
部 名

陸上競技 男子総合 ５位 女子総合 ４位

5/11～14 男子ﾄﾗｯｸ 女子ﾄﾗｯｸ ４位

鷹巣陸上競技場 男子ﾌｨｰﾙﾄﾞ ３位 女子ﾌｨｰﾙﾄﾞ ２位

ﾊﾝﾏｰ投 高野 涼(2A) 優勝 走高跳 奈良美彩(3D) 優勝

400m障害 花田光嶺(2B) ２位 ﾊﾝﾏｰ投 湯沢栞里(3C) 優勝

円盤投 高野 涼(2A) ２位 1500m 大森優依(2D) ２位

砲丸投 児玉和輝(1A) ３位 3000m 大森優依(2D) ２位

5000m 佐藤克哉(2D) ４位 3000m 工藤未来(3B) ３位

砲丸投 高野 涼(2A) ４位 4×400mﾘﾚｰ ３位

4×100mﾘﾚｰ ５位 （千葉彩音(2C)・勝田彩佳(2B)・浅水真央(3D)・奈良美彩(3D)）

（髙橋憲斗(2A)・花田光嶺(2B)・小館凌真(2A)・工藤龍矢(1C)） 走高跳 渋谷泉水(2B) ３位

やり投 児玉和輝(1A) ５位 砲丸投 稲垣愛結(1D) ３位

5000m 折戸 翔(3D) ６位 4×100mﾘﾚｰ ４位

4×400mﾘﾚｰ ６位 （工藤新菜(1A)・浅水真央3D・千葉彩音(2C)・勝田彩佳(2B)）

（山口泰斗(1D)・花田光嶺(2B)・髙橋憲斗(2A)・工藤龍矢(1C)） 200m 千葉彩音(2C) ５位

走高跳 柳澤 翔(1D) ６位 1500m 工藤未来(3B) ５位

走高跳 兎澤 寧(1C) ５位

ﾊﾝﾏｰ投 稲垣愛結(1D) ５位

100m 千葉彩音(2C) ６位

バスケット部 予選リーグ

男子 × ５７－９８ 大館桂桜

5/12 × ７４－８３ 小坂

能代工業高校

バスケット部 予選リーグ

女子 × ５１－６１ 大館桂桜

5/12～13 × ２９－１０２ 大館国際情報

アリナス・能代工業高校 × ５８－７５ 秋田北鷹

バレー部 予選リーグ 下位リーグ

男子 × ０－２ 秋田桂桜 ○ ２－０ 十和田

5/12～14
16－25
19－25

27－25
25－17

タクミアリーナ × ０－２ 秋田北鷹
6－25

10－25 ６位

× ０－２ 大館鳳鳴
20－25
21－25

バレー部 予選リーグ ５位決定戦

女子 × ０－２ 大館桂桜 ○ ２－０ 大館国際情報

5/12～14
17－25
16－25

25－12
22－13

タクミアリーナ × １－２ 秋田北鷹
15－25
25－23
21－25

５位

○ ２－１ 十和田
25－19
20－25
25－21
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ソフトテニス 団体戦（予選リーグ） 個人戦

男子 第１試合 ○２－１ 能代工業 ２回戦

5/12～14 第２試合 ×０－３ 能代松陽 山本(3A)・阿部遼(3A) ○４－１ 大嶋・齋藤(能代西)

高舘公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 三ヶ田(2D)・渋谷(3D) ○４－０ 長崎・成田(大館鳳鳴）

団体２位リーグ 髙橋(3B)・海沼飛(3B) ○４－０ 渡邊・青山(能代工業)

第１試合 ×０－３ 大館鳳鳴 阿部草(1C)・晴山(1C) ×２－４ 佐藤・鈴木(能代工業）

第２試合 ○３－０ 十和田 板橋(3D)・安保(3B) ×２－４ 美濃山・桂田(十和田）

齋藤(3A)・上田(3B) ×０－４ 竹村・佐々木(秋田北鷹）

団体５位 本田(3A)・海沼友(3B) ×０－４ 伊藤・小笠原(能代松陽）

深水(3D)・福島(3A) ×０－４ 工藤・川又(大館鳳鳴）

瀬川(1C)・阿部諒(1D) ×０－４ 三浦・長田(国際情報）

３回戦

山本(3A)・阿部遼(3A) ×０－４ 佐藤・岩間(秋田北鷹)

