
成績一覧 （平成３０年度） １月１２日現在

＊野球部
・春季県南高校野球大会 第２位 ・春季東北地区高校野球秋田県大会 ベスト８
・全国高校野球選手権記念秋田大会 ３回戦 ・秋季県南高校野球大会 優勝
・秋季東北地区高校野球秋田県大会 出場

＊バスケットボール部
・県南高校総体 第２位 ・県民体育大会 ベスト８ ・県南高校新人 第３位
・全県高校新人 出場

＊サッカー部
・県南高校総体 優勝 ・県南高校新人 第２位 ・全国高校サッカー選手権秋田県大会 ３回戦
・全県高校新人 出場

＊陸上競技部
・県南高校総体

男子総合 第５位
男子トラック総合 第３位
男子８００ｍ 第３位
男子１５００ｍ 第１位 第２位 第３位
男子５０００ｍ 第１位 第２位 第４位
男子３０００ｍＳＣ 第３位
駅伝競技 男子総合 優勝（コース新記録）
区間成績 第１区第２位 第２区第１位（区間新） 第３区第２位 第４区

第１位（区間新） 第５区第１位 第６区第４位 第７区第１位（区間新）
・全県高校総体

男子５０００ｍ 第４位 ※東北大会出場（岩手県） 第５位 ※東北大会出場（岩手県）
・県南高校新人

男子総合 第７位
男子トラック総合 第６位
男子１５００ｍ 第２位 第３位 第８位
男子５０００ｍ 第１位（大会新） 第２位
男子３０００ｍＳＣ 第２位

・全県高校新人
男子５０００ｍ 第４位 ※東北大会出場（秋田県）第９位 第１４位
男子１５００ｍ 第９位 第１４位
男子３０００ｍＳＣ 第９位

※東北高校新人大会（秋田県）
男子５０００ｍ 第８位

・全国高校駅伝秋田県予選大会
男子総合 第３位 ※東北大会出場（岩手県）
区間成績 第１区第６位 第２区第２位 第３区第２位 第４区第３位

第５区第３位 第６区第３位 第７区 第３位
※東北高校駅伝競争大会（岩手県） 男子総合 第１１位

区間成績 第１区第８位 第２区第７位 第４区 第９位

＊水泳部
・秋田県選手権大会兼県民体育大会

男子４００ｍ自由形 第１位
男子５０ｍ背泳ぎ 第１位
男子１００ｍ背泳ぎ 第１位
男子２００ｍ背泳ぎ 第１位（国体少年Ａ標準突破）
男子２００ｍ個人メドレー 第５位
男子４００ｍ個人メドレー 第４位

・県南高校総体
男子総合 第２位
男子２００ｍフリーリレー 第２位
男子８００ｍフリーリレー 第１位
男子４００ｍメドレーリレー 第１位
男子２００ｍ自由形 第３位
男子４００ｍ自由形 第１位
男子２００ｍ背泳ぎ 第１位
男子１００ｍ平泳ぎ 第１位 第２位
男子２００ｍ平泳ぎ 第１位
男子１００ｍバタフライ 第３位
男子２００ｍバタフライ 第３位
男子２００ｍ個人メドレー 第１位



・全県高校総体
男子総合 第３位
男子４００ｍフリーリレー 第２位 ※東北大会出場（山形県）
男子８００ｍフリーリレー 第２位 ※東北大会出場（山形県）
男子４００ｍメドレーリレー 第４位 ※東北大会出場（山形県）
男子２００ｍ自由形 第７位 ※東北大会出場（山形県）
男子１５００ｍ自由形 第７位
男子１００ｍ背泳ぎ 第１位 ※東北大会出場（山形県）
男子２００ｍ背泳ぎ 第１位 ※東北大会出場（山形県）
男子２００ｍ平泳ぎ 第６位 ※東北大会出場（山形県）
男子２００ｍ個人メドレー 第４位 ※東北大会出場（山形県）第５位 ※東北大会出場（山形県）
男子４００ｍ個人メドレー 第４位 ※東北大会出場（山形県）

