
令和３年度　全国高等学校総合体育大会　水泳競技　男子100自由形　出場

第76回国民体育大会　オープンウォータースイミング競技　５km男子

第97回日本選手権水泳競技大会　オープンウォータースイミング競技　５km男子　出場

令和３年度　第45回全国高等学校総合文化祭　俳句部門　参加

第76回国民体育大会　水泳競技　少年男子Ｂ　50m・100m自由形

第76回国民体育大会　オープンウォータースイミング競技　５km女子

第97回日本選手権水泳競技大会　オープンウォータースイミング競技　５km女子　出場

男子総合３位、トラック総合３位　　　 女子総合３位、フィールド総合１位 男子総合【２位】 女子総合【優勝】

混成総合１位 混成総合３位 自由形　50m　 １位　渡邊佑真 自由形　200m　１位　小笠原佳音

5000mW　　１位　笹川大斗 走高跳　　　１位　伊勢季梨愛 自由形　50m　 ３位　小林瑞季 自由形　200m　２位　佐々木凜

棒高跳　　１位　佐藤慶治 円盤投　　　２位　佐藤紗美 自由形　100m　１位　高清水清央 自由形　400m　１位　小笠原佳音

200m　　　２位　畠山洸明 200m　　　　３位　荒谷凜 自由形　100m　３位　渡邊佑真 自由形　400m　２位　佐々木凜

400mH　　 ２位　布谷陵真 棒高跳　　　３位　菩提野葵 自由形　200m　１位　高清水清央 背泳ぎ　50m　 １位　畠山優南

やり投　　２位　伊勢昌真 三段跳　　　３位　齋藤舞子 自由形　800m　３位　岩谷瞭 背泳ぎ　100m　２位　笹川穂乃花

八種競技　１位　羽沢建太 ハンマー投　２位　日景若菜 背泳ぎ　100m　３位　工藤堅仁 背泳ぎ　100m　３位　畠山優南

八種競技　３位　平泉海都 ハンマー投　３位　虻川詞保 バタフライ　100m　２位　畠山真幸 個人メドレー200m　１位　千葉瑠花

4×400mR　３位 七種競技　　３位　岩澤凜 バタフライ　200m　２位　根元沙風 個人メドレー200m　２位　笹川穂乃花

4×100mR　　２位 個人メドレー200m　２位　畠山真幸 個人メドレー400m　１位　千葉瑠花

4×400mR　　３位 個人メドレー200m　３位　山田優茉 フリーリレー　  4×50m 　1位

フリーリレー　  4×50m 　２位 フリーリレー　  4×100m　１位

女子棒高跳　２位　菩提野葵 フリーリレー　  4×200m　１位 メドレーリレー　4×100m　２位

女子走高跳　３位　伊勢季梨愛 メドレーリレー　4×100m　２位

男子総合【優勝】２連覇

女子棒高跳　３位　菩提野葵 自由形　50m　 １位　渡邊佑真 自由形　400m　２位　小笠原佳音

女子走高跳　１位　伊勢季梨愛 自由形　100m　１位　高清水清央 自由形　800m　１位　小笠原佳音

4×100mR １位（田澤・小松・齋藤・荒谷） 自由形　100m　２位　渡邊佑真 個人メドレー400m　３位　千葉瑠花

自由形　200m　２位　高清水清央 フリーリレー　4×200m　３位

男子三段跳　３位　畠山閣旺 女子フィールド総合３位 バタフライ　200m　３位　畠山真幸

走高跳　１位　伊勢季梨愛 フリーリレー　4×100m　３位

円盤投　２位　佐藤紗美 フリーリレー　4×200m　２位

自由形　50m 　１位　高清水清央 自由形　400m　２位　小笠原佳音

自由形　50m　 ３位　渡邊佑真 自由形　800m　２位　小笠原佳音

自由形　100m　２位　高清水清央

自由形　200m　２位　高清水清央

自由形　100m　４位　高清水清央

自由形　200m　５位　高清水清央

自由形　50m 　 １位　渡邊佑真 自由形　400m　１位　小笠原佳音

自由形　100m　 １位　渡邊佑真 個人メドレー200m　３位　笹川穂乃花

自由形　1500m　１位　船木楓斗 個人メドレー400m　３位　小笠原佳音

