
令和３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
☆令和３年度全国高等学校総合体育大会（北信越インターハイ）
○団体決勝トーナメント ベスト32

児玉優翔③ 金田魁斗③ 齋藤貴仁③ 田子麻聖② 柴田林太② 櫻田 隼②
○個人体重別トーナメント １００㎏級 第３位 齋藤貴仁③

☆第７３回全国高等学校相撲選抜大会
○団体決勝トーナメント ベスト32

柴田林太② 田子麻聖② 櫻田 隼②
○個人選手権 ベスト32 田子麻聖②
○体重別８０㎏級 第５位 櫻田 隼②

■男子ソフトテニス部
☆令和３年度全国高等学校総合体育大会（北信越インターハイ）
○男子個人戦出場 佐々木章斗③ 小松怜空③ 吉田夕輝② 杉渕忠稀①

☆第４７回全日本高等学校選抜ソフトテニス大会 出場
松岡彩人② 佐藤綾平② 相馬史弥② 瀧澤 琉② 浪岡愛琉② 吉田夕輝②
片岡将武① 畠山煌生① 杉渕忠稀① 因幡颯汰①

■フェンシング部
☆令和３年度全国高等学校総合体育大会（北信越インターハイ）
○男子学校対抗 ベスト16

菅原 陸② 三浦悠成② 森 祐偉② 松橋 凜② 沢藤快飛②
○女子学校対抗 ベスト16

長崎昇子③ 長崎東子③ 神成彩音③ 永井未寿稀② 三浦優莉愛②
○男子個人フルーレ ベスト32 森 祐偉② ベスト64 菅原 陸②

○女子個人フルーレ ベスト32 長崎東子③ ベスト16 長崎昇子③

○女子個人エペ ベスト32 長崎東子③

○男子個人エペ ベスト16 菅原 陸②

○男子個人サーブル ベスト16 三浦悠成②

○女子個人サーブル 第２位 長崎昇子③

■スキー部
☆第７１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３位 遠藤佳人① 第６位 藤本孝輔①
○女子５ｋｍフリー 第１位 山田智子③ 第５位 大野まこ③ 第９位 畔上凜花③
○女子５ｋｍクラシカル 第２位 山田智子③ 第７位 畔上凜花③ 第10位 近藤さくら③
○男子リレー 第４位 大坂陽斗② 藤本孝輔① 遠藤佳人① 松浦鷹祐①
○女子リレー 第２位 畔上凜花③ 大野まこ③ 山田智子③
○女子総合 優勝 山田智子③ 畔上凜花③ 大野まこ③ 近藤さくら③

木村 慶②
☆国民総合体育大会
○男子10ｋｍクラシカル 第３位 藤本孝輔① 第８位 遠藤佳人①
○女子５ｋｍクラシカル 第１位 山田智子③ 第３位 畔上凜花③
○女子リレー 第１位 山田智子③ 畔上凜花③
○少年男子リレー 第４位 藤本孝輔① 遠藤佳人①

☆全国高校選抜スキー大会
○男子スプリントフリー 第３位 遠藤佳人① 第９位 藤本孝輔①
○男子15㎞フリー 第２位 藤本孝輔① 第７位 遠藤佳人①
○女子スプリントフリー 第１位 山田智子③ 第２位 畔上凜花② 第５位 大野まこ③
○女子10㎞フリー 第２位 山田智子③ 第７位 大野まこ③
○女子５㎞クラシカル 第３位 山田智子③ 第７位 畔上凜花③



☆全日本ジュニアスキー選手権大会
○男子10㎞クラシカル 第６位 藤本孝輔①
○女子５㎞フリー 第９位 大野まこ③ 第10位 山田智子③
○女子５㎞クラシカル 第３位 山田智子③ 第４位 畔上凜花③

【東日本大会】
■弓道部
☆第２１回東日本高等学校弓道大会 出場

○５人制団体 西根 迅② 小杉山寛① 佐藤秀真① 佐藤流星② 長崎茉宙②
○３人制団体 西根 迅② 小杉山寛① 長崎茉宙②

【東北大会】
■スキー部

☆第４４回東北高等学校スキー選手権大会
○男子10ｋｍフリー 第１位 藤本孝輔① 第３位 遠藤佳人① 第８位 松浦鷹祐
○女子５ｋｍフリー 第１位 山田智子③ 第３位 大野まこ③ 第６位 畔上凜花③

第９位 近藤さくら
○男子リレー 第１位 大坂陽斗② 藤本孝輔① 遠藤佳人① 松浦鷹祐①
○女子リレー 第１位 畔上凜花③ 大野まこ③ 山田智子③

■フェンシング部
☆東北総合体育大会
○少年男子 優勝 菅原 陸② 森 祐偉② 三浦悠成②
○少年女子 優勝 長崎昇子③ 長崎東子③

■弓道部
☆東北通信錬成大会 女子団体 ベスト８

成田美桜③ 髙橋花帆③ 松岡憂杏② 高橋日菜② 小笠原有紗②
成田琉愛② 松島希里②

☆東北総合体育大会
少年女子 総合２位 近的競技 １位 成田美桜③ 松岡憂杏② 小笠原有紗②

遠的競技 ５位 成田美桜③ 松岡憂杏② 小笠原有紗②

☆第40回全国高校弓道選抜大会東北ブロック枠予選会 男子団体２位
☆第40回東北高校弓道選抜大会 男子団体 ベスト８

西根 尋② 浪岡幸生② 佐藤瑛太② 小杉山寛①

■男子ソフトテニス部
☆東北インドアソフトテニス大会 男子団体 ３位

相馬史弥② 吉田夕輝② 杉渕忠稀① 松岡彩人②
瀧澤 琉② 片岡将武① 因幡颯汰① 浪岡愛琉②

■陸上競技部

☆男子第５７回・女子第３２回東北高等学校駅伝競走大会
女子第17位 藤田未来② 本田 桜① 松田悠那① 畠山夢月①

村上なぎさ③ 北林星那②

■柔道部
☆第４４回全国高等学校柔道選手権大会東北地区大会

女子５７㎏級 出場 櫻田結唯①



＝ 文化部 ＝

■吹奏楽部
全日本吹奏楽コンクール第６３回秋田県大会 金賞 髙橋紘一賞
第６４回東北吹奏楽コンクール 銀賞

成田風花③ 金野羽海③ 柳谷穏香③ 安部優菜③ 長岡菜月③
武石茉緒② 東郷七星② 藤嶋美玖② 三浦幸菜② 近藤彩那②
篠原 由② 中嶋七海② 太田香穂① 近藤優菜① 浅野朋香①
工藤友絵① 小山羽音① 荒川 心① 芳賀龍斗①

■農業クラブ
令和３年度日本農業クラブ秋田県連盟大会

プロジェクト発表会 分野Ⅱ類 最優秀賞 加藤美空③ 松前谷樹③ 工藤靖凪③
岩谷 晃③ 庄司瑠弥③ 山田侑哉③

意見発表会 分野Ⅲ類 優秀賞 田畑妃菜③
農業情報処理競技会 １位 武田乃愛③
家畜審査競技会 肉用牛の部 ３位 虻川健真②

令和３年度日本農業クラブ東北連盟大会
プロジェクト発表会 分野Ⅱ類 最優秀賞 加藤美空③ 松前谷樹③ 工藤靖凪③

岩谷 晃③ 庄司瑠弥③ 山田侑哉③
令和３年度日本学校農業クラブ 全国大会

農業鑑定競技会 農業コース 出場 石垣つぶら①