※東北高校選手権大会（山形県）
男子１００ｍ背泳ぎ 第１位 ※インターハイ出場（愛知県）
男子２００ｍ背泳ぎ 第１位 ※インターハイ出場（愛知県）

※全国高校総合体育大会（インターハイ）（愛知県）
男子１００ｍ背泳ぎ 予選３３位
男子２００ｍ背泳ぎ 予選２０位

※国民体育大会（福井県）
少年Ａ男子２００ｍ背泳ぎ 予選１１位

・全県高校新人
男子総合 第４位
男子８００ｍフリーリレー 第２位
男子４００ｍフリーリレー 第５位
男子４００ｍメドレーリレー 第４位 ※東北大会出場（岩手県）
男子１００ｍ自由形 第８位
男子２００ｍ自由形 第４位 ※東北大会出場（岩手県）
男子４００ｍ自由形 第６位
男子２００ｍ平泳ぎ 第２位 ※東北大会出場（岩手県）
男子２００ｍ個人メドレー 第３位 ※東北大会出場（岩手県） 第６位
男子４００ｍ個人メドレー 第２位 ※東北大会出場（岩手県）

＊卓球部
・県南高校総体

男子ダブルス 第１位 第２位 第３位
男子シングルス 第１位 第３位

・全県高校総体
男子学校対抗 第３位
男子ダブルス ベスト８ ※東北大会出場（青森県）
男子シングルス ベスト８ ※東北大会出場（青森県）

・県民体育大会
男子ダブルス 第３位

・県南高校新人
男子学校対抗 優勝
男子ダブルス 第２位
男子シングルス 第１位 第２位 第３位

・全県高校新人
男子学校対抗 ベスト８
男子ダブルス 第３位

＊バドミントン部
・国体記念春季高校選手権大会

男子ダブルス ベスト８
男子シングルス ベスト８

・県南高校総体
男子学校対抗 優勝
男子ダブルス 第１位 第２位 第３位
男子シングルス 第１位 第２位 第３位

・全県高校総体
男子学校対抗 第３位
男子ダブルス 第３位 ※東北大会出場（岩手県） ベスト８
男子シングルス ベスト８

・県民体育大会
男子１部ダブルス 第２位
男子２部ダブルス 第２位 第３位
男子２部シングルス 第１位 第２位 第３位

・県南高校新人
男子学校対抗 第２位
男子１部ダブルス 第２位 第３位



男子１部シングルス 第３位
男子２部ダブルス 第２位

・全県高校新人
男子学校対抗 第３位 ※東北大会出場（福島県）
男子１部ダブルス ベスト８
男子２部ダブルス 第３位

＊柔道部
・全県選抜高校大会

男子団体 ベスト８
・県南高校総体

男子団体 第２位
男子個人６６ｋｇ級 第３位
男子個人８１ｋｇ級 第２位
男子個人９０ｋｇ級 第１位 第２位
男子個人１００ｋｇ級 第３位
男子個人無段の部 第１位

