
部　　名

陸上競技 男子総合優勝 女子総合２位

8/16～18 男子ﾄﾗｯｸ１位 女子ﾄﾗｯｸ２位

長根山陸上競技場 男子ﾌｨｰﾙﾄﾞ１位 女子ﾌｨｰﾙﾄﾞ４位

平成２６年度　県北高校新人・秋季県北野球　試合結果

試　合　結　果

　1500m　 　　１位　中野創也(2B) 　100m　 　　 １位　佐藤祐希(1B)

　5000m　 　　１位　中野創也(2B) 　1500m　　　 １位　三ヶ田 楓(2B)

　3000m障害 　１位　金井優介(2A) 　3000m　　　 １位　三ヶ田 楓(2B)

　ﾊﾝﾏｰ投　　　１位　柳原稜太(2B) 　100mH 　　　１位　板橋莉歌(1C)

　1500m　 　　２位　金井優介(2A) 　200m 　　　 ２位　佐藤祐希(1B)

  5000m　　 　２位　金井優介(2A) 　1500m 　　　２位　若松有紗(2C)

砲丸投 ２位 勝又太理(2B) 4×100mﾘﾚｰ ２位　砲丸投　　　２位　勝又太理(2B) 4×100mﾘﾚ 　２位

　ﾊﾝﾏｰ投　　　２位　勝又太理(2B) （奥村美奈2A・橋本玲菜2B・板橋莉歌1C・佐藤祐希1B）

　5000m　　 　３位　土沢一真(2C) 　走幅跳　　　２位　橋本玲菜(2B)

　110mH　　 　３位　栁舘郁哉(1C) 　3000m　　　 ３位　若松有紗(2C)

　400mH　　 　３位　畠山　卓(2D) 　4×400mﾘﾚｰ　３位

　走幅跳　　　４位　栁舘郁哉(1C) （板橋莉歌1C・佐藤祐希1B・奥村美奈2A・成田空2C）

　ﾊﾝﾏｰ投　　　４位　児玉真輝(1A) 　3000m　　　 ４位　黒澤実紀(1C)

3000 障害 ５位 柳澤 慶(2D) 走高跳 ４位 橋本玲菜(2B)　3000m障害 　５位　柳澤　慶(2D) 走高跳　　　４位　橋本玲菜(2B)

　4×400mﾘﾚｰ　５位 　砲丸投　　　４位　小舘充華(1B)
（千葉格2A・杉江瞳莞1D・栁舘郁哉1C・名久井優星2A）

　混成七種　　４位　成田　空(2C)

　砲丸投　　　５位　木谷光太(1D) 　1500m　　　 ５位　黒澤実紀(1C)

　円盤投　　　５位　柳原稜太(2B) 　走高跳　　　５位　奥村美奈(2A)

　400m 　　 　６位　杉江瞳莞(1D) 　円盤投　　　５位　小舘充華(1B)

　1500m　 　　６位　阿部忠彦(1B) 　100m　　　　６位　板橋莉歌(1C)

　三段跳　　　７位　齊藤正真(2A) 　100mH 　　　６位　成田　空(2C)

　800m　　　　７位　村上史帆(2D)

　円盤投　　　７位　阿部知昌(2A)

　やり投　　　７位　成田　空(2C)

バスケット部 予選リーグ

男子 　×　６９　－　８５　大館鳳鳴

11/22～24 　

能代工業高校

バスケット部 予選リーグ 決勝リーグ進出決定戦

女子 　○１０１　－　５３　大館 　×  ４４　－１０９　能代松陽

11/22～24 　×  ４７　－１０８　能代

アリナスアリナス



部　　名

平成２６年度　県北高校新人・秋季県北野球　試合結果

試　合　結　果

バレー部 予選リーグ 全県新人出場決定戦

男子 　×１－２　大館工業 　○２－０　能代工業

11/22～24
　　　19－25
　　  25－22

　　　25－14
　　  25－12

20－25

田代体育館
　　　20 25

　×０－２　秋田北鷹
　　　25－26
　　  25－20

　○２－１　大館鳳鳴
　　　25－12
　　  18－25

　　　25－11

バレー部 予選リーグ 全県新人出場決定戦

女子 　×０－２　秋田北鷹 　○２－０　国際情報

11/22～24
　　　10－25
　　　14－25

　　　25－13
　　  25－ 5

田代体育館 　×０－２　大館桂
　　　20－25
　　　19－25 第５位

  ○２－１　能代
　　　26－28
　　  25－23

　　　29－27

ソフトテニス 団体戦（予選リーグ） 個人戦

男子 　第１試合　×０－３　能代松陽 １回戦　阿部幹(1D)・相川(1A) ○４－２ 田中・佐藤(国際情報) 