三ヶ田(2D)・渋谷(3D) ×３－４ 近藤・須藤(秋田北鷹）

髙橋(3B)・海沼飛(3B) ×３－４ 伊藤・浪岡(秋田北鷹)

敗者復活 １回戦

阿部草(1C)・晴山(1C) ○４－０ 武田・佐々木(国際情報）

齋藤(3A)・上田(3B) ○４－０ 布谷・羽澤(大館桂桜）

深水(3D)・福島(3A) ○４－０ 髙橋・工藤(能代）

板橋(3D)・安保(3B) ○４－１ 千葉・岩谷(大館桂桜）

本田(3A)・海沼友(3B) ×２－４ 阿部・豊田(十和田）

瀬川(1C)・阿部諒(1D) ×２－４ 齋藤・田畑(秋田北鷹）

敗者復活 ２回戦

阿部草(1C)・晴山(1C) ○４－０ 板橋・安保(花輪)

齋藤(3A)・上田(3B) ○４－１ 佐々木・畠山(能代）

深水(3D)・福島(3A) ○４－０ 髙橋・芦屋(能代松陽）

敗者復活決定戦

板橋(3D)・安保(3B) ×３－４ 中津川・庄司(大館鳳鳴）

全県総体出場： 山本(3A)・阿部遼(3A)組、三ヶ田(2D)・渋谷(3D)組、髙橋(3B)・海沼飛(3B)組

阿部草(1C)・晴山(1C)組、齋藤(3A)・上田(3B)組、深水(3D)・福島(3A)組

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 能代西 １回戦

5/12～14 第２試合 ×１－２ 大館国際情報 木村風(1A)・石澤(1C) ○４－１ 安田・佐藤(能代)

高舘公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 団体２位リーグ 阿部笑(2B)・一戸(2A) ○４－０ 関・小板橋(十和田)

第１試合 ○０－３ 能代 豊田こ(3C)・刈谷(3D) ○４－２ 山谷・兼平(大館鳳鳴)

第２試合 ×１－２ 大館鳳鳴 成田乃(2C)・木村茉(2C) ○４－２ 大山・日沼(能代松陽)

髙橋穂(1A)・豊田萌(1C) ×０－４ 畠山・小林(能代松陽)

団体６位 阿部立(1B)・伊藤瑠(1B) ×０－４ 工藤・渡邊(国際情報)

奈良日(3C)・舘花好(2B) ×１－４ 平泉・虻川(国際情報)

畠山未(2B)・兎澤千(3D) ×０－４ 高橋・鈴木(能代)

２回戦

石川(3D)・豊田真(3D) ○４－０ 佐々木・斉藤(能代)

舘花日(3A)・佐藤遙(3B) ○４－１ 橋本・日景(大館鳳鳴)

木村風(1A)・石澤(1C) ×１－４ 柳沢・小舘(十和田)

阿部笑(2B)・一戸(2A) ×０－４ 工藤・五十嵐(能代松陽)

豊田こ(3C)・刈谷(3D) ×０－４ 杉本・藤田(能代)

成田乃(2C)・木村茉(2C) ×０－４ 藤原・中村(国際情報)

３回戦

石川(3D)・豊田真(3D) ×０－４ 工藤・五十嵐(能代松陽)

舘花日(3A)・佐藤遙(3B) ×１－４ 平野・高嶋(能代)

全県総体出場： 石川(3D)・豊田真(3D)組、舘花日(3A)・佐藤遙(3B)組、木村風(1A)・石澤(1C)組

阿部笑(2B)・一戸(2A)組、豊田こ(3C)・刈谷(3D)組、成田乃(2C)・木村茉(2C)組



部 名

平成２９年度 県北高校総体・春季県北野球 試合結果

試 合 結 果

剣 道 男子団体戦

5/12～13 第１試合 ×１－４ 能代

大館桂桜高校 第２試合 ×０－４ 大館桂桜

第３試合 ×２－３ 秋田北鷹

男子個人戦 女子個人戦

１回戦 村木(3D) ﾒﾒ ○－× 中嶋(秋田北鷹) １回戦 大森(2D) ﾒﾒ ○－× ﾄ山゙田(大館鳳鳴)

