
令和元年度 秋田北鷹高校部活動大会結果報告
特別活動部

＝ 運動部 ＝
【全国大会】 （○内の数字は学年）

■スキー部
☆インターハイ

○男子リレー 第４位 堀部慈生② 上平晃也③ 小森克樹③ 山田龍輔②
○男子10㎞フリー 第３位 山田龍輔②
○男子10㎞クラシカル 第７位 山田龍輔②
○女子リレー 第５位 近藤さくら① 畔上凛花① 山田智子①
○女子５㎞フリー 第８位 畔上凛花① 第10位 山田智子①

☆国体
○少年男子リレー 第３位 堀部慈生② 小森克樹③ 山田龍輔②
○女子リレー 第３位 山田智子①
○少年女子5㎞クラシカル 第５位 山田智子① 第14位 畔上凛花①

☆選抜大会
○少年女子5㎞クラシカル 第１位 畔上凛花① 第４位 山田智子①

第６位 近藤さくら①
○少年男子7.5㎞フリー 第５位 山田龍輔②

■フェンシング部
☆インターハイ

○男子個人フルーレ ベスト１６ 大塚昂輝② ベスト３２ 髙田恭成②
○男子個人サーブル ベスト１６ 髙田恭成②
○女子個人フルーレ ベスト３２ 長崎昇子①

☆国体 少年女子 第７位 長崎昇子①
☆選抜大会

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 女子カデサーブル 第５位 長崎昇子①
出場 男子 高田恭成② 大塚昂輝② 菅原佑人② 小林大晃②

女子 長崎昇子① 長崎東子① 山谷 遥② 山田美紗稀① 近藤菜々子①
牧杯フェンシング選手権 女子ジュニアサーブル第３位 長崎昇子①
２０２０アジアカデフェンシング選手権大会 女子カデサーブル出場 長崎昇子①

（日本代表内定）
■ソフトテニス部

☆インターハイ
○男子団体・個人 出場 佐藤大晴③ 岩間大輝③ 竹村陸人③ 浪岡 遊③

小坂朝陽② 須藤稜太③ 本間勇太② 佐々木公介③（団体のみ）
☆国体 ○少年男子 出場 佐藤大晴③ 岩間大輝③ 小坂朝陽② 本間勇太②
☆ハイスクールジャパンカップ ○シングル ベスト１６ 佐藤大晴③

■相撲部
☆インターハイ

○団体の部 出場 工藤唯織③ 齋藤晃良② 佐藤貴規② 櫻田航汰② 児玉優翔①
○個人の部 出場 児玉優翔①

☆国体 ○少年男子団体出場 齋藤晃良② 佐藤貴規② 児玉優翔①
☆選抜大会（十和田市）

○団体 ベスト１６ 齋藤晃良② 佐藤貴規② 櫻田航汰② 児玉優翔①

■陸上競技部
☆インターハイ

○男子４×１００ｍリレー 出場 高橋遙希③ 佐々木友也② 佐藤朋也② 野呂龍斗③
○女子駅伝 第４４位 野呂くれあ③ 渡辺望美② 佐藤里緒② 阿部優華② 佐藤愛奈③

【東北大会】
■スキー部

東北高校スキー



○男子10ｋｍフリー 第１位 山田龍輔② 第４位 上平晃也③
○女子５ｋｍフリー 第３位 山田智子①

第６位 近藤さくら①
○男子リレー 第１位 堀部慈生② 上平晃也③ 小森克樹③ 山田龍輔②
○女子リレー 第１位 近藤さくら① 畔上凛花① 山田智子①

■フェンシング部
☆東北高校選手権

○男子学校対抗 第３位 佐藤悠也③ 吉田悠馬③ 髙田恭成② 大塚昂輝② 菅原佑人②
○女子学校対抗 第２位 金 夏織③ 鈴木有咲② 山谷 遥② 長崎東子① 長崎昇子①
○男子フルーレ 第６位 髙田恭成②
○女子フルーレ 第６位 長崎昇子①
○男子エペ 第２位 小林大晃②
○男子サーブル 第２位 佐藤悠也③ 第８位 髙田恭成②

