平成２６年度 大曲工業高等学校部活動の記録
●陸上競技部
県南総体

◎男子 5,000 m 第３位 千葉 光
◎駅伝男子総合 第２位

県高校総体 ◎男子 1500ｍ 第５位 伊藤直翔 （東北大会出場）
◎男子 5000ｍ 第４位 伊藤直翔 （東北大会出場）
◎男子駅伝

第３位

●柔道部
県南総体

◎男子団体 第 3 位
◎男子団体 2 部 大曲工業 A 第１位
◎男子団体 2 部 大曲工業 B 第３位
◎男子個人 60 キロ級 第３位 松本大地
◎男子個人 66 キロ級 第１位 三浦元
第２位 後藤政也
第３位 草彅大登
◎男子個人 73 キロ級 第１位 伊藤友人
第３位 中邑星哉
◎男子個人 100 キロ超級 第３位 髙橋佑政

県南新人

◎男子団体 第２位
◎男子団体２部 第１位大曲工業 A 第２位大曲工業 B
◎男子個人 60kg 級 第１位 松本大地
◎男子個人 73kg 級 第１位 後藤政也
第３位 三浦 元
第３位 伊藤友人
◎男子個人 90kg 級 第２位 柴崎海大
第３位 髙橋拓海

県高校新人 ◎男子個人 60kg 級 第２位 松本大地（東北大会出場）
●バスケットボール部
県南総体

◎第４位

県南新人

◎第４位

●卓球部
県高校総体 ◎ダブルス ベスト８ 髙橋秀弥 藤岡烈也 （東北大会出場）
◎シングルス ベスト１６
県南新人

◎学 校 対 抗

藤岡 玲 （東北大会出場）

第２位

◎ダブルス 第３位 佐々木大樹 太田一希
佐々木悠丞 藤岡 玲
●ソフトテニス部
近県高等学校ソフトテニス研修大会
県南総体

◎第１位

◎男子団体 第１位
◎男子個人 第１位 高橋大瑚・冨田晴己 ペア
第３位 髙橋俊成・佐藤庸太朗 ペア
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県高校総体 ◎第５位 池田和樹 小川侑哉 ペア（東北大会・インターハイ出場）
第９位 髙橋俊成 佐藤庸太朗 ペア（東北大会出場）
第９位 高橋大瑚 冨田晴己 ペア（東北大会出場）
県南新人

◎学校対抗 第１位
◎第１位 坂本直潔 冨田晴己 ペア
第２位 池田和樹 佐藤庸太朗 ペア

県高校新人 ◎学校対抗 第２位
県高校インドア ◎学校対抗 第２位(東北大会出場)
●サッカー部
県南総体

◎第３位

県南新人

◎第２位

●水泳部
秋田県選手権水泳競技大会

◎一般男子 50m バタフライ

第７位 伊藤信之介

◎一般男子 100m バタフライ 第８位 中原稔貴
◎一般男子 200m バタフライ 第８位 中原稔貴
◎一般男子 1500m 自由形 第８位 伊藤信之介
県南総体

◎男子団体 第２位
◎男子 200m リレー 第２位
◎男子 800m リレー 第３位
◎男子 800m 自由形 第１位 岡根涼
◎男子 100m バタフライ第２位 工藤侑真
◎男子 200m バタフライ第２位 工藤侑真
◎男子 400m 自由形 第３位 小松浩輔
◎男子 100m 背泳ぎ 第３位 伊藤信之介
◎男子 200m 個人メドレー第３位 小松浩輔
◎女子 400m 自由形 第２位 佐藤妃代里
◎女子 50m 背泳ぎ 第３位

佐藤妃代里

県高校総体 ◎男子 100m バタフライ 第５位 伊藤信之介（東北大会出場）
◎男子 200m 個人メドレー

第６位 伊藤信之介（東北大会出場）

◎男子 200m バタフライ 第７位 中原稔貴（東北大会出場）
◎男子 50m 自由形 第８位 岡根 涼（東北大会出場）
◎女子 800m 自由形 第４位 佐藤妃代里（東北大会出場）
◎女子 400m 自由形 第７位 佐藤妃代里（東北大会出場）
県高校新人 ◎女子 800m 自由形 第２位 佐藤妃代里
●ワンダーフォーゲル部
県南総体

◎第４位

県南新人

◎第２位
◎第３位

全県新人

◎第４位

●剣道部
県南総体

◎男子団体 第２位
◎男子個人 第３位 伊藤剛士
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●バドミントン部
国体記念春季高校バドミントン選手権大会