バタフライ　100m　２位　畠山真幸

バタフライ　200m　１位　畠山真幸

自由形　50m 　 ３位　渡邊佑真

自由形　100m　 ４位　渡邊佑真

男子団体戦【３位】 女子団体戦【準優勝】

60kg級　１位　小笠原頼 63kg級　１位　清水悠衣

81kg級　１位　山口直斗 52kg級　２位　浪岡千拡

60kg級　２位　黒田竜

60kg級　３位　黒田嵐

73kg級　３位　佐々木健介

女子個人　小畑琉奈（優秀選手賞） 60kg級　　３位　黒田竜 女子団体　【２位】

81kg級　　３位　山口直斗　畠山友駄 52kg級　２位　浪岡千拡

無差別級　３位　田中光蔵　石川耕成 57kg級　２位　川田りえ

63kg級　１位　斉藤梨子

弓道

＜全県総体＞

男子個人　３位　松田陽樹（優秀選手賞）

＜全県新人＞

男子団体【３位】　　

＜県北新人＞

＜県北総体＞

＜東北新人＞

１回戦　本校０－４本荘

７人制　本校・大館鳳鳴・能代科技・秋田南合同５－１９秋田

７人制　本校・大館鳳鳴・能代科技・秋田南合同０－１０秋田

７人制　本校・大館鳳鳴・能代科技・秋田南合同０－４２秋田

７人制　本校・大館鳳鳴・能代科技・秋田南合同０－２７秋田

１回戦　本校・大館鳳鳴・能代科技・秋田南合同０－７７男鹿工

＜全県総体＞

ラグビー

　　　＜県北総体＞【準優勝】

＜全県総体＞

＜県北新人＞

＜全県新人＞

＜秋田県選手権　兼　県民体育大会＞

準決勝　本校２－２大館国際　PK(4-3)、　決勝　本校１－２大館鳳鳴

１回戦　本校３－３横手　PK(3-2)、　２回戦　本校０－７明桜

１回戦　本校０－８横手清陵、　２回戦　本校０－２秋田工

１回戦　本校０－０ 大館国際　PK(4-5)

剣道

＜県北総体＞

＜全国高等学校サッカー選手権秋田県大会＞

＜中央支部総体＞

＜全県総体＞

＜中央支部新人＞

＜全県新人＞

＜全国高等学校ラグビーフットボール大会秋田県大会＞

柔道

令和３年度　特別活動部主な大会成績
【祝　全国大会出場】

＜　運　動　部　＞

陸上競技

＜県北総体＞

高清水　清　央

粕　田　舞　翔

渡　邊　佑　真

小笠原　佳　音

※第76回国民体育大会水泳競技はコロナウイルス感染拡大防止のため中止

＜全県新人＞

＜東北大会＞

サッカー

＜全県総体＞

東北大会６種目１０名出場

＜全県新人＞

＜県民体育大会＞

水泳

＜県北総体＞



１回戦　本校4-3花輪 代表決定２回戦　本校10-４能代科技 男子団体【優勝】 女子団体

２回戦　本校5-6秋田北鷹 代表決定戦　本校3-2大館国際 シングルス　２位　藤嶋怜夢 予選トーナメント　２回戦

　　　　　　３位　小林蓮

２回戦　本校3-2平成 準決勝　本校0-6明桜 ダブルス　　２位　太田優夢・藤嶋怜夢

準々決勝　本校7-0秋田北鷹 　　　　　　３位　武田樹季・明石慎

　　　　　　３位　佐々木陸・小林蓮

２回戦　本校2-0大曲農 ３回戦　本校0-7秋田商(8回コールド)

男子団体　 女子団体

１回戦　本校0-10花輪(6回コールド) 準決勝　本校2-0大館鳳鳴 　２回戦　本校 - 湯沢翔北 　１回戦　本校2-3秋田令和

２回戦　不戦勝（能代科技） 決　勝　本校0-18能代松陽

男子団体　【優勝】　 女子団体　【３位】

２回戦　本校6-5角館 準決勝　本校8-5大曲工 ｼﾝｸﾞﾙｽ　３位　佐々木陸、石戸谷空 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　３位　千葉彩愛・佐々木優奈

準々決勝　本校8-6秋田 決　勝　本校1-10能代松陽 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　１位　佐々木陸・小林蓮