☆東北総合体育大会
○少年男子 優勝 髙田恭成② 大塚昂輝②
○少年女子 優勝 長崎昇子①

☆東北新人大会
○男子学校対抗フルーレ 優勝 菅原佑人② 大塚昂輝② 小林 輝② 高田恭成②

小林大晃②
○男子学校対抗エペ 優勝 菅原佑人② 大塚昂輝② 小林 輝② 高田恭成②

小林大晃②
○女子学校対抗サーブル ２位 鈴木有咲② 山谷 遥② 長崎昇子① 畠山麗奈①

近藤菜々子①

■相撲部
☆東北高校相撲

団体 ベスト８ 工藤唯織③ 齋藤晃良② 佐藤貴規② 櫻田航汰② 児玉優翔①

個人 ８０ｋｇ級 第３位 齋藤貴仁① ベスト８ 工藤唯織
１００ｋｇ級 ベスト８ 齋藤晃良② 櫻田航太②
１００㎏超級 ベスト８ 佐藤貴規②

☆東北総合体育大会 少年団体 優勝 齋藤晃良② 佐藤貴規② 櫻田航汰② 児玉優翔①
少年個人 第３位 児玉優翔①

☆東北新人大会 団体優勝 齋藤晃良② 佐藤貴規② 櫻田航汰② 児玉優翔①
個人選手権 優勝 齊藤晃良②

３位 佐藤貴規②
３位 櫻田航汰②
５位 児玉優翔①

個人体重別 ８０ｋｇ級 第２位 齊藤貴仁①
１００㎏超級 優勝 佐藤貴規②

第３位 齋藤晃良②
■ソフトテニス部

☆東北高校選手権 男子団体 第３位
佐藤大晴③ 岩間大輝③ 竹村陸人③ 浪岡遊③ 小坂朝陽② 須藤稜太③
本間勇太② 佐々木公介③
男子個人 第３位 佐藤大晴③・岩間大輝③

☆東北インドア大会 団体戦 ベスト８ 小坂朝陽② 高橋優輔② 本間勇太② 織田依吹②
千葉広喬② 疋田由樹② 佐々木章斗① 小松怜空①

個人戦 ベスト８ 本間勇太② 織田依吹②

■陸上競技部

☆東北高校駅伝 女子第11位 渡辺望美② 佐藤里緒② 阿部優華② 田畑七紗② 佐藤愛奈③
男子第17位 芳賀利紀② 田村耀大③ 村上一大③ 畠山聡太② 仲居 健①



鈴木 翼② 伊藤卓真①
☆東北高校陸上 男子４×１００ｍリレー 第５位 高橋遙希③ 佐々木友也② 佐藤朋也②

野呂龍斗③
男子２００ｍ 第８位 佐々木友也②

☆東北新人陸上 男子１００ｍ ６位 佐々木友也① 男子２００ｍ １位 佐々木友也①
女子４００ｍハードル ５位 金 彩海②
女子１００ｍ出場 寺田悠杏②
女子砲丸投げ出場 佐藤あゆみ①

＝ 文化部 ＝
■吹奏楽部

☆全日本吹奏楽コンクール第６１回秋田県大会 金賞
☆全日本吹奏楽コンクール第６２回東北大会 金賞
☆第１９回東日本学校吹奏楽大会 銅賞

工藤みどり③ 信太百実果③ 鎌田真祐名③ 小林日花里③ 佐藤里菜③ 田村結南③
宮崎紗実③ 村上日菜③ 柳谷愛楓③ 冨樫穂乃風③ 三浦亜佑菜③ 櫻庭幸乃②
伊藤 希② 安東郁香② 平川 栞② 武石喜也② 成田風花① 金野羽海① 柳谷穏香①
安部優菜① 長岡菜月① 泉 冴空③ 魚住隆人③

■かるた部
☆小倉百人一首競技かるた第４１回全国高等学校選手権大会Ｄ級 準優勝 藤島千華②
☆第４３回全国高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた部門 出場

石田華野② 藤島千華②
☆第２６回東北・北海道高等学校小倉百人一首かるた新人大会 出場

石田華野② 藤島千華② 内山亜美②
■写真部

よみうり高校生写真コンテスト２０２０ １席 「夢を描く」 春日 碧①

■文芸部
第３７回秋田県高等学校文芸コンクール 短歌部門 第２席 桐越佑夏③

■科学部
第３４回モデルロケット全国大会 出場 千葉駿太③ 中島颯希③ 藤嶋秀飛②
脱炭素チャレンジカップ２０２０ ファイナリスト選出

小坂藍海② 小林 碧② 花田有加② 藤田夕雅①
第５回全国コース環境活動発表大会 東北地方大会出場

小坂藍海② 小林 碧② 花田有加② 藤田夕雅①

■農業クラブ
令和元年度日本農業クラブ秋田県連盟大会

農業情報処理競技会 ４位（東北大会出場） 高橋愛奈③
平板測量競技会 ２位（東北大会出場） 泉 冴空③ 伏見世怜奈③ 松岡優里③

３位（東北大会出場） 安井日向② 佐藤麟太郎② 柴田航希②
意見発表分野Ⅱ類 優秀賞 渡部友太③
意見発表分野Ⅲ類 優秀賞 畠山ななみ②
家畜審査競技会 乳牛の部 ３位 佐藤麗奈③

令和元年度日本農業クラブ東北連盟大会
平板測量競技会 優秀賞 安井日向② 佐藤麟太郎② 柴田航希② 宮野尚斗①

令和元年度日本学校農業クラブ 南東北大会（全国大会）
農業鑑定競技会 農業コース 藤本 巽③

園芸コース 大山美柚②