◎男子ダブルス 優勝 本川文勝 柳原朗 組
◎男子シングルス 第２位

県南総体

本川文勝

◎男子団体 第１位
◎男子ダブルス 第１位 本川文勝･柳原朗 組
◎男子シングルス 第１位

本川文勝

第２位 柳原朗
県高校総体 ◎男子団体 第３位
◎男子ダブルス 第１位 柳原朗・本川文勝 組（東北大会・インターハイ出場）
◎男子シングルス第１位 本川文勝（東北大会・インターハイ出場）
第 33 回全日本ジュニアバドミントン選手権秋田県予選会
◎男子シングルス 優勝 本川文勝
◎男子ダブルス 優勝 本川文勝・平川(松陽) 組
県南新人

◎男子団体 第１位
◎個人男子１部シングルス

第１位 本川文勝

◎男子１部ダブルス 第１位 本川文勝・三浦雅弘
県高校新人 ◎個人男子１部シングルス

組

第１位 本川文勝

◎男子１部ダブルス 第１位 本川文勝・三浦雅弘

組

●野球部
春季県南高等学校野球大会

◎優勝

春季東北地区高等学校野球秋田県大会 ◎優勝
春季東北地区高等学校野球大会

◎ベスト４

全国高等学校野球選手権秋田大会

◎ベスト４

秋季県南高等学校野球大会

◎優勝

秋季東北地区高等学校野球秋田県大会 ◎優勝
秋季東北地区高等学校野球大会

◎準優勝

●吹奏楽部
秋田マーチングフェスティバル秋田大会

◎優秀賞（東北大会出場）

全日本吹奏楽コンクール県南地区大会

◎高等学校小編成の部 金賞

全日本吹奏楽コンクール秋田県大会

◎高等学校小編成の部 銅賞

秋田マーチングフェスティバル美郷大会

◎優秀賞

第 43 回マーチングバンド・バトントワ－リング東北大会 ◎銅賞
●無線部
秋 田 県 高 等 学 校 ARDF 大 会

◎男子団体 優勝（全国大会出場）
◎男子個人 第３位 高橋拡晃
◎男子個人 第５位 千葉麟太

2014 全日本 ARDF 競技大会 3.5 メガヘルツ部門
第 17 回秋田県高等学校ＡＲＤＦ秋季大会

◎

学校対抗 第３位

◎男子団体 第２位
◎個人 第３位 青柳佳希

第 17 回秋田県高等学校 3.5 メガ ARDF 大会

◎男子団体 第３位
◎個人 第２位 千葉麟太
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●写真部
秋田県高等学校写真連盟展

◎佳作 藤田理久 佐藤翔太

秋田県高校文化連盟県南支部展

◎銅賞 大石潤
◎入選 今野空

●美術部
第５回全国高校生けんちくコンテスト

◎学長賞

星野日菜子

●囲碁将棋同好会
全国高等学校将棋選手権大会秋田県予選
◎女子個人

第１位

伊藤鈴穂（全国大会出場）

●マイコン同好会
高校生ものづくりコンテスト 2014 東北大会
WRO

◎電子回路組立部門 第１位 大阪飛翔

JAPAN 2014 秋田県大会

◎エキスパート競技 特別賞

●ロボット同好会
2014MEVR ミニ電気自動車レース

◎優勝

車名「躍進」

◎第３位
WRO

JAPAN 2014 秋田県大会

ロケット甲子園
WRO

車名「柏友」

◎ベーシック競技 第１位
◎優勝 ロボット同好会Ｂ

JAPAN 決 勝 大 会

高校生部門

◎準優勝

大曲工

Robo-TJKK

●土木研究同好会
第 3 回コンクリートカヌー東日本大会

◎第３位 チーム名「R K - I V 」

第 20 回土木系学生によるコンクリートカヌー大会

◎技術賞 M a j e s t i c

RK-V

●その他の活動
秋田県高等学校産業教育フェア
◎優秀賞 ものづくりコンテスト「電子回路組立」への挑戦 大阪飛翔
第 57 回建築 CAD 検定試験

◎4 級の部 優秀団体賞 3 年土木建築科 建築コース

高校生の作文コンクール

◎佳作 嶋田芙美佳

東北文化学園専門学校高校生デザインコンテスト ◎いすのデザイン部門 第２位 星野日菜子
第 6 回日本工業大学 3D-CAD プロダクトデザインコンテスト
秋田県高等学校総合文化祭

◎奨励学校賞

◎テーマ部門 優秀賞 佐藤庸太郎

第５回全国高校生けんちくコンテスト ◎学長賞 ３年・２年建築コース
第４３回秋田県工業系高校生徒による建築設計作品コンクール
◎日本建築学会秋田支所長奨励賞 髙橋達哉・星野日菜子・三浦祐太郎
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