
令和２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）

■相撲部

☆全国高校選抜相撲大会 第７２回全国高校相撲新人選手権大会

○団体 第３位 児玉優翔② 齋藤貴仁② 田子麻聖① 柴田林太①

○個人選手権 無差別級 ベスト８ 児玉優翔②

１００㎏級 ベスト１６ 齋藤貴仁②

■フェンシング部

☆第４５回全国高等学校選抜フェンシング大会

男子フルーレ ベスト８ 秋林浩平② 菅原 陸① 三浦悠成① 松橋 凛① 森 祐偉①

女子フルーレ ベスト１６ 長崎東子② 長崎昇子② 中嶋静流② 神成彩音② 永井未寿稀①

女子エペ ベスト１６ 長崎東子② 山田美紗稀② 中嶋静流② 安部真心① 永井未寿稀①

女子サーブル ベスト１６ 畠山麗奈② 長崎昇子② 近藤菜々子② 神成彩音② 三浦優莉愛①

☆ハイスクールジャパンカップ２０２０

○男子個人フルーレ 第１０位 大塚昂輝③ 第１２位 髙田恭成③

■陸上競技部

☆第３２回全国高等学校駅伝競走大会

第４４位 渡辺望美③ 藤田未来① 奈良田 心② 阿部優華③

村上なぎさ②

■スキー部

☆第７０回全国高等学校スキー大会(冬季インターハイ)

○男子10ｋｍフリー 第１３位 山田龍輔③ 第１６位 堀部慈生③

第２７位 大坂陽斗① 第６７位 布谷航斗①

○男子10ｋｍクラシカル 第１２位 堀部慈生③ 第４９位 布谷航斗①

第５２位 大坂陽斗① 第７６位 山田龍輔③

○女子５ｋｍフリー 第１１位 山田智子② 第１２位 近藤さくら②

第１８位 畔上凜花② 第２３位 大野まこ②

○女子５ｋｍクラシカル 第１４位 山田智子② 第１８位 畔上凜花②

第２３位 大野まこ② 第４０位 近藤さくら②

○男子リレー 第４位 大坂陽斗① 堀部慈生③ 山田龍輔③

布谷航斗①

○女子リレー 第４位 畔上凜花② 近藤さくら② 山田智子②

☆第３３回全国高等学校選抜スキー大会

○男子１０㎞フリー 第１０位 山田龍輔③ 第５６位 堀部慈生③

第６９位 大坂陽斗①

○男子１５㎞クラシカル 第１７位 堀部慈生③ 第２０位 山田龍輔③

○女子５㎞フリー 第４位 山田智子② 第６位 畔上凜花②

第１０位 近藤さくら② 第１８位 大野まこ②

○女子１０㎞クラシカル 第４位 畔上凜花② 第１０位 近藤さくら②

第１５位 山田智子② 第１８位 大野まこ②

○男子１．２㎞クラシカルスプリント

第２位 堀部慈生③ 第５位 大坂陽斗①

第１４位 山田龍輔③

○女子１．２㎞クラシカルスプリント

第３位 畔上凜花② 第４位 山田智子②



第１３位 大野まこ② 第１５位 近藤さくら②

☆ジュニアオリンピックカップ

○男子１０㎞クラシカル 第１０位 堀部慈生③ 第１１位 山田龍輔③

第４５位 大坂陽斗①

○女子５㎞クラシカル 第３位 畔上凜花② 第５位 山田智子②

第１５位 近藤さくら② 第２６位 大野まこ②

○男子１０㎞フリー 第５位 山田龍輔③ 第１９位 堀部慈生③

第３８位 大坂陽斗①

○女子５㎞フリー 第７位 山田智子② 第８位 近藤さくら②

第１１位 畔上凜花② 第１９位 大野まこ②

☆全日本スキー選手権

○女子リレー 第６位 畔上凜花② 近藤さくら② 山田智子②

【東北大会】

■スキー部

☆第４３回東北高等学校スキー選手権大会

○男子10ｋｍフリー 第５位 山田龍輔③ 第10位 堀部慈生③

○女子５ｋｍフリー 第１位 山田智子② 第２位 近藤さくら②

第６位 畔上凜花②

○男子リレー 第２位 大坂陽斗① 堀部慈生③ 山田龍輔③ 布谷航斗①

○女子リレー 第１位 近藤さくら② 畔上凜花② 山田智子②

■フェンシング部

☆第４５回全国高等学校選抜フェンシング大会北海道・東北ブロック予選会

○学校対抗男子フルーレ 第１位 秋林浩平② 菅原 陸① 三浦悠成① 松橋 凛①

森 祐偉①

○学校対抗女子サーブル 第１位 畠山麗奈② 長崎昇子② 近藤菜々子② 神成彩音②

三浦優莉愛①

○学校対抗女子フルーレ 第１位 長崎東子② 長崎昇子② 中嶋静流② 神成彩音②

永井未寿稀①

○学校対抗女子エペ 第１位 長崎東子② 山田美紗稀② 中嶋静流② 安部真心①

永井未寿稀①

■陸上競技部

☆男子第５６回・女子第３１回東北高等学校駅伝競走大会

女子第８位 渡辺望美③ 阿部優華③ 奈良田 心② 村上なぎさ②

藤田未来①

男子第19位 芳賀利紀③ 佐藤颯汰郎① 鈴木 翼③ 伊藤卓真②

仲居 健② 小笠原快斗③ 芳賀大夢①

☆第２５回東北高等学校新人陸上競技選手権大会

女子２００ｍ 第６位 三沢菜緒① 女子４００ｍ 第２位 三沢菜緒①

女子３０００ｍ 第19位 藤田未来① 女子走り幅跳び 第17位 藤嶋菜々①

女子三段跳び 第18位 藤嶋菜々① 女子砲丸投げ 第13位 佐藤あゆみ②

女子４×１００ｍリレー 出場

谷 希春② 三沢菜緒① 藤嶋菜々① 畠山美咲①

＝ 文化部 ＝
■吹奏楽部

全日本アンサンブルコンテスト第４３回秋田県大会

銀賞 サクソフォン５重奏

武石喜也③ 成田風花② 柳谷穏香②



武石茉緒① 藤嶋美玖①

■かるた部

第８回秋田県高等学校小倉百人一首かるた競技会

Ａ級優勝 藤島千華③

Ｂ級第３位 石田華野③

■写真部

秋田県高等学校総合美術展 推奨 工藤結衣② 細田未来②

■文芸部

第３８回 秋田県高等学校文芸コンクール 入賞 明石眞奈子①

北海道・東北文芸大会 出場 【詩部門】武石湖都菜③ 明石眞奈子①

【俳句部門】成田花恋①

全国文芸コンクール 出場 【詩部門】武石湖都菜③ 明石眞奈子①

【俳句部門】成田花恋①

■家庭クラブ

第６８回東北ブロック高等学校家庭クラブ連盟総会並びに研究発表大会 優秀賞

令和２年度秋田県高等学校家庭クラブ連盟研究発表大会 最優秀賞

渡邊栞奈② 近藤奈菜① 小森咲季①

成田菜月① 齋藤優希奈①


