
部　　名

陸上競技 男子総合 優勝 女子総合 ５位

5/22～25 男子ﾄﾗｯｸ ２位 女子ﾄﾗｯｸ ４位

県営陸上競技場 男子ﾌ ﾙﾄﾞ ２位
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試　合　結　果

 ＜先行開催分＞

県営陸上競技場 男子ﾌｨｰﾙﾄﾞ ２位

ﾊﾝﾏｰ投 柳原稜太(3B) １位 56m22cm 3000m 三ヶ田 楓(3B) １位 9分53秒83

5000m 金井優介(3A) ２位 14分53秒96 1500m 若松有紗(3C) ２位 4分44秒00

4×400mﾘﾚｰ ２位 3分22秒85 3000m 若松有紗(3C) ２位 9分54秒98

（佐藤裕希2C・杉江瞳莞2A・名久井優星3A・千葉格3A） 3000m 黒沢実紀(2C) ４位 10分02秒57

ﾊﾝﾏｰ投 勝又太理(3B) ２位 51m27cm 200m 佐藤祐希(2B) ５位 26秒04

100m 佐藤裕希(2C) ３位 11秒16 砲丸投 小舘充華(2A) ５位 10m26cm

1500 中野創也(3B) ３位 4分01秒68 1500 三 田 楓(3B) ７位 4分47秒041500m 中野創也(3B) ３位 4分01秒68 1500m 三ヶ田 楓(3B) ７位 4分47秒04

砲丸投 勝又太理(3B) ３位 13m08cm 100mＨ 板橋莉歌(2B) ７位 15秒83

5000m 中野創也(3B) ４位 14分57秒44 100m 佐藤祐希(2B) ８位 13秒02

3000m障害 金井優介(3A) ４位 9分30秒40 走幅跳 橋本玲菜(3B) ８位 4m97cm

100mＨ 栁舘郁哉(2B) ５位 16秒10 オープン種目

1500m 阿部忠彦(2A) ７位 4分12秒51 ﾊﾝﾏｰ投 小舘充華(2A) １位 46m05cm

5000m 柳澤　慶(3D) ７位 15分25秒06 ﾊﾝﾏｰ投 阿部知晶(3A) ７位 27m20cm

3000 障害 土沢 真(3C) ７位 9分46秒713000m障害 土沢一真(3C) ７位 9分46秒71

６位入賞者は東北大会出場

(福島県福島市あづま陸上競技場　6/13～16)

サッカー

5/29 １回戦 ×０－２ 男鹿工業

TDK秋田総合ｽﾎﾟｰｾﾝﾀｰ

部　　名

バスケット部

男子 ２回戦×５９－１１１湯沢

6/7 茨島体育館

 ＜本開催分＞
試　合　結　果

バスケット部

女子 １回戦 ×５０－６６ 大館鳳鳴

6/6 秋田市立体育館

バレー部 １回戦 ○２－０ 横手清陵

男子
　25－ 9
　25－21

6/7～8 ２回戦 ×０－２ 秋田工業

雄物川体育館
　10－25
　14－25

バレー部 １回戦 ○２－０ 男鹿海洋

女子
　11－25
　10－25

6/7～8 ２回戦 ×０－２ 秋田商業

増田体育館
　22－25
　 8－25
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部　　名

ソフトテニス 団体戦 個人戦

男子 ２回戦 ×１－２ 秋田北 １回戦

6/6～7 阿部幹(2A)・児玉(2B) ○４－２ 高橋・藤田(本荘)

試　合　結　果

県立中央公園 勝山(3B)・奈良(2D) ×０－４ 松川・工藤(御所野学院)
テニスコート ２回戦

海沼飛(1C)・相川(2D) ○４－２ 高橋・加藤(横手)

阿部幹(2A)・児玉(2B) ×１－４ 佐藤・北小路(平成)

木村(3B)・阿部駿(2A) ×１－４ 菅原・奥山(雄物川)