　　　　３位　石戸谷空・明石慎

２回戦　本校6-4聖和学園 準々決勝　本校2-5八戸工大一

男子＜予選リーグ＞ 女子＜予選リーグ＞

本校90-68花輪 本校50-79大館鳳鳴、本校36-63能代

＜決勝リーグ進出決定戦＞

本校82-49秋田北鷹

＜決勝リーグ＞　

本校65-82能代松陽、本校55-136能代科技

本校62-58大館国際　　　　【３位】

男子２回戦　本校86-64男鹿工 女子１回戦　本校36-75横手城南

女子団体準優勝 　　３回戦　本校63-68由利工

女子個人３位　本間美咲・相馬月海

男子予選リーグ 女子予選リーグ

男子団体１回戦　本校０－３秋田 女子団体１回戦　本校３－０由利 本校101-58大館鳳鳴、本校95-33秋田北鷹 本校33-82能代、本校66-93大館国際

　　　　２回戦　本校２－１秋田中央 本校104-52能代松陽

　　　　３回戦　本校０－３秋田西 決勝リーグ【準優勝】      

本校90-75能代、本校68-124能代科技

女子個人　３位　髙橋暖・阿部早也乃

予選リーグ

本校66-64秋田、本校43-54湯沢 

リーグ戦 女子＜予選リーグ＞

本校0-2大館鳳鳴、本校2-1能代 本校2-0十和田、本校1-2秋田北鷹 男子１回戦　本校54-49秋田南 女子１回戦　本校52-71能代

本校0-2大館国際、本校0-2秋田北鷹 本校2-0大館国際 　　２回戦　本校95-61秋田令和

本校2-0花輪 ＜決勝リーグ＞【３位】 　　３回戦　本校75-72平成

本校1-2能代松陽、本校2-1大館鳳鳴 　　準決勝　本校55-92秋田西　【３位】

男子１回戦　本校0-2湯沢翔北 女子１回戦　本校0-2角館 バドミントン

＜県北総体＞

男子【３位】 女子【３位】 男子団体【３位】 女子団体【３位】

決勝リーグ 予選リーグ ﾀﾞﾌﾞﾙｽ３位　熊谷皇矢・畠山虎汰郎

本校0-2大館鳳鳴　　本校2-0能代 本校2-0花輪　　本校2-0十和田 ＜全県総体＞

本校0-2秋田北鷹　　本校2-0花輪 本校2-0秋田北鷹 男子団体 女子団体

決勝リーグ ２回戦　本校3-0秋田南 ２回戦　本校3-0五城目

　 本校1-2能代松陽、本校1-2大館鳳鳴 ３回戦　本校0-3秋田工 ３回戦　本校0-3横手城南

＜県北新人＞

男子１回戦　本校0-2増田 女子１回戦　　　　　　本校2-0横手城南男子団体【３位】 女子団体【３位】

決勝リーグ進出決定戦　本校0-2秋田北 ２部ｼﾝｸﾞﾙｽ　３位　櫻庭琉馬 ２部ｼﾝｸﾞﾙｽ　２位　武田梨恋

２部ｼﾝｸﾞﾙｽ　３位　田畑夏希

女子１回戦　本校2-0大館国際　 ＜全県新人＞

    ２回戦　本校0-2由利 ２部ｼﾝｸﾞﾙｽ　２位　櫻庭琉馬 ２部ｼﾝｸﾞﾙｽ　３位　武田梨恋

２部ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　２位　櫻庭琉馬・藤盛大智

＜全県新人＞

バレーボール

＜県北総体＞

野球

＜春季県北＞

＜春季県大会＞

＜全国高等学校野球選手権秋田大会＞

＜県北新人＞

＜全県新人＞

＜秋季東北大会＞初出場

＜全国高等学校バスケットボール選手権秋田県予選＞

　　　　　　＜県北新人＞　【準優勝】

＜全県総体＞

＜全日本バレーボール高等学校選手権大会秋田県予選＞

卓球

＜県北総体＞

＜県北新人＞

＜県北総体＞

＜全県総体＞

＜県北新人＞

＜秋季県大会＞【準優勝】

＜全県総体＞

決勝　本校　３－１８　能代松陽　

