
令和 2年 12月 18日現在 

大曲工業高等学校 

各部活動の大会成績   

 ◎優 勝  ○準優勝     

１ 秋田県高等学校体育大会（代替大会） 

 

① 陸上競技部 

・男子トラック総合    第４位    

・男子４×４００ｍリレー 第３位 三浦柊悟・坂本全・佐藤洸・守屋直人 

・男子３０００ｍ障害   第３位 中村柊太 

 

② 柔道部 

◎男子個人７３ｋｇ級   第１位 小坂誠弥 

○男子個人８１ｋｇ級   第２位 齋藤侑馬 

・男子個人６０ｋｇ級   第３位 高橋忠侑 

・男子個人１００ｋｇ超級 第３位 小林大斗 

 

③ 卓球部 

・男子シングルス 第３位 森谷哉仁・安藤聖那 

 

④ ソフトテニス部 

◎男子学校対抗 優勝  

男子個人 ◎第１位 髙橋竜・加賀屋翔大ペア 

      ○第２位 葛岡飛波斗・福田和彦ペア 

      ・第３位 髙栁順成・阿部哲平ペア 

 

⑤サッカー部 

◎男子学校対抗 優勝   

 

⑥ 水泳部 

○男子400ｍフリーリレー 第２位 千葉大和・高橋秀・高橋希和・白川勇汰 

○男子400ｍメドレーリレー第２位  白川勇汰・冨岡晃成･ 千葉大和・高橋秀 

◎男子200mバタフライ 第１位 千葉大和 

◎男子200m個人ﾒﾄﾞﾚ－  第１位 冨岡晃生 

・男子100m平泳ぎ    第３位 冨岡晃生 

・男子50m自由形      第３位 高橋希和 

・男子100m自由形     第３位 高橋希和 

・男子200m自由形     第３位 白川勇汰 

・男子400m自由形     第３位 千葉大和 

 

⑦ 剣道部 

男子個人 ◎第１位 田村佳道   ○第２位 粟津良樹   ・第３位 佐藤快誠 

 



２ 第 48回秋田県高等学校将棋大会 

 囲碁将棋同好会 

男子団体  ・第３位 大曲工業Ａ      

男子個人  ◎第１位 佐々木翼   ・第３位 今野瑞騎 

 

３ 高校生ものづくりコンテスト 

 

① 木材加工部門 

○第２位 藤邑 諒   ・第４位 佐藤秀耶 

 

② 旋盤作業部門 

・第５位 佐藤涼磨 

 

③ 測量部門 

・第３位 菊地翔・黒川颯太・三浦颯 

 

４ 秋田県バドミントンフェスタ２０２０ ジュニアの部 

 バドミントン部 

◎男子ダブルス  第１位 大越快晴・坂本稜太ペア ○第２位 三浦悠・鈴木颯太ペア 

◎男子シングルス 第１位 大越快晴        ○第２位 三浦悠 

 

５ 第４４回全国高等学校総合文化祭 

 写真部 

・文化連盟賞 写真部門 佐藤駿 ※インターネット開催 

 

６ 県南高等学校新人大会 

 

① 陸上競技 

・男子トラック総合   第３位 大曲工業高等学校 

○男子４×400ｍリレー 第２位 三浦柊悟、坂本全、佐藤恍、児玉朔音 

◎男子1500ｍ      第１位 児玉朔音 

○男子5000ｍ      第２位 児玉朔音 

男子3000ｍ障害   ○第２位 中村柊大    ・第３位 石塚蒼大 

 

② ワンダーフォーゲル部 

○第２位 大曲工業Ａ  ・第５位 大曲工業Ｂ 

 ※参加９チーム 第１位 大曲  第３位 横手 

 会場 焼石岳（ジュネス栗駒スキー場近く） 

 

③ サッカー部 

◎第１位 大曲工業高等学校 

 