深水(1A)・渋谷(1A) ×２－４ 石黒・畠山(秋田北）

３回戦

海沼飛(1C)・相川(2D) ×０－４ 坂本・冨田(大曲工)

ソフトテニス 団体戦 個人戦

女子 １回戦 ×０－３ 増田 １回戦

6/6～7 佐藤遙(1D)・奈良(1D) ○４－３ 神原・菅原(増田)

県立中央公園 兎澤(3C)・石川萌(3B) ×０－４ 森田・小川(秋田西)
テニスコート 三ヶ田(3B)・阿部優(2C) ×１－４ 佐々木・沓澤(横手清陵）

２回戦

佐藤遙(1D)・奈良(1D) ×０－４ 柏崎・佐々木(秋田西)

卓　球 男子団体戦 女子団体戦

6/6～9 ２回戦 ○３－０ 五城目 ２回戦 ○３－１ 明桜

秋田県立体育館 ３回戦 ×０－３ 秋田商業 ３回戦 ×０－３ 秋田商業

＜男子シングルス＞ ＜女子シングルス＞

　１回戦 菅原(3D) ○３－２ 宮原(湯沢翔北) １回戦 亀田(3C) ○３－２ 金(秋田北)

大森(3C) ○３－１ 佐藤(秋田工) 黒澤(3A) ○３－１ 齋藤(秋田北鷹)

２回戦 菅原(3D) ×０－３ 今野(秋田商) ２回戦 亀田(3C) ○３－１ 川和田(和洋女子)

大森(3C) ×１－３ 髙橋(大館鳳鳴) 田畑(3C) ○３－０ 太田(大館鳳鳴)

田中(3C) ○３－２ 勝原(能代)

＜男子ダブルス＞ 黒澤(3A) ×１－３ 粟津(秋田商)

１回戦 ３回戦 亀田(3C) ○３－０ 岡田(由利)

大森(3C)・菅原(3D) ○１－３ 金子・畠山(由利工) 田畑(3C) ×１－３ 真坂(本荘)

　 田中(3C) ×０－３ 佐々木(由利)

４回戦 亀田(3C) ×０－３ 佐藤(秋田商)

剣　道 男子団体戦（予選リーグ） 女子団体戦（予選リーグ）

6/6～9 第１試合 ○３－２ 矢島 第１試合 ×１－３ 増田

横手体育館 第２試合 ×０－４ 横手 第２試合 ×０－５ 秋田南

男子個人戦 女子個人戦

　１回戦 小館(2D) ×－○ ﾒﾒ 樽岡(新屋) 　１回戦 石井(2A) ﾒｺ ○－× ﾒ 相馬(大曲)

村木(1C) ×－○ ﾒﾒ 藤村(湯沢) 中村(2D) 　 ×－○ ﾒｺ小嶋(湯沢)

２回戦 似鳥(1A) ×－○ ｺｺ 青山(角館) 山﨑(1C) 　 ×－○ ﾒﾒ藤原(秋田中央)

　２回戦 石井(2A) 　×－○ ﾒ 佐藤(本荘)

空手道 男子個人形 女子個人形

6/6～7 １回戦 村木(2A) ×０－５ 熊谷(秋田工) １回戦 黒澤(2B) ○５－０ 三浦(男鹿工)

厚生年金能代体育館 戸舘(2D) ×棄権 伊藤(男鹿工) ２回戦 黒澤(2B) ×０－５ 佐藤(能代松陽)

平野(2C) ×２－３ 奈良(能代松陽)

男子個人組手 女子個人組手

１回戦 村木(2A) ×０－２ 佐藤(秋田工) １回戦 平野(2C) ○２－１ 金子(能代松陽)

戸舘(2D) ×棄権 高橋(男鹿工) 黒澤(2B) ×２－４ 鷲谷(能代)

２回戦 平野(2C) ×０－３ 寺谷(秋田工)
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