
平成３０年５月２２日（火）　特別活動部

部活動名 会場 日程 競技・種目
5/11(金) 男子団体 男子団体　３位

女子団体 女子団体　２位
5/12(土) 男女ダブルス 男子ダブルス　３位 伊藤昂平(3A)･北林瞭汰(3B)

ベスト８ 山田博斗(3B)･佐藤裕(2A)
ベスト１２ 山田慶太郎(3A)･斉藤歩夢(3R)
ベスト１２ 髙坂祐太(3C)･加賀匠海(2B)

女子ダブルス　２位 成田千尋(3B)･三浦直華(3B)
３位 三浦和紗(3A)･宮腰優香(3A)
３位 千葉星南(3B)･小笠原美奈(3B)

ベスト１６ 千葉優華(3A)･戸澤海希(3B)
ベスト１６ 髙橋雛花(3C)･佐々木遥南(3N)
ベスト１６ 石田みなみ(3N)･藤田奈純菜(2D)

5/13(日) 男女シングルス 男子シングルス　ベスト８ 山田博斗(3B)
ベスト８ 伊藤昂平(3A)

ベスト１２ 北林瞭汰(3B)
女子シングルス　２位 成田千尋(3B)

ベスト８ 三浦和紗(3A)
ベスト８ 三浦直華(3B)
ベスト８ 宮腰優香(3A)

ベスト１６ 小笠原美奈(3B)
女子個人戦（１人出場） ２回戦敗退
男子個人戦（４人出場） ２回戦までに敗退
女子団体戦（４校リーグ）
男子団体戦（４校リーグ） 男子　●　能代

男子　●　大館桂桜
男子　○　花輪 男子団体３位

5/11(金） 個人戦 個人　第１位 佐藤大晴(2R)･岩間大輝(2B)
5/12(土） 個人戦、団体戦 個人　ベスト８ 近藤健(3D)･浪岡遊(2R)
5/13(日） 団体戦 団体２位 近藤健(3D)､川上澪二(3D)､佐藤大晴(2R)

岩間大輝(2B)､佐々木公介(2C)､竹村陸人(2C)
小坂朝陽(1A)､本間勇太(1A)

5/11(金） 個人戦 団体７位
5/12(土） 個人戦、団体戦 個人ベスト８ 宮野美春(2D)･松岡優里(2R)
5/13(日） 団体戦
5/12(土） 団体戦、個人戦 男子団体　３位 　

男子個人　60㌔　２位 三上信希(3R)
３位 津谷大夢(3B)

66㌔　３位 伊藤龍之介(3R)　
73㌔　３位 田村仁悠人(2N)

100㌔　３位 土濃塚勇輝(2D)
女子団体　２位 　

女子個人　48㌔　１位 成田結(2A)
　　　　　57㌔　３位 小坂毬恵(3R)
　　 　 　70㌔　１位 菊池あゆみ(3B) 

400m、1500m、5000mW 男子総合　５位 　
走幅跳、棒高跳 男子トラック総合　２位  　　　
やり投げ、ハンマー投げ　決勝 男子　100m　１位 野呂龍斗(2D)
100m、5000m、4×100mR 200m　１位 野呂龍斗(2D)
走幅跳、走高跳 400m　３位 藤岡純也(3R)　
円盤投、ハンマー投　決勝 110mH　１位 仲居奨(3A)
200m、800m、400mH、5000mW ３位 大沢涼太(2A)
走幅跳、走高跳 4×100mR　１位 仲居(3A)､野呂(2D)､佐藤(1N)､佐々木(1D)
やり投、円盤投　決勝 4×400mR　２位 佐藤(3A)､藤岡(3R)､三浦(2N)､仲居(3A)
110mH、100mH、3000m 女子総合　３位
3000mSC、4×400mR 女子トラック総合　２位 　　 　
三段跳、砲丸投　決勝 女子フィールド総合　６位     　

女子 100m　１位 成田萌(3A)
200m　２位 成田萌(3A)

1500m　１位 工藤千翔(3A)
5000mW　１位 畠山和奈(3A)