9/12～14 　第２試合　×１－２　十和田 　　　　勝山(2B)・児玉(1B) 　○４－３ 成田・阿部(十和田)

高舘公園ﾃ ｽ ﾄ 部慎( ) 浅 ( ) 塚本(能代)高舘公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 　　　阿部慎(1C)・浅石(1B) ×０－４ 小川・塚本(能代)

団体戦（７・８位決定リーグ） 　　　　阿部駿(1C)・木村(2B) ×１－４ 浅野・成田(能代工業)

　第１試合　○３－０　能代西 　　　　髙橋(2D)・奈良(1A)　 ×０－４ 小林・村岡(能代松陽)

　第２試合　×１－２　大館鳳鳴 　　　　山本(1A)・阿部大(1A) ×１－４ 井上・金(秋田北鷹)

　第３試合　○２－１　二ツ井 　　　　阿部佐(1D)・荒谷(1D) ×０－４ 戸松・渡邉(能代松陽)

　第４試合　×０－３　能代 ２回戦　阿部幹(1D)・相川(1A) ×３－４ 木村・石成(秋田北鷹) 

　　　　勝山(2B)・児玉(1B)　 ×０－４ 松橋・佐藤(能代工業)

敗者復活

　　　　阿部幹(1D)・相川(1A) ○４－２ 古家・関(十和田) 

　　　　勝山(2B)・児玉(1B)　 ×１－４ 簾内・小林(国際情報)

※阿部・相川組は全県新人出場権獲得

ソフトテニス 団体戦（予選リーグ） 個人戦

女子 　第１試合　○３－０　大館 １回戦  兎澤(2C)・石川萌(2B)○４－１笹木・赤石(二ツ井)

9/12～14 第２試合 ×０－３ 能代松陽 中嶋(2A)・佐藤(2D)○４－３赤崎・小松(大館)9/12 14 　第２試合　×０ ３　能代松陽 　　  中嶋(2A)・佐藤(2D)○４ ３赤崎・小松(大館)

高舘公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 団体戦（２位リーグ） 　　　  廣島(2D)・石川咲(2C)×２－４大沢・浦島(能代)

　第１試合　×１－２　秋田北鷹 　　　  三ヶ田(2B)・阿部(1C)○４－２髙橋・石川(秋田北鷹)

　第２試合　×０－３　能代 　　　  三谷(1D)・石川夏(1D)×１－４関・飯塚(能代松陽)

　団体６位（全県新人大会出場） ２回戦  沢田(2A)・川又(2D)　×１－４ 平泉・佐藤(国際情報)

　　　  兎澤(2C)・石川萌(2B)×０－４畠山・下総(秋田北鷹)

　　　  中嶋(2A)・佐藤(2D)　×１－４武田・大高(能代松陽)

　　　  三ヶ田(2B)・阿部(1C)×２－４北林・伊藤(大館鳳鳴)

敗者復活

１回戦　沢田(2A)・川又(2D)　×０－４西村・松島(能代松陽)

　　　　兎澤(2C)・石川萌(2B)×０－４阿部・松橋(能代)

　　　  中嶋(2A)・佐藤(2D)　×１－４藤田・桜庭(能代西)

　　　  三ヶ田(2B)・阿部(1C)○４－０小板橋・石川(十和田)

※三ヶ田・阿部組は全県新人出場権獲得
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試　合　結　果

剣　道 男子個人戦 女子個人戦

10/18～19 　１回戦　　小館(1A)　×－○木村(能代) 　１回戦　　石井(1B)　×－○神馬(大館)

大館鳳鳴高校 　　　　　　金谷(1B)　×－○岩谷(能代) 　　　　　　中村(1A)　×－○山口(能代)

サッカー 　１回戦　　　○３－４　能代松陽　回戦 ○ 能代松陽

9/5～7 　準決勝　　　×０－１２大館国際情報 第４位
二ツ山運動公園 　３位決定戦　×１－７　大館工業　

野　球 　２回戦　　　○５－４　大館 　第５代表戦　×０－１４　能代

9/7,11,14,15 　準決勝　　　×１－３　国際情報

田代球場 　第４代表戦　×３－４　大館工業

空手道 男子個人形 女子個人形

10/11 １回戦 戸舘(1A) ○３ ２佐藤(能代) １回戦 平野(1C) ○５ ０池端(能代)10/11 　１回戦　戸舘(1A)　○３－２佐藤(能代) １回戦　平野(1C)　○５－０池端(能代)

能代市民体育館 　　　　　村木(1A)　×２－３土崎(能代) 　　　　　黒澤(1C)　×０－５松森(能代松陽)