④ ソフトテニス部 

◎男子団体 優 勝  大曲工業高等学校 

○男子個人 準優勝  髙栁順成・福田和彦ペア 

 



⑤ 柔道部 

・男子個人60kg級 第３位 高橋忠侑 

 

⑥ 剣道部 

◎男子個人 第１位 佐々木一路  ・第３位 三浦斗椰 

・男子団体 第３位 大曲工業高等学校   

 

⑦ バドミントン部 

◎男子学校対抗 第１位 大曲工業高等学校 

◎男子Ⅰ部ダブルス 第１位 大越快晴・坂本稜太ペア  ○第２位 三浦 悠・塩寺 凜ペア 

         ・第３位 鈴木颯太・佐藤柚樹ペア  ・第３位 照井孝文・小澤瞳平ペア 

◎男子Ⅰ部シングルス 第１位 坂本稜太  ○第２位 三浦 悠 

          ・第３位 大越快晴、鈴木颯太 

 

⑧ 卓球部 

◎男子学校対抗  第１位 大曲工業高等学校 

○男子シングルス 第２位 太田歩夢   

 

⑨ 男子バスケットボール部 

・第４位 大曲工業高等学校  

 

７ 第 49回秋田県高等学校文化連盟写真部会県南支部展 

 写真部 

○銀 賞  寺邑佳祐    ・銅 賞  後藤 楓   ・入 選  伊藤 伯 

 

８ 秋季高等学校野球大会県南大会 

 硬式野球部 

○全県大会出場決定（ベスト４）   ※県南出場枠６校 

 

９ 秋田県高等学校新人大会 

 

①  陸上競技部 

・男子3000ｍＳＣ ○第２位 中村柊太  ※東北大会出場（岩手県） 

         ・第５位 石塚蒼太  ※東北大会出場（岩手県） 

 

②  水泳部 

・男子100ｍバタフライ 第３位 千葉大和  ※東北大会出場（宮城県） 

・男子200ｍバタフライ 第４位 千葉大和  ※東北大会出場（宮城県） 

 

③  ソフトテニス部 

・男子団体 第３位  大曲工業高等学校 

◎男子個人 優 勝  髙栁順成・福田和彦ペア 

 

④  サッカー部 

・１回戦 敗退    秋田南高校 

 



⑤ ワンダーフォーゲル部 

・登山男子学校対抗 第３位 大曲工業高等学校  

・登山男子 個人総合  第３位 鈴木郁哉 

◎登山男子 天気図競技 第１位 鈴木郁哉   ○第２位 菅原聡志  ※参加男子７６名 

 

⑥ バドミントン部 

◎男子学校対抗 第１位 大曲工業高等学校  

◎男子Ⅰ部ダブルス 第１位 大越快晴・坂本稜太ペア ○第２位 三浦悠・塩寺凜ペア 

◎男子Ⅰ部シングルス 第１位 坂本稜太 ○第２位 大越快晴 ・第３位 三浦悠 

※団体と個人２位までの選手は、東北選抜出場権獲得（秋田） 

 

⑦卓球部 

・男子学校対抗 第３位 大曲工業高等学校  

※東北選抜出場権獲得（山形） 

 

１０ 第 23回秋田県高校ＡＲＤＦ秋季大会 

 無線部 

◎男子団体 第１位 大曲工業高等学校 

○男子個人 第２位 伊藤諒太   ・第４位 鎌田一樹 

 

１１ 秋季東北高校野球秋田県大会 

 硬式野球部 

・１回戦 ４対３ 秋田中央高校   ・２回戦 敗退 ２：７ 角館高校 

 

１２ 第３１回伊藤園お～いお茶新俳句大賞 

 国語科 

・佳 作 鈴木郁哉 「隣人のテストの結果神々しい」   応募195万4,888句 

 

１３ 秋田県高等学校産業教育フェアポスター 

 美術部 

・優秀賞 田宮そら ※最優秀賞１ 優秀賞２ 

 