4×100mR　３位 金(1A)､成田(3A)､加賀谷(3A)､寺田(1A)
走幅跳　２位 加賀谷涼未(3A)
三段跳　３位 山下梨沙(3D)

6/22（金） 長距離競走の合計タイムによって順位を決定
女子３．１ｋｍ×５人、男子５．６ｋｍ×７人

5/11(金） 予選リーグ ●　７４－９６　能代
5/11(金） 予選リーグ ●　６６－９３　大館桂桜 予選リーグ敗退
5/11(金） 予選リーグ ●　７０－１０３　能代
5/11(金） 予選リーグ ●　３３－８２　大館鳳鳴
5/12(土） 予選リーグ ●　５１－９３　大館桂桜 予選リーグ敗退
5/11（金） 予選リーグ ●　０－２　能代
5/12（土） 予選リーグ ●　０－２　国際情報

〃 ○　２－０　十和田
5/13（日） 下位リーグ ●　０－２　花輪 ６位
5/11（金） 予選リーグ ○　２－０　花輪
5/12（土） 予選リーグ ○　２－０　十和田

〃 ●　０－２　大館鳳鳴
5/13（日） 決勝リーグ ●　０－２　能代松陽

〃 ○　２－０　能代 ３位
5/11(金） １回戦 ○　２－２（PK5-4）　能代
5/12(土） 準決勝 ●　０－８　国際情報
5/13(日) ３位決定戦 ○　２－１　能代松陽 第３位
5/11(金） 男子　団体、女子　個人戦（予選） 男子　●　１－３　能代工業
5/12(土） 男子　個人戦（予選）、女子　団体 女子　●　０－３　国際情報
5/13(日) 男女　個人戦（決定戦） ダブルス女子　３位　 津谷香海(2C)･近藤咲良(2C)

ダブルス女子　ベスト８　 金田陽菜乃(3C)･佐藤茉奈(2D)
シングルス男子　ベスト１６　 伊藤大輝(2C)
シングルス女子　ベスト１６　 九嶋希莉(3A)､小林安奈(3D)､金田陽菜乃(3C)

5/11（金） 個人戦　予選
個人戦　決勝 男子個人　１位 本間尋翔（3R）

5/12（土） 団体戦　予選 男子４位　女子２位
団体戦　決勝（県北地区代表決定戦）男子 ●　１４－１６　大館桂桜 ２位
団体戦　決勝（県北地区代表決定戦）女子 ●　　８－１６　大館桂桜 ２位

5/12(土) 個人対抗フルーレ 個人男子フルーレ　１位 佐藤武揚(3A)
学校対抗 ２位 成田航也(3D)

5/13(日) 個人対抗エペ・サーブル ３位 宮崎泰我(3D)
個人男子エペ　１位 佐藤武揚(3A)

３位 三浦基輝(3N)
個人男子サーブル　１位 成田航也(3D)

２位 髙田恭成(1B)
３位 宮崎泰我(3D)

男子学校対抗　１位 成田航也(3D)､宮崎泰我(3D)､佐藤武揚(3A)
三浦基輝(3N)､鈴木孝明(3C)

個人女子フルーレ　１位 和田静香(3B)
２位 藤本桃歌(3B)
３位 春日真由(3D)

個人女子エペ　１位 金　夏織(2A)
２位 春日真由(3D)

個人女子サーブル　１位 藤本桃歌(3B)
２位 和田静香(3B)

女子学校対抗　１位 和田静香(3B)､藤本桃歌(3B)､春日真由(3D)
金　夏織(2A)､森川由美(1A)

5/2（水） ２回戦（能代球場） ●　０－６　十和田
5/5（土） 代表決定１回戦

5/12(土）
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大館桂桜高校
第１体育館
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大館市高館コート

5/11(金)
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北秋田市米内沢
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●　３－５　男鹿海洋・能代西・二ツ井

グリアス田代体育館
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大館市
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5/10(木)
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対戦・成績・結果・名前・学年等

平成３０年度　県北総体・県北野球　日程結果一覧
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鷹巣体育館

北秋田市
北欧の杜公園
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