
部 名

陸上競技部 男子総合 ６位 女子総合 ２位

5/24～27 男子ﾌｨｰﾙﾄﾞ ２位 女子ﾄﾗｯｸ ４位

県営陸上競技場 女子ﾌｨｰﾙﾄﾞ 優勝

砲丸投 児玉 和輝(3D) 優勝 13m84cm 3000m 柳舘 禎乃(3C) 優勝 10分13秒49

円盤投 児玉 和輝(3D) 優勝 37m68cm 砲丸投 青澤 涼風(2C) 優勝 11m48cm

ﾊﾝﾏｰ投 児玉 宗己(3C) 優勝 50m29cm 円盤投 青澤 涼風(2C) 優勝 33m92cm

1500m 髙田 尚暉(2A) ２位 3分58秒79 ﾊﾝﾏｰ投 稲垣 愛結(3D) 優勝 49m14cm(大会新）

5000m 髙田 尚暉(2A) ４位 14分52秒75 やり投 青澤 涼風(2C) 優勝 43m03cm

400m障害 栗山 和人(2B) ６位 57秒21 円盤投 小板橋向日葵(2B) ２位 32m20cm

６位 3分24秒49 ﾊﾝﾏｰ投 小板橋向日葵(2B) ２位 42m88cm

(兎澤一真(3C)、柳沢翔(3A)、米田圭亜(2D)、山口泰斗(3D) 円盤投 稲垣 愛結(3D) ３位 31m08cm

400m 山口 泰斗(3D) ７位 51秒37 砲丸投 稲垣 愛結(3D) ５位 9m97cm

円盤投 阿部 太洋(3A) ７位 34m32cm 1500m 柳舘 禎乃(3C) ８位 4分55秒40

やり投 児玉 和輝(3C) ７位 46m16cm

棒高跳 今坂 喬悟(1D) ８位 3m30cm ６位入賞者は東北大会出場

ﾊﾝﾏｰ投 阿部 太洋(3A) ８位 41m49cm (秋田市県営陸上競技場 6/14～17)

バスケット部

男子 １回戦×７３－１０３湯沢翔北

6/2 雄物川体育館

バスケット部

女子 １回戦×２８－１１２能代松陽

6/1 横手体育館

バレー部

男子 ２回戦 ○２－０ 大曲工業 準々決勝 ×０－２ 増田 ベスト８

6/2
25－14
25－18

9－25
21－25

ＣＮＡアリーナ

バレー部

女子 １回戦 ○２－０ 六郷・西仙北(合同) ２回戦 ×０－２ 由利

6/1～2
25－17
25－10

5－25
5－25

ＣＮＡアリーナ

4×400mﾘﾚｰ
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ソフトテニス 団体戦 個人戦

男子 １回戦 ○３－０ 秋田中央 １回戦

6/1～3 ２回戦 ○２－１ 秋田西 舘花(2A)・立山(2D) ○４－０ 照井・瀬川(由利)

準々決勝 ×１－２ 大曲工業 瀬川(3A)・中村(2D) ○４－０ 渡部・加賀屋(男鹿工業)

２回戦

ベスト８ 加藤(2D)・阿部諒(3D) ○４－１ 高橋・佐藤(横手)

阿部草(3D)・齊藤拓(2D) ○４－０ 大沼・加藤(横手)

瀬川(3A)・中村(2D) ○４－０ 葛岡・高橋(大曲工業)

齋藤宇(1B)・阿部陸(1A) ○４－２ 藤井・藤井(大曲工業)

晴山(3B)・兎澤(2D) ○４－１ 渡部・古井(秋田西）

畠山(1D)・齊藤翔(1D) ×２－４ 高橋・加賀屋(大曲工業）

県立中央公園 石垣(1D)・柳沢(1C) ×２－４ 柳田・櫻田(秋田南)
テニスコート 齊藤聡(2C)・折戸(2D) ×２－４ 森川・佐々木(大曲工業）

泉山(2D)・海沼(2D) ×１－４ 堀井・伊藤(秋田北）

舘花(2A)・立山(2D) ×０－４ 小松・藤澤(大曲）

３回戦

加藤(2D)・阿部諒(3D) ○４－２ 佐々木・武田(御所野)

阿部草(3D)・齊藤拓(2D) ○４－１ 鈴木・小松田(湯沢)

瀬川(3A)・中村(2D) ×１－４ 高橋・与良(秋田北)

齋藤宇(1B)・阿部陸(1A) ×１－４ 佐藤・小松(由利)

晴山(3B)・兎澤(2D) ×０－４ 小室・仲谷(秋田南）

４回戦

加藤(2D)・阿部諒(3D) ×２－４ 工藤・川又(大館鳳鳴）

阿部草(3D)・齊藤拓(2D) ×１－４ 黒川・土田(平成）

ソフトテニス 団体戦 個人戦

女子 １回戦 ×１－２ 増田 １回戦

6/1～3 阿部(3B)・菅原(3C) ×３－４ 上野・田村(角館)

県立中央公園 石澤(3B)・木村(3C) ×０－４ 金持・武藤(秋田西)
テニスコート 玉木(1A)・髙橋(3C) ×１－４ 佐藤・藤田(増田)
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卓 球 男子団体戦 女子団体戦

6/1～4 ２回戦 ○２－２ 由利 １回戦 ×０－３ 聖霊女子
セット数による

由利本荘アリーナ ３回戦 ×０－３ 秋田

＜男子シングルス＞ ＜女子シングルス＞

２回戦 上田(2A) ○３－１ 田近(大曲工業) ２回戦 駒ヶ嶺(2A) ○３－０ 柴田(和洋)

３回戦 上田(2A) ○３－０ 佐藤(由利) ３回戦 駒ヶ嶺(2A) ×０－３ 菊地(由利)

４回戦 上田(2A) ×２－３ 坂本(秋田)

＜男子ダブルス＞

２回戦

上田(2A)・中村(2C) ○３－０ 髙橋・齋藤(大曲)

３回戦

上田(2A)・中村(2C) ×２－３ 佐藤・虻川(大館桂桜)

剣 道 男子個人戦

6/3 １回戦 津江(2D) ×－○ ﾒﾒ 下田(秋田)

県立武道館 ２回戦 山﨑(2C) ×－○ ﾒ 伊藤(秋田工業)

日時・場所

5/25 団体 優勝 (3,984字) ※東北大会出場

大曲高校 ※全国大会出場

個人 海沼天斗(2D) １位 (1,351字）

和田航弥(2A) ２位 (1,328字) 佐藤優光(3C) ７位 (1,083字）

佐藤新太(2D) ３位 (1,305字) 堀内千弘(2C) ８位 (1,081字)

阿部乙羽(3A) ４位 (1,299字) 山本彩愛(2B) ９位 (1,048字)

阿部花野乃(3A) ５位 (1,209字) 中野桜雪(2C) １０位 (1,069字)

海沼享佑(3A) ６位 (1,100字)

令和元年度 第２９回秋田県高等学校ワープロ競技大会（実業部）
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