似鳥(3D) ﾒ ○－× 新澤(大館桂桜) 山﨑(3C) ×－○ ﾒ藤嶋(秋田北鷹)

柳沢(3C) ﾒﾒ ○－× ﾄﾞ相模(能代)
延長

田口(3D) ×－○ ﾒ 伊藤(大館桂桜) ２回戦 大森(1C) ×－○ ｺｺ佐藤(能代)

２回戦 村木(3D) ﾒ ×－○ ﾒﾒ牧野(能代)

似鳥(3D) ×－○ ﾒﾄ工゙藤(秋田北鷹)

柳沢(3C) ×－○ ｺ 渡部(能代)

卓 球 男子団体戦（予選トーナメント）

5/12～14 ２回戦 ○３－０ 能代西

グリアス田代 男子団体戦（決勝リーグ） 団体４位
×２－３ 大館桂桜

×２－３ 能代工業

×２－３ 能代

＜男子シングルス＞ ＜男子ダブルス＞

１次予選 １次予選

１回戦 安部(3C) ×０－３ 小林(国際情報) １回戦

２回戦 畠山悠(2B) ○３－１ 石川(秋田北鷹) 阿部竜(3B)・畠山悠(2B) ○３－１ 三澤・岡田(大館鳳鳴)

阿部竜(3B) ○３－１ 岩澤(大館桂桜) 安部(3C)・畠山享(3C) ×０－３ 相原・銭谷(能代)

畠山享(3C) ×０－３ 福本(国際情報) ２回戦

３回戦 畠山悠(2B) ○３－１ 酒井(能代工業) 阿部竜(3B)・畠山悠(2B) ○３－１ 斎藤・三沢(大館桂桜)

阿部竜(3B) ×１－３ 加藤(能代工業) ３回戦

２次予選(敗者復活) 阿部竜(3B)・畠山悠(2B) ○３－２ 伊藤・佐藤(秋田北鷹)

１回戦 阿部竜(3B) ○３－１ 田中(小坂) 決勝トーナメント

畠山享(3C) ○３－０ 近藤(小坂) １回戦

安部(3C) ○３－０ 久島(秋田北鷹) 阿部竜(3B)・畠山悠(2B) ×０－３ 近藤・長門(能代)

２回戦 阿部竜(3B) ○３－２ 松橋(秋田北鷹) 安保(2A)・近藤(2D) ×２－３ 佐藤・伊多波(国際情報)

畠山享(3C) ×０－３ 髙橋(大館鳳鳴)

安部(3C) ×１－３ 山谷(能代工業)

３回戦 阿部竜(3B) ○２－３ 伊多波(国際情報)

決勝トーナメント

１回戦 畠山悠(2B) ×０－３ 髙橋(能代工業)

２回戦 安保(2A) ○３－０ 井上(大館桂桜)

近藤(2D) ○３－０ 和田(能代工業)

３回戦 安保(2A) ○３－０ 銭谷(能代)

近藤(2D) ○３－０ 小畑(大館桂桜)

準々決勝 安保(2A) ○３－０ 中田(能代工業)

近藤(2D) ○３－１ 檜森(能代工業)

準決勝 安保(2A) ○３－２ 小泉(能代)

近藤(2D) ×２－３ 伊藤(大館桂桜)＜男子シングルス＞
決勝 安保(2A) ○３－０ 伊藤(大館桂桜) 安保尚凌(2A) 優勝、近藤尚也(2D) ３位
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サッカー

5/12 １回戦 ×０－４ 能代

能代三面球場

空手道 男子個人形 男子個人組手

5/14 １回戦 黒沢 陸(3A) ×０－５ 菅原(国際情報) ２回戦 黒沢 陸(3A) ×０－１ 澤田(能代松陽)

能代市松陽高校

野 球

5/12～16 ２回戦 ×０－１０ 大館鳳鳴

山田久志ｻﾌﾞﾏﾘﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 敗者復活 ○３－１ 能代西 全県出場代表決定戦 ×１－１２ 大館桂桜

田代球場