・全県高校総体
男子団体 ベスト８
男子個人８１ｋｇ級 第５位

・加藤杯争奪全県大会
男子団体 ベスト８

・全県高校柔道大会
男子団体 ベスト８

・県南高校新人
男子団体 第３位
男子個人８１ｋｇ級 第３位
男子個人無段の部 第３位

・全県高校新人
男子個人８１ｋｇ級 ベスト８

＊剣道部
・県南高校総体

男子団体 第３位
・県南高校新人

男子団体 第２位
・全県高校新人

男子団体 ベスト８

＊ワンダーフォーゲル部
・県南高校総体 優勝
・全県高校総体 第２位

＊ソフトテニス部
・県南高校総体

男子学校対抗 第２位
男子個人 第１位 第３位

・全県高校総体
男子学校対抗 第３位
男子個人 第１０位 ※東北大会出場（山形県）

・県民体育大会
男子個人 第３位

・県南高校新人
男子学校対抗 優勝
男子個人 第１位 第２位 第３位

・全県高校新人
男子学校対抗 第２位
男子個人 ベスト８

・秋田県高校インドアソフトテニス大会
男子学校対抗 第２位 ※東北大会出場（秋田県）

＊無線部
・秋田県高校ＡＲＤＦ春季大会

男子団体 優勝 ※全国大会出場（新潟県）
男子個人 第１位 第４位 第６位



・秋田県高校ＡＲＤＦ大会
男子団体 優勝 ※全日本大会出場権獲得（北海道）

第１位 ※全日本大会出場権獲得（北海道） 第２位 第３位 第５位
※全国高校ＡＲＤＦ競技大会（新潟県）

高校対抗クラシック 優勝
男子個人クラシック 第４位
高校対抗スプリント 第７位
男子個人スプリント 第６位

・こまち杯兼秋田県高校ＡＲＤＦ夏季大会
男子団体 優勝
男子個人 第２位 第４位 第５位

・秋田県高校ＡＲＤＦ秋季大会
男子団体 第２位
男子個人 第５位 第６位

・秋田県高校３．５メガＡＲＤＦ大会
男子団体 第２位
男子個人 第６位

・２０１８高等学校ＡＲＤＦ関東・東北地区秋季大会
１４４メガ高校対抗 優勝
１４４メガ男子個人 第１位 第３位
３．５メガ高校対抗 第２位
３．５メガ男子個人 第３位 第４位 第５位

＊写真部
・秋田県高文連写真連盟展

入選 佳作
・県南支部写真展

学校対抗 第２位
金賞 銅賞 入選

・全日本写真連盟展２０１８
入選

・みちのく高校生スポーツ写真コンテスト
東北総局賞

・秋田県高校総合美術展
特賞 推奨 ,

＊吹奏楽部
・マーチングフェスティバル秋田大会 高等学校の部 優秀賞
・全日本吹奏楽コンクール秋田県大会県南地区大会

高校小編成の部 金賞
・全日本吹奏楽コンクール秋田県大会

高校小編成の部 銀賞
・マーチングフェスティバル美郷大会 高等学校の部 優秀賞
※東北大会出場（宮城県）

※マーチングバンド・バトントワーリング東北大会（宮城県）
マーチングバンド高等学校の部 銀賞

＊囲碁将棋同好会
・秋田県高校将棋大会

男子団体 第３位 大工Ａ
男子個人 第２位 ベスト８

・全国高校将棋竜王戦秋田県予選
男子個人 ベスト８

※全国高校将棋選手権大会（長野県）
男子個人 出場

・秋田県高校将棋新人大会
男子個人 ベスト８

＊ものづくり同好会
・ＭＥＶＲ（ミニ電気自動車レース）

乾電池部門 第３位「躍進」 第４位「フリーダムネオ」
・ＷＲＯ Ｊａｐａｎ ２０１８秋田県高校生大会

ミドル競技 優勝 大工Ｂ ※全国大会出場（石川県） 第２位 大工Ｄ 第３位 大工Ｃ
・秋田県高校生エコカーレース

エコカーレース（乾電池） 第４位「フリーダムネオ」 第５位「躍進」
・2018WORLD GREEN CHALLENGE SOLAR BICYCLE RACE

ＣＧ杯耐久ラリー（カテゴリーＳ） 第３位「躍進」
※ＷＲＯ Ｊａｐａｎ ２０１８全国大会（石川県）

レギュラーカテゴリーミドル競技 第３位 大工Ｂ



※全国高等学校ロボット競技大会（山口県）
ロボット競技 出場「躍進」

※２０１８宇宙エレベータロボット競技東北大会（秋田県）
中高生初級部門 優勝 大工Ｂ 第２位 大工Ａ

＊土木研究同好会
※コンクリートカヌー東日本大会（東北大会・山形県）
優勝

※土木系学生によるコンクリートカヌー大会（全国大会・埼玉県）
総合準優勝
・カヌーガール賞 ・デザイン賞

＊機械科
・日本工業大学３Ｄ－ＣＡＤプロダクトデザインコンテスト

テーマ部門 佳作
・ものづくりコンテスト溶接部門秋田県大会

団体の部 第３位

＊土木・建築科
・ものづくりコンテスト秋田県大会測量部門

測量 第３位
・秋田の住宅コンクール

佳作
・２０１８第９回高校生の「建築甲子園」

奨励賞