　　　本校　０－２３　明桜　　　

ソフトテニス

１回戦　本校　１－１４　西目　　　　

ソフトボール

＜秋季県北＞【準優勝】

　　　　　　＜県北総体＞　【準優勝】

＜全県総体＞

＜県北新人＞

＜全県新人＞

バスケットボール

＜県北総体＞

決勝　本校　０－１４　能代松陽　

＜全県総体＞



部活動名大会名・成績　　　　　　　　　　　　

全日本吹奏楽コンクール第６３回秋田県県北地区大会　　　【金賞】

全日本吹奏楽コンクール第６３回秋田県大会　高等学校小編成の部　　　【銅賞】

第50回マーチングバンドバトントワーリング東北大会　　　【アグレッシブ・パフォーマンス賞】

全日本アンサンブルコンテスト第４４回秋田県大会県北地区予選　＜木管４重奏＞　　　【銅賞】

全日本アンサンブルコンテスト第４４回秋田県大会県北地区予選　＜管打６重奏＞　　　【銀賞】

令和３年度全県高等学校席書大会　　【一等】　横山柚希渚　　川嶋美釉

第６３回秋田県美術展覧会　＜デザイン部門＞【入選】　山口心海、岩澤日南、安藤佳歩　　　　＜洋画部門＞【入選】　佐藤楓華、高田涼夏

第５４回秋田県高等学校総合美術展

＜書道部門＞【推奨】　横山柚希渚　　　【入選】　浅利咲良、相馬陽捺、櫻庭陽香、川嶋美釉

＜デザイン部門＞【推奨】　萩野ゆきの、佐藤楓華、安藤佳歩　　　【入選】　高杉悠輔、岩澤日南、半田珠貴、畑田月菜

＜彫刻部門＞【入選】　岩沢琴音　　

＜絵画部門＞【推奨】　小林美愛　　　【入選】岩沢琴音、　千葉夏菜花、山口心海、安藤佳歩

＜写真部門＞【特賞】佐藤碧（来年度全国高校総合文化祭参加決定）【推奨】　岩谷樹里、畠山陽樹、三澤優、畠山虎汰郎、笹木愛

第３９回秋田県高等学校文芸コンクール　

＜小説部門＞【第三席】　佐々木美宇　　　【佳作】　長崎美月　

＜俳句部門＞【第三席】　粕田舞翔

＜詩部門＞【佳作】　佐藤陽葵、中村心奏

第１５回秋田県高校生エコカーレース競技大会　　エントリー9台中　【３位】「モニュメント」 

第２８回秋田県高等学校工業クラブロボット競技大会　　エントリー１１台中　【２位】「クリエイト」　　【３位】「Not Stop!!」　

令和３年度秋田県高等学校家庭クラブ研究発表大会　　【最優秀賞・特別賞】

スマイルフードプロジェクト in 東北2021決勝大会　　【奨励賞】「こまっコぷろじぇくと」　「田舎のＬＪＫ」

第11回秋田県高校生商品開発プロジェクト　　【セリオン賞】　虻川璃緒　　　【水屋光琳賞】　富樫彩佳

第69回東北ブロック高等学校家庭クラブ連盟大会　学校家庭クラブ活動の部　　【優秀賞】

図書委員会 秋田県高等学校図書館報コンクール　　　【最優秀賞】

秋田県高校生ものづくりコンテスト旋盤作業部門　　【３位】　長井鈴世

秋田県高校生ものづくりコンテスト測量部門　　【２位】　三浦冬覇・佐藤来希・畠山虎汰郎

秋田県高校生ものづくりコンテスト電気系電気工事部門　　【４位】　北林蓮

秋田県高校生ものづくりコンテスト溶接部門　　＜団体の部＞　【２位】　　　＜個人の部＞　【２位】　津嶋賢　　【３位】　田中光蔵

「秋田の住宅コンクール」　【優秀賞・日本建築学会東北支部秋田支所長賞】　安部芳大・福田寧来・松山真菜・三政夢大　　　　　　　

第３１回秋田県高等学校産業教育フェアキャッチフレーズ　　【優秀賞】　金野美桜

少年健全育成標語コンテスト　　【優秀賞】　藤原澄果、松田姫奈

吹奏楽部

芸術部
美術班
書道班

＜　文化部　・　委員会　・　各科　＞

家庭クラブ

工作部

文芸部


