
部 名

陸上競技 男子総合優勝 女子総合優勝

5/9～12 男子ﾄﾗｯｸ２位 女子ﾄﾗｯｸ２位

鷹巣陸上競技場 男子ﾌｨｰﾙﾄﾞ１位 女子ﾌｨｰﾙﾄﾞ１位

1500m １位 村上延矢(3D) 800m １位 渋谷未来(2B)

5000m １位 村上延矢(3D) 1500m １位 渋谷未来(2B)

3000m障害 １位 工藤来輝(3B) 3000m １位 小笠原朋香(2C)

走幅跳 １位 齊藤聖人(2B) 走高跳 １位 佐藤好恵(3A)

1500m ２位 中野創也(1C) 800m ２位 黒澤志織(3C)

5000m ２位 高田俊太(2C) 1500m ２位 黒澤志織(3C)

3000m障害 ２位 三ヶ田拓未(3A) 走高跳 ２位 菅原茉友子(3B)

棒高跳 ２位 佐藤 凱(3B) 砲丸投 ２位 田原智仁(2B)

走幅跳 ２位 阿部駿人(3A) 円盤投 ２位 田原智仁(2B)

円盤投 ２位 齊藤公稀(2A) 400m ３位 中村夏実(2C)

ﾊﾝﾏｰ投 ２位 柳原大哉(3B) 1500m ３位 三ヶ田 楓(1D)

5000m ３位 板橋賢吾(3B) 3000m ３位 村上史帆(1B)

400m障害 ３位 川又滉平(2D) 4×100mﾘﾚｰ ３位

3000m障害 ３位 阿部貴大(3A) （兎澤理彩子2B・兎澤紗希子3D・中村夏実2C・齋藤総和子2B）

やり投 ３位 佐藤 凱(3B) 800m ４位 村上史帆(1B)

混成八種 ３位 石鳥谷泰生(2B) 3000m ４位 若松有紗(1B)

4×100mﾘﾚｰ ３位 走幅跳 ４位 橋本玲菜(1C)

（川又滉平2D・齊藤聖人2B・姥貝昌也2A・阿部駿人3A） 4×400mﾘﾚｰ ４位

棒高跳 ４位 柳館信義(2B) （兎澤理彩子2B・中村夏実2C・阿部優花2A・兎澤紗希子3D）

三段跳 ４位 齊藤聖人(2B) 200m ５位 中村夏実(2C)

砲丸投 ４位 齊藤公稀(2A) 100m障害 ５位 石木田愛永(3A)

棒高跳 ５位 田村 順(2B) 走幅跳 ５位 菅原茉友子(3B)

円盤投 ５位 柳原大哉(3B) 混成７種 ５位 石木田愛永(3A)

ﾊﾝﾏｰ投 ５位 青澤正幸(3A)

800m ６位 中野創也(1C)

1500m ６位 工藤来輝(3B)

走高跳 ６位 千葉 格(1C)

混成八種 ６位 千葉 格(1C)

4×400mﾘﾚｰ ６位

（小館慎哉2B・川又滉平2D・石鳥谷泰生2B・高橋慧介3D）

バスケット部 予選リーグ 決勝リーグ進出決定戦

男子 ○ ９１ － ４６ 大館 × ５７－７８ 能代

5/10～12 × ６３ － ９６ 秋田北鷹

能代工業高校

バスケット部 予選リーグ

女子 × ５０ － ５５ 大館鳳鳴

5/10～12 × ３４ －１２９ 能代松陽
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バレー部 予選リーグ 決勝リーグ

男子 ×０－２ 大館工業 ×１－２ 大館国際情報

5/10～12
16－25
21－25

25－23
21－25

樹海体育館 ○２－０ 大館鳳鳴
16－25

25－26
25－20 ×０－２ 大館工業

○２－０ 能代工業
18－25
16－25

25－12
25－17 ○２－１ 秋田北鷹

25－14
17－25

25－14

第３位

バレー部 予選リーグ ５位決定戦

女子 ×０－２ 能代松陽 ×１－２ 十和田

5/10～12
11－25
5－25

20－25
25－19

樹海体育館 ○２－０ 大館鳳鳴
26－28

26－24
25－23

×０－２ 大館国際情報
17－25
23－25

ソフトテニス 団体戦（予選リーグ）

男子 第１試合 ○２－１ 能代西 ２位リーグ

5/10～12 第２試合 ×０－３ 能代松陽 第１試合 ×０－３ 能代

高舘公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 第２試合 ○３－０ 大館工

個人戦

１回戦 泉谷(2D)・川又裕(2D) ○４－２豊澤・小林(能代) 全県総体出場決定戦

米村(2C)・田中(2C) ○４－２山岡・木藤(秋田北鷹) １回戦 金澤・佐藤慶 ○４－１小野・佐藤(国際情報)

