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平成２７年度 部活動成績

※バスケットボール部

県北総体 男子団体 第１位

全県総体 男子団体 第１位 ４６連覇

東北高等学校選手権大会 男子団体 第２位

県民体育大会 男子団体 第１位Ａチーム

秋田県男女総合選手権大会 男子団体 第１位

全国高等学校選抜優勝大会秋田県予選会 男子団体 第１位

東北男女総合選手権大会 男子団体 第２位

県北高校新人体育大会 男子団体 第１位

全国高等学校選抜優勝大会 男子団体 第３位

全県新人 男子団体 第３位

※卓球部男子

県北総体

シングルス 第２位 檜森則紀

ダブルス 第２位 檜森則紀、木村知寛

ダブルス 第３位 金谷恭兵、関 佑斗

県北高校新人体育大会 学校対抗 第３位

シングルス 第２位 檜森則紀

ダブルス 第３位 金谷恭兵、関 佑斗

※ラグビー部

県北総体 第１位

７人制大会 第３位

※陸上競技・駅伝部

県北総体 男子

やり投 第１位 鈴木瑠伊

走高跳 第２位 高田省吾

県北高校駅伝競走体育大会

駅伝男子 第５位

県北新人大会

学校対抗 第６位

走高跳 第１位 高田省吾

200 ｍ 第３位 宮腰佳樹
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全県新人大会

走高跳 第２位 高田省吾

※ウエイトリフティング部

県北総体 男子学校対抗 第１位

男子 ６２ kg 級 第１位 安部璃空

６９ kg 級 第１位 秋元晴喜

＋ 105kg 級 第１位 高橋燎平

全県総体 学校対抗 第２位

女子 ６３kg級 第１位 信太咲菜

男子 ６２ kg 級 第１位 安部璃空

第２位 佐藤永遠

第３位 田川 樹

６９ kg 級 第３位 秋元晴喜

＋ 105kg 級 第２位 高橋燎平

東北高等学校選手権大会

女子６３ｋｇ級 スナッチ 第２位 信太咲菜

クリーン＆ジャーク 第１位 信太咲菜

トータル 第１位 信太咲菜

男子＋ 105kg 級 トータル第６位 高橋燎平

全国高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会

女子６３ｋｇ級 第６位 信太咲菜

東北総合体育大会

６２ｋｇ級 スナッチ 第３位 安部璃空

トータル 第３位 安部璃空

県北新人体育大会

女子 ６３ｋｇ級 第１位 信太咲菜

男子 ７７ｋｇ級 第１位 伊藤 健

６９ｋｇ級 第１位 佐藤永遠

第２位 藤田 樹

６２ｋｇ級 第１位 安部瑠空

第２位 田川 樹

秋田県高等学校新人体育大会 学校対抗 第２位

女子 ６３ｋｇ級 第１位 ＡＣ２ 信太咲菜

男子 ６２㎏級 第１位 Ｍ２ 安部璃空

第２位 Ｍ１ 田川 樹

６９kg級 第１位 Ｍ２ 秋元晴喜

第２位 Ｍ１ 佐藤永遠

７７kg級 第１位 ＡＣ１ 伊藤 健
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全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会

高校の部 女子６３ｋｇ級 第４位 信太咲菜

※山 岳 部

県北総体 第１位 Ａパーティ 第２位 Ｂパーティ 第３位 Ｃパーティ

全県総体 第４位 Ａパーティ

県北新人総体 第１位 Ａパーティ 第２位 Ｂパーティ

全県新人大会 男子団体 第３位

※吹奏楽部

全日本アンサンブルコンテスト秋田県県北地区大会 銀賞

※写 真 部

秋田県高等学校写真連盟展

入選 近藤杉也

入選 藤田 亮

高文連写真部会県北支部展

入選 鈴木皓太

入選 三村維吹

※図 書 部

秋田県高等学校文芸作品コンクール

第三席 Ｅ１大久保悠樹

佳作 Ｅ１田村直也

※電 気 部

秋田県高校ＡＲＤＦ春季大会 男子団体 第３位

女子団体 第３位

男子個人 ＡＷ３ 第５位 工藤颯真

秋田県高校ＡＲＤＦ大会 男子団体 第３位 女子団体 第３位

男子個人 ＡＷ３ 第５位 工藤颯真

秋田県高校ＡＲＤＦ秋季大会 男子団体 第３位

女子団体 第３位

男子個人 第６位 山内崇斗

第１８回秋田県高校 3.5MHz ARDF 大会

女子団体 第３位

男子個人 第２位 Ｅ２ 後藤大輝
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※美 術 部

秋田県美術展覧会 入選 洋画 Ｒ２進藤沙彩

秋田書道展覧会 褒状 Ｒ２嶋田安仲子

入選 ＡＣ１細谷尚未

入選 ＡＣ１大和未奈

読書感想画秋田県コンクール 最優秀賞 Ｒ２進藤沙彩

※機械クラブ

秋田県高等学校工業クラブロボット競技大会 第２位、第３位

全国高等学校ロボット競技大会出場

※ＪＲＣ同好会

青少年健全育成秋田県大会 社会貢献団体の部 秋田県知事賞

※ものづくりコンテスト秋田県大会

旋盤作業部門 第１位 Ｍ３ 小熊将平

化学分析部門 第３位 Ｒ３ 近藤大輝

木材加工部門 第１位 ＡＷ３ 伊藤愛美

測量部門 第２位 Ｕ３ 安部竜也、芹田悠輔、渡邉慎太郎

※ものづくりコンテスト東北大会

木材加工部門 第１位 ＡＷ３ 伊藤愛美

第２５回秋田県高等学校産業教育フェア 研究発表部門 優秀賞

野呂田 陽、信太聡太