１４ 水難事故防止ポスターコンクール 

美術部 

・佳 作 又井史隠 

 

１５ 明るい選挙啓発ポスターコンクール 

 美術部 

・佳 作（２次審査） ８名（伊藤優哉、田牧緋那、高木瑞希、田宮そら、菊地聖也、又井史隠、 

熊谷季雅、加登野拓実） １次審査通過１８９件 応募３０９件 

 

１６ 第 73回全日本バレーボール高等学校選手権大会 秋田県予選会 

バレーボール部 

・２回戦敗退   １回戦 勝利  ２：０ 金足農業 

２回戦 敗退  ０：２ 増  田   ※ 増田は「準優勝」    

 



１７ 第 99回全国高等学校サッカー選手権大会 秋田県大会 

サッカー部 

・ベスト８（準々決勝進出） ０：５ 秋田工業      ※秋田工業は「準優勝」    

 

１８ 第 52回秋田県職業能力開発促進大会 令和元年度後期技能検定 

機械科 

・表 彰  ３級機械検査  佐々木俊輔   ※最も優秀な成績で合格 

 

１９ 第 66回全県駅伝競走大会 第 71回全国高校駅伝予選大会 

陸上競技部 

・第４位 大曲工業高等学校   ※ 東北大会出場（岩手県） 

○第４区 第２位 三浦駿一郎  ○第６区 第２位 中村柊太  ○第７区 第２位 冨樫莞太 

 

２０ ウィンターカップ 2020 第 73回全国高等学校バスケットボール選手権大会秋田県予選 

  バスケットボール部 

・ベスト８（準々決勝進出） ５６：９８  能代工業 

 

２１ 第 23回秋田県高校 3.5メガ ＡＲＤＦ大会 

無線部 

◎男子団体 第１位 大曲工業高等学校 

◎男子個人 第１位 伊藤諒太  ○第２位 傳農 蒼  ・第４位 伊藤拓真 

 

２２ 第 30回秋田県高等学校産業教育フェアロボット競技大会 

第 27回秋田県高等学校工業クラブロボット競技大会 

  ものづくり同好会 

○準優勝 大曲工業高等学校 躍進チーム 

 

２３ マイコンカーラリー北東北地区大会 

機械科（課題研究） 

Ｂａｓｉｃ Ｃｌａｓｓ 

◎優勝 藤田仁志  ・第３位 中原来輝     ※参加２５台   

 

２４ 秋田県高等学校秋季ソフトテニス大会 

 ソフトテニス部 

 

 

 

２５ 第 26回秋田県高校将棋新人大会 

 囲碁将棋同好会 

 

 

 

２６ 第 49回マーチングバンド＆バトントワーリング東北大会 

 吹奏楽部 

 

 

男子シングルス ・第３位 髙栁順成 

・個人第４位 佐々木翼 

・高等学校の部 銀賞 



２７ 令和２年度秋田県高等学校野球連盟強化事業 １年生大会 

 野球部 

◎優勝  １回戦 勝利 １：０ 能代松陽  準決勝 勝利 ４：１ 大曲農業 

     ※決勝は天気不良のため中止により、大館鳳鳴高校とともに両校優勝 

 

２８ 第１２回日本工業大学３Ｄ－ＣＡＤプロダクトデザインコンテスト 

 機械科 課題研究 

・自由部門 『佳作』今野瑞騎 

 

２９ 「特別奨励賞」（国からの奨励状）  

・令和２年１０月 文部科学大臣 萩生田光一 

※地域産業、未来の担い手に期待。全国の専門高校に奨励状 

 

３０ 第２８回秋田県高等学校総合文化祭 

   第５３回秋田県高等学校総合美術展 写真部門 

  写真部 

◎特賞 「白熊の号哭」寺邑佳祐 ※次年度の全国展出品レベル（３年生のため、対象外となる） 

・推奨 伊藤伯・照井修斗    ※出展４３５ 特賞５ 推奨１０５ 

 

 