勝山(1D)・木村(1C) ○４－０堀部・大塚(秋田北鷹) 泉谷・川又裕 ○４－２因幡・久米井(大館鳳鳴)

米村(3C)・栗山(3C) ×２－４渡部・庄司(二ツ井) 阿部・松竹 ○４－３木村・小林(大館鳳鳴)

沢田(2B)・髙橋(1B) ×３－４田中・小林(国際情報) 後藤・工藤 ○４－１牧野・工藤(能代西)

坂井(2B)・高橋(3C) ×１－４阿部・齊藤(十和田) 浅石・玉内 ×１－４川上・高堰(大館工)

２回戦 石木田(2D)・川又涼(3D)○４－２野呂田・高橋(能代西) 米村・田中 ×０－４中村・小松(十和田)

金澤(3D)・佐藤慶(3D) ×１－４泉澤・菊地(能代西) 佐藤奨・鈴木 ×１－４戸松・渡邊(能代松陽)

浅石(2A)・玉内(2B) ×０－４伊藤・川尻(能代松陽) 勝山・木村 ×１－４山崎・熊谷(十和田)

阿部(2B)・松竹(2A) ×０－４工藤・大高(能代松陽) ２回戦 阿部・松竹 ○４－１中村・小松(十和田)

佐藤奨(3D)・鈴木(3A) ×１－２虻川・大塚(秋田北鷹) 後藤・工藤 ○４－３藤田・工藤(能代)

後藤(3D)・工藤(3D) ×２－４工藤・大高(能代松陽) 金澤・佐藤慶 ×１－４川上・高堰(大館工)

泉谷・川又裕 ×１－４武石・岩間(秋田北鷹) 泉谷・川又裕 ×１－４工藤・木次谷(国際情報)

米村・田中 ×２－４芳賀・片岡(国際情報)

勝山・木村 ×１－４五大儀・工藤(能代)

３回戦 石木田・川又涼 ×１－４九嶋・渡部(秋田北鷹)

※石木田・川又組、阿部・松竹組、後藤・工藤組は全県総体出場権獲得
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ソフトテニス 団体戦（予選リーグ）

女子 第１試合 ○２－１ 大館 ２位リーグ

5/10～12 第２試合 ○３－０ 能代西 第１試合 ×０－３ 能代

高舘公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 第３試合 ×０－３ 国際情報 第２試合 ×０－３ 大館鳳鳴

個人戦

１回戦 柳舘(2B)・菅原(3A) ○４－０桂田・横瀬(二ツ井) 全県総体出場決定戦

中嶋(1C)・川又(1D) ×０－４渡部・銭谷(能代松陽) １回戦 佐藤・浅石 ×３－４佐藤・藤原(大館)

佐藤(2C)・浅石(3A) ×０－４田口・成田(能代松陽) 福島・畠山 ×０－４佐藤・土舘(十和田)

福島(2C)・畠山(2C) ×０－４藤島・高橋(大館) 沢田・三ヶ田 ×３－４小林・髙橋(国際情報)

沢田(1D)・三ヶ田(1B) ×１－４田村・戸田(大館桂) ２回戦 中嶋・川又 ×０－４工藤・榎並(十和田)

２回戦 木村(3C)・三ヶ田(3D) ○４－２斉藤・村上(国際情報)

柳舘・菅原 ×０－４清水・渋谷(能代松陽)

３回戦 木村・三ヶ田 ×０－４若狭・薩摩(能代松陽)

※柳舘・菅原組、木村・三ヶ田組は全県総体出場権獲得

柔 道 男子団体戦（予選リーグ） 男子個人戦

5/11～12 ×１－４ 能代西 60kg級 １回戦 清水(3D) ×－○佐々木（秋田北鷹）

北林道場 ×１－３ 能代工業 66kg級 １回戦 田中(3D) ×－○関（大館鳳鳴）

73kg級 １回戦 池田(3C) ×－○塚田（国際情報）

100kg級 決勝 熊澤(3D) ○－×出茂（能代）

100kg級 優勝 熊澤滉平

剣 道 男子個人戦 女子団体戦

5/10～11 ２回戦 石井(2B) ×－○杉本(能代工) 第１試合 ×１－２ 能代松陽

大館鳳鳴高校 第２試合 ×１－１ 大館・・・本数負け

女子個人戦 第３試合 ×１－３ 大館鳳鳴

１回戦 大森(3B) ○－×佐藤(秋田北鷹) 第４試合 ×１－４ 秋田北鷹

２回戦 阿部(2C) ○－×大西(大館鳳鳴)