　２回戦　戸舘(1A)　×０－５加藤(能代) 　２回戦　平野　　　○５－０越前(能代松陽)

　準決勝　平野　　　×２－３佐藤(能代松陽)

　３位　平野愛絵(1C)

男子個人組手 女子個人組手

　１回戦　戸舘(1A)　○８－０佐藤(能代) 　１回戦　平野(1C)　○２－１名畑(能代松陽)

　２回戦　戸舘　　　×０－８佐藤(能代松陽) 　２回戦　平野　　　×０－５佐藤(能代松陽)

　　　　　村木(1A)　×１－１小林(能代) 　　　　　黒澤(1C)　×０－８工藤(能代松陽)



部　　名
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試　合　結　果

卓　球 男子団体戦（予選トーナメント） 女子団体戦（予選トーナメント）

10/10～12 　１回戦　○３－０　能代西 　２回戦　×３－１　大館

グリアス田代 　２回戦　×１－３　能代工業 女子決勝リーグ

男子団体５位決定リーグ 第１試合　×２－３　大館桂男子団体 位決定リ グ 第 試合 大館桂

　第１試合　×１－３　国際情報 　第２試合　×０－３　能代松陽

　第２試合　×２－３　十和田 　第３試合　○３－０　国際情報

　第３試合　○３－０　二ツ井 　　　　　　　　　第３位

＜男子シングルス＞ ＜女子シングルス＞

１次予選トーナメント １次予選トーナメント

　全員敗退 　２回戦敗退　田中(2C)　×０－３佐藤(能代)

２次予選ト ナメント 亀田(2C) ×１ ３齋藤(秋田北鷹)２次予選トーナメント 　　　　　　亀田(2C)　×１－３齋藤(秋田北鷹)

　１回戦敗退　藤原(2B)　×０－３織田(能代松陽) 　３回戦勝利　田畑(2C)　○３－０石岡(国際情報)

　　　　　　　菅原(2D)　×０－３原田(能代工業) 　　　　　　　黒澤(2A)　○３－１越後(大館)

　　　　　　　杉本(2D)　×０－３成田(十和田)　　　　　　　　　　　　　田畑、黒澤は決勝トーナメントへ

　２回戦敗退　阿部和(1C)×０－３明石(大館工業) ２次予選トーナメント

　　　　　　　畠山(1C)　×０－３松嶋(能代工業) 　１回戦敗退　亀田(2C)　×１－３泉谷(能代松陽)

　　　　　　　八幡(1A)　×０－３成田(能代) 　２回戦敗退　田中(2C)　×０－３安保(大館桂)

　　　　　　　古川(1A)　×２－３平川(能代工業) ３次予選トーナメント

　４回戦敗退　阿部浩(2D)×０－３三ヶ田(十和田) 　準決勝敗退　田中(2C)　×１－３奈良(秋田北鷹)

　準決勝敗退　大森(2C)　×０－３丸井(能代) 　　　　　　　亀田(2C)　×０－３近藤(大館桂)

　３位決定戦　大森(2C)　○３－１松嶋(能代工業) 　３位決定戦　亀田(2C)　○３－２田中(2C)花輪高校対決

※大森は全県新人出場権獲得 決勝トーナメント

＜男子ダブルス＞ 　　２回戦　　田畑(2C)　○３－０小澤(大館)

１次予選トーナメント 黒澤(2A) ×０－３伊藤(能代松陽)１次予選ト ナメント 　　　　　　黒澤(2A)　×０ ３伊藤(能代松陽)

　全組敗退 　　３回戦　　田畑(2C)　×１－３福田(大館桂)

２次予選トーナメント ※田畑美聡はベスト８

　２回戦敗退　藤原・阿部和×０－３田村・柴田(秋田北鷹) ※田畑、黒澤、亀田、田中は全県新人出場権獲得

　　　　　　　古川・畠山　×０－３明石・近藤(大館工業) ＜女子ダブルス＞

　　　　　　　菅原・杉本　×０－３大高・金谷(能代工業) １次予選トーナメント

　４回戦敗退　大森・阿部浩×０－３金万・虻川(大館鳳鳴) 　２回戦敗退　亀田・田中　×２－３添川・成田(国際情報)

　　　　　　田畑・黒澤　×０－３笹谷・小澤(大館)

２次予選トーナメント

　２回戦敗退　田畑・黒澤　×０－３福田・日景(大館桂)

　３回戦勝利　亀田・田中　○３－１佐藤・貝森(秋田北鷹)

３次予選トーナメント

　５回戦勝利　田畑・黒澤　○３－１久保・三沢(大館鳳鳴)

亀田・田中組、田畑・黒澤組は全県新人出場権獲得


	試合結果

