
部活動 大会名 男女 種目ほか 順位 氏名･備考
全県総体 男子 優勝（インターハイ出場） 佐藤優介・竹中蒼・木下雄輝・泉部航太

インターハイ 男子 ３位 佐藤優介・竹中蒼・泉部航太・木下雄輝

全県新人 団体 ２位
全県新人 体力競技 ２位 木下　雄輝
全県新人 知識競技 ３位 泉部　航太
秋田市民剣道大会 男子 高校男子 優勝 秋田南高B
秋田市民剣道大会 男子 高校男子 ２位 秋田南高A
秋田県剣道段別選手権大会 男子 男子二段の部 ３位 中嶋雄理
秋田県女子剣道段別選手権大会 女子 女子二段の部 ３位 石田小百合
全県総体 男子 団体 ３位
全県総体 女子 団体 ２位（東北大会出場）

全県総体 男子 個人 ３位（東北大会出場） 齊藤億
全県総体 男子 個人 ３位（東北大会出場） 田越滉平
東北高等学校剣道選手権大会 男子 個人 ２位 髙橋寛生
県体 男子 少年男子 優勝 髙橋寛生
県体 男子 少年男子 ２位 田越滉平
県体 男子 少年男子 ３位 齊藤億
中央支部新人 男子 団体 優勝
中央支部新人 女子 団体 ２位
中央支部新人 男子 個人 優勝 工藤　修平
中央支部新人 男子 個人 ２位 齊藤　億
秋田県高等学校新人剣道大会 男子 団体 優勝
秋田県高等学校新人剣道大会 女子 団体 ３位
秋田県高等学校新人剣道大会 男子 個人 優勝 齊藤　億
秋田県高等学校新人剣道大会 男子 個人 ２位 工藤　修平
秋田県高等学校新人剣道大会 女子 個人 ３位 石田　小百合
全国高等学校剣道選抜大会 男子 団体 ３位
全国高校野球選手権大会秋田大会 準優勝
春季県大会 優勝
中央支部新人 男子 ２位
全県新人 ２位
全県総体 男子 個人 優勝 高橋巧
全県総体 男子 個人 ２位 倉田琉之介
全県総体 男子 個人 ３位 江畑啓祐
全県総体 女子 個人 優勝 三澤優里
全県総体 女子 個人 ２位 山浅悠奈
全県総体 女子 個人 ３位 長谷川彩花
全県新人 男子 優勝 高橋　巧
全県新人 男子 ２位 倉田　琉之介
全県新人 男子 ３位 高橋　瑞季
全県新人 女子 優勝 長谷川　彩花
全県新人 女子 ２位 三澤　優里
全県新人 女子 ３位 小玉　愛莉

柔道 全県総体 男子 60kg級 ２位 吉川翔兵
女子ソフトテニス 中央支部新人 女子 個人 ３位 佐藤美優・佐藤結衣
バスケットボール 県体 男子 ３位
バスケットボール 全県総体 女子 ３位

中央支部新人 男子 団体 ３位
中央支部新人 男子 個人 ３位 伊藤諒亮・林啓太
県体 男子 男子2部 ３位 熊谷唯人
中央支部新人 男子 学校対抗 ３位

バレーボール 中央支部新人 男子 ２位
ハンドボール 全県新人 男子 ３位

H27年度　主な運動部活動成績（H27全県総体～）
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部活動 大会名 男女 種目ほか 順位 氏名･備考
全県総体 男子 200m個人メドレー ３位 橋本旭
全県総体 男子 400m個人メドレー ３位
全県総体 男子 400mリレー ３位
全県総体 男子 800mリレー ３位
全県新人 男子 100m平泳ぎ ３位(東北新人出場) 鈴木駿
全県新人 男子 200m平泳ぎ ３位(東北新人出場) 鈴木駿
全県新人 男子 400m自由形 ３位(東北新人出場) 伊藤和哉
全県新人 男子 200m自由形 ３位(東北新人出場) 戸島竜大
全県新人 男子 200m個人メドレー ２位(東北新人出場) 橋本旭
全県新人 男子 400m個人メドレー ２位(東北新人出場) 橋本旭
全県新人 男子 400mリレー ２位(東北新人出場) 戸島竜大・橋本旭・鈴木駿・伊藤和哉

全県新人 男子 400mメドレーリレー ３位(東北新人出場) 戸島竜大・橋本旭・鈴木駿・伊藤和哉

全県新人 男子 800mリレー ２位(東北新人出場) 戸島竜大・橋本旭・鈴木駿・伊藤和哉

全県新人 男子 総合 ３位
東北高校ラグビー 7人制大会 男子 7人制 ２位
全県新人 ３位
全県総体 女子 5000m競歩 ３位 竹中奈央
県体 女子 5000m競歩 優勝 竹中奈央
県体 少年女子Ｂ100ｍﾊｰﾄﾞﾙ ２位 工藤菜々
秋田県陸上競技選手権 女子 5000mＷ 優勝 竹中奈央
秋田県陸上競技選手権 女子 少年女子Ｂ100mH ２位 工藤菜々
中央支部新人 男子 走幅跳 優勝 小原大輝
中央支部新人 男子 三段跳 優勝 小原大輝
中央支部新人 男子 砲丸投 優勝 橋本紘
中央支部新人 男子 フィールド総合 優勝
中央支部新人 女子 5000mＷ 優勝※大会新 竹中奈央
中央支部新人 女子 110mH 優勝 工藤菜々
中央支部新人 女子 3000m ２位 南条佑佳
中央支部新人 女子 学校対抗総合 6位
全県新人 男子 200m ２位 髙橋誠大
全県新人 男子 走幅跳 ３位 小原大輝
全県新人 男子 三段跳 ３位 小原大輝
全県新人 女子 5000mＷ 優勝※大会新 竹中奈央
全県新人 女子 100mH ２位 工藤菜々
東北新人 女子 5000mＷ 優勝 竹中奈央
東北新人 女子 5000m競歩 優勝 竹中奈央
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