高橋(3C) ×－○大鐘(能代)

大森 ○－×佐藤(能代松陽)

準々決勝 阿部 ×－○金田(能代)

大森 ○－×金田(能代)

準決勝 大森 ×－○本間(大館)

３位 大森友貴 ５位 阿部彩女
サッカー １回戦 ○７－１ 小坂

5/10～12 ２回戦 ×０－12 能代 第４位
二ツ山運動公園 ３位決定戦 ×０－４ 大館鳳鳴

野 球 １回戦 ×０－７ 大館工業

5/9

田代球場

空手道 男子個人組手 女子個人形

5/12 １回戦 佐藤(2A) ×０－８伊藤(能代松陽) １回戦 村木(3D)×０－５ 岩谷(国際情報)

能代市総合体育館 ２回戦 阿部(2B) ×３－５鷲谷(能代松陽)
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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）

5/10～12 １回戦 ×１－３ 秋田北鷹 １回戦 ×１－３ 大館

グリアス田代

＜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

１回戦 菅原(1A) ×１－３田村(秋田北鷹) １回戦 田畑(1B) ○３－１三浦(能代松陽)

杉本(1D) ×０－３齋藤(国際情報) 田中(1C) ×１－３吉田(能代松陽)

藤原(1B) ×棄権 黒澤(1B) ×２－３小林(大館桂)

２回戦 阿部(1D) ○３－１松岡(秋田北鷹) 畠山(2D) ×０－３橋本(国際情報)

大森(1A) ○３－０虻川(大館) 亀田(1A) ×０－３福田(大館)

中野(3A) ×０－３日景(大館工) ２回戦 田畑 ×０－３戸沢(大館桂)

３回戦 阿部 ×０－３日景(大館工) ２次予選トーナメント

大森 ×０－３佐藤(秋田北鷹) １回戦 田中 ○３－１野村(十和田)

２次予選トーナメント 畠山 ○３－０添川(国際情報)

２回戦 中野 ○３－１堀内(能代松陽) 黒澤 ×０－３斎藤(大館)

大森 ○３－０米倉(国際情報) 亀田 ×０－３吉田(能代松陽)

阿部 ×０－３金子(能代工) ２回戦 田中 ×０－３鈴木(国際情報)

３回戦 中野 ○３－１水戸(秋田北鷹) 畠山 ×０－３一関(大館)

大森 ○３－０安部(大館) 田畑 ×１－３近藤(大館)

４回戦 中野 ○３－０清水(二ツ井) ３次予選トーナメント

大森 ×１－３日景(大館工) １回戦 田畑 ○３－２菅原(大館桂)

５回戦 中野 ○３－０桂田(秋田北鷹) 田中 ○３－２佐藤(大館鳳鳴)

６回戦 中野 ×０－３日景(大館工) 黒澤 ×１－３神馬(小坂)

ｼｰﾄﾞ下決定戦 中野 ×２－３大槻(能代工) 亀田 ×０－３田村(大館桂)

※中野は全県総体出場権獲得 ２回戦 田畑 ○３－１斎藤(大館)

決勝トーナメント 畠山 ○３－１米沢(二ツ井)

２回戦 黒澤(3A) ○３－０大越(能代松陽) 田中 ×０－３近藤(大館)

３回戦 黒澤 ×２－３藤嶋(国際情報） ３回戦 田畑 ○３－０齋藤(秋田北鷹)

※黒澤は全県総体出場権獲得 畠山 ×２－３笹谷(大館)

４回戦 田畑 ×２－３近藤(大館)

※田畑は全県総体出場権獲得

＜男子ダブルス＞ ＜女子ダブルス＞

１次予選トーナメント １次予選トーナメント

１回戦 大森・菅原 ○３－０柴田・小野(二ツ井) １回戦 畠山・田中 ○３－１長崎・奈良(秋田北鷹)

阿部・杉本 ×２－３田村・渡部(秋田北鷹) 黒澤・田畑 ×１－３成田・三浦(能代松陽)

２回戦 黒澤・中野 ○３－０工藤・松井(能代) ２回戦 畠山・田中 ×０－３戸沢・中村(大館桂)

大森・菅原 ×１－３木村・原田(能代工) ２次予選トーナメント

３回戦 黒澤・中野 ○３－２大越・神田(能代松陽) １回戦 黒澤・田畑 ×２－３鈴木・小澤(大館)

決勝トーナメント ２回戦 畠山・田中 ×０－３大川・佐藤(能代)

１回戦 黒澤・中野 ○３－０舘岡・日高(能代工)

準々決勝 黒澤・中野 ×０－３立石・齋藤(大館工)

黒澤・中野組 ベスト８


