
部 活 動 活 動 成 績
平成３０年３月３１日現在

・バスケットボール部

県北地区高等学校総合体育大会 １位

秋田県高等学校総合体育大会 １位（インターハイ出場）

県民体育大会 １位

秋田県秋季男女総合選手権大会 １位

県北地区高等学校新人大会 １位

秋田県高等学校男女新人選手権大会 １位

東北高等学校男女新人バスケットボール選手権大会 ２位

・ウエイトリフティング部

県北地区高等学校総合体育大会

学校対抗 １位

女子５８ｋｇ級 １位 後藤 叶

男子６２ｋｇ級 １位 田川 樹

男子６９ｋｇ級 １位 藤田 樹

男子７７ｋｇ級 １位 清水 海夢

男子８５ｋｇ級 １位 伊藤 健

男子１０５ｋｇ級 １位 島田 清斗

秋田県高等学校総合体育大会

学校対抗 2 位

女子６３ｋｇ級 １位 後藤 叶（全国高校女子選手権出場）

男子６２ｋｇ級 １位 田川 樹（インターハイ出場）

男子６９ｋｇ級 １位 藤田 樹（インターハイ出場）

男子８５ｋｇ級 １位 伊藤 健（インターハイ出場）

３位 工藤 稜也

男子１０５ｋｇ級 ２位 島田 清斗

男子１０５ｋｇ超級 ３位 田澤 雅哉

東北高等学校選手権大会

女子６３ｋｇ級 １位 後藤 叶

男子６２ｋｇ級 ３位 田川 樹

男子６９ｋｇ級 ６位 藤田 樹

男子８５ｋｇ級 ２位 伊藤 健



部 活 動 活 動 成 績
平成３０年３月３１日現在

・ウエイトリフティング部

秋田県民体育大会

女子６３ｋｇ級 １位 後藤 叶

男子６２ｋｇ級 １位 田川 樹

男子６９ｋｇ級 １位 藤田 樹

男子８５ｋｇ級 １位 伊藤 健

男子１０５ｋｇ級 ２位 島田 清斗

男子１０５ｋｇ超級 ３位 田澤 雅哉

東北総合体育大会

男子６２ｋｇ級 ２位 田川 樹

男子８５ｋｇ級 ３位 伊藤 健

全国高等学校総合体育大会

男子６２ｋｇ級 35 位 田川 樹

男子６９ｋｇ級 － 藤田 樹

男子８５ｋｇ級 19 位 伊藤 健

県北支部新人大会

女子６３ｋｇ級 １位 後藤 叶

男子７７ｋｇ級 １位 石岡 空

男子１０５ｋｇ級 １位 島田 清斗

男子１０５ｋｇ超級 １位 田澤 雅哉

全県新人大会

女子６３ｋｇ級 １位 後藤 叶

男子１０５ｋｇ級 １位 島田 清斗

男子８５ｋｇ級 ２位 工藤 稜也

全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会

女子６３ｋｇ級 １０位 後藤 叶



部 活 動 活 動 成 績
平成３０年３月３１日現在

・卓球部

秋田県春季卓球大会

男子ダブルス ３位 中田・檜森 組

県北地区高等学校総合体育大会

男子団体 ２位

ダブルス ２位 関・檜森 組

秋田県高等学校総合体育大会

男子団体 ベスト８

・ラグビー部

県北地区高等学校総合体育大会 １位

全国７人制大会 秋田県予選 ３位

秋田県高等学校総合体育大会 ７位

県北支部新人ラグビー競技 ２位

全県新人ラグビー競技 ７位

・山岳部

県北地区高等学校総合体育大会

Ａパーティ １位

Ｂパーティ ３位

県北新人大会

Ａパーティ ２位

Ｂパーティ ３位

・軟式野球部

秋田県高等学校軟式野球秋季大会 準決勝敗退

・テニス部

全県新人

男子団体二部 １位



部 活 動 活 動 成 績
平成３０年３月３１日現在

・陸上競技・駅伝部

県北地区高等学校総合体育大会

男子ハンマー投 ３位 佐藤竜太郎

女子円盤投 ２位 畠山 華子

女子ハンマー投 ３位 石嶋 母心

秋田県高等学校総合体育大会

男子１００ｍ ４位 越後 一真

女子ハンマー投 ３位 石嶋 母心

東北高等学校大会

１００ｍ 準決勝進出 越後 一真

女子ハンマー投 １７位 石嶋 母心

県北新人大会

男子２００ｍ １位 越後 一真

男子１００ｍ ２位 越後 一真

女子円盤投 １位 畠山 華子

女子砲丸投 ３位 畠山 華子

男子４００ｍリレー ２位 和田、近藤、越後、三村

全県新人大会

男子２００ｍ ２位 越後 一真

男子１００ｍ ２位 越後 一真

女子円盤投 ３位 畠山 華子

東北新人大会

男子１００ｍ ８位 越後 一真

女子円盤投 １０位 畠山 華子

・写真部

秋田県高等学校写真連盟展

柴田 将 推奨 「泥まみれの攻防」

柴田 凌汰 入選 「染まる街」

秋田県高文連写真部会県北支部展

北嶋 つばさ 準特選 「闇を翔る」

秋田県高等学校総合美術展

柴田 凌汰 推奨 「突 進」

北嶋 つばさ 推奨 「三尺玉のキセキ」

大髙 彩華 推奨 「離れたくない」

大山 千月 推奨 「雨上がりの花」



部 活 動 活 動 成 績
平成３０年３月３１日現在

・電気部

秋田県高校ＡＲＤＦ春季大会

男子団体 ５位

秋田県高校ＡＲＤＦ大会

男子団体 ４位

秋田県高校ＡＲＤＦ秋季大会

個人 ３位 川村要介

秋田県３．５メガＡＲＤＦ大会

男子団体 1 位

個人 1 位 川村要介


