　智 やまいし　まち

学校対抗男子 第２位

学校対抗男子 第２位

学校対抗女子 第２位

学校対抗女子 第２位

学校対抗女子 第２位

女子個人フルーレ 第３位 24 小　松　叶　実 こまつ　かなみ
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●運動部関係

大会名 種目 順位 クラス 氏名 ふりがな部活名

県南高等学校新人大会
女子４×１００ｍリレー 第１位

女子４×４００ｍリレー 第１位

秋田県高等学校新人大会 女子４×４００ｍリレー 第２位

女子ソフトテニス 県南高等学校新人大会

陸上競技

山岳

令和２年度　秋田県登山大会

秋田県高等学校新人大会

女子個人総合

女子知識競技

女子体力競技

女子天気図競技

女子読図競技

フェンシング

中央支部高等学校新人大会

秋田県高等学校新人大会



吹奏楽 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 銀賞

金賞

総合部門 優秀賞

優秀賞 25 木　村　　　凜 きむら　りん

優秀賞 25 荻　田　留　羽 おぎた　とわ

演劇 県南地区高等学校演劇コンクール 最優秀賞

彫刻部門 推奨 23 大　坂　美　聡 おおさか　みさと

推奨 23 原　田　　　澪 はらた　みお

推奨 13 三　保　璃　胡 みほ　りこ

学校対抗の部 第１位

金賞 23 加　藤　香　愛 かとう　かあい

金賞 12 佐々木　祐　佳 ささき　ゆうか

推奨 23 加　藤　香　愛 かとう　かあい

推奨 23 高　橋　知　弓 たかはし　ともみ

推奨 12 畑　田　優　夏 はただ　ゆうか

推奨 15 宮　本　健太郎 みやもと　けんたろう

推奨 17 樋　渡　大　地 ひわたし　だいち

推奨 17 横　井　史　菜 よこい　ふみな

推奨 24 岩井川　星　奈 いわいかわ　せいな

入選 21 菅　原　来　未 すがわら　くるみ

入選 21 藤　岡　華　梨 ふじおか　かりん

入選 23 大　内　陽　夏 おおうち　はるか

入選 25 柴　田　莉　子 しばた　りこ

入選 26 岡　根　史　歩 おかね　しほ

入選 26 柿　崎　　　葵 かきざき　あおい

入選 26 和　賀　絢　子 わが　あやこ

入選 15 高　橋　　　凜 たかはし　りん

第１位 13 清　水　愛彩音 しみず　あやね

第２位 17 梅　川　　　萌 うめかわ　もえ

第３位 12 佐々木　祐　佳 ささき　ゆうか

男子個人戦 第１位 21 高　橋　　　惇 たかはし　じゅん

第２位 23 勝　部　花　菜 かつべ　はな

第３位 25 泉　谷　百　香 いずみや　ももか

23 勝　部　花　菜 かつべ　はな

25 泉　谷　百　香 いずみや　ももか

男子個人戦 第３位 21 高　橋　　　惇 たかはし　じゅん

13 阿　部　幸　花 あべ　さちか

14 佐　藤　光太朗 さとう　こうたろう

31 関　屋　良　健 せきや　りょうけん

31 菅　　　英　寛 すが　ひでひろ

31 五十嵐　　　凜 いがらし　りん

31 箱　田　千　陽 はこだ　ちはる

35 伊　藤　　　紬 いとう　つむぎ

13 阿　部　そなた あべ　そなた

自由読書 15 鈴　木　優　衣 すずき　ゆい

生徒投票賞

秋田県高等学校総合美術展 書道部門

大会名 種目 順位

●文化部関係

音楽 秋田県合唱コンクール 高等学校の部
　全日本合唱連盟東北支部長賞も受賞

部活名

放送 秋田県高等学校放送コンクール
朗読部門

美術 秋田県高等学校総合美術展
デザイン部門

県対抗女子団体戦

秋田県高等学校総合美術展 写真部門

書道

クラス

写真

県南支部写真展
個人の部

横手税務署長賞

将棋 秋田県高等学校総合文化祭将棋部門 女子個人

囲碁

秋田県高等学校囲碁新人大会
女子個人戦

東北地区高等学校囲碁選手権大会
第１位

税に関する高校生の作文コンクール
横手税務署長賞

氏名 ふりがな

課題読書
青少年読書感想文全国コンクール秋田県審査会

県教育長賞・最優秀賞

県教育長賞・優秀賞

特選

スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会


