
部名 大会名 入賞 主な成績

秋田県高等学校体育大会 優勝 決勝　　48－0　秋田中央

全国高校ラグビー大会秋田県予選 優勝 決勝  　102－0　男鹿工業

秋田県高等学校新人大会 優勝 決勝　　43－5　秋田中央

１回戦　68－0　東海大静岡翔洋

２回戦　48－0　西陵

３回戦　21－38  大阪朝鮮

東北高等学校新人大会 優勝 決勝戦　21－38  仙台育英

全国高校選抜大会出場 出場

秋田県高等学校体育大会 ４位

ウィンターカップ秋田県予選大会 ベスト８ 準々決勝　　46－88　秋田西

準決勝　　　57－61　秋田西

順位決定戦　88－59　由利工業

決勝リーグ　57－82　能代工業

決勝リーグ　62－53　秋田西

決勝リーグ　80－77　平成

秋田県高等学校体育大会 優勝 決勝　　２－０　男鹿海洋

春の高校バレー秋田県予選会 ３位 準決勝　０－２　増田

中央支部新人大会 優勝 リーグ戦

秋田県高等学校新人大会 ３位 決勝リーグ　２－１増田　０－２ 雄物川

優勝 男子Ⅰ部シングルス　熊谷

２位 男子Ⅰ部シングルス　佐藤

３位 男子Ⅰ部シングルス　成田

優勝 学校対抗

優勝 男子Ⅰ部シングルス　熊谷

３位 男子Ⅰ部シングルス　今井

３位 男子Ⅰ部シングルス　成田

優勝 男子Ⅰ部ダブルス　　圓城

優勝 男子Ⅰ部ダブルス　　熊谷

２位 男子Ⅰ部ダブルス　　今井

２位 男子Ⅰ部ダブルス　　成田

３位 男子Ⅱ部ダブルス　　村上

３位 男子Ⅱ部ダブルス　　髙安

２位 男子団体

３位 男子Ⅰ部シングルス　熊谷

３位 男子Ⅰ部ダブルス　　熊谷

３位 男子Ⅰ部ダブルス　　圓城

全国選抜大会東北予選 出場

令和２年度　各部大会成績一覧

ラグビー 第100全国高等学校

ラグビーフットボール大会
ベスト16

バスケットボール
中央支部新人大会 ３位

秋田県高等学校新人大会 ２位

バレーボール

バドミントン

秋田県高等学校体育大会

中央支部新人大会

秋田県高等学校新人大会



２位 800ｍ　　　大野

優勝 1500ｍ  　　小松

２位 1500ｍ　　  藤本

優勝 5000ｍ　  　藤本

２位 5000ｍ　  　佐藤

３位 5000ｍ　  　加賀屋

優勝 3000ｍSC     菅原

２位 3000ｍSC 　武藤

優勝 5000ｍW      加藤

優勝 男子トラック総合

４位 男子総合

優勝 400m　　　大野

優勝 800ｍ　　　大野(大会新） 

優勝 1500ｍ　　  小原

優勝 5000ｍ　  　小松

２位 5000ｍ　      藤本

３位 5000ｍ　  　佐藤

２位 3000ｍSC     三浦

３位 3000ｍSC 　金澤

優勝 800ｍ　　　大野

４位 1500ｍ         池田

２位 5000ｍ　　  小原

４位 5000ｍ      　金澤

３位 3000ｍSC　 三浦

優勝 800ｍ　　　大野

優勝 5000ｍ  　　小原

優勝 ２時間６分３７秒

３位 １区　佐藤

１位 ２区　大野

２位 ３区　藤本

１位 ４区　小松

１位 ５区　菅原

１位 ６区　小原

１位 ７区　加賀屋

東北高等学校駅伝競走大会 ８位 ２時間１０分９秒

第71回全国高校駅伝競走大会 24位 ２時間６分１０秒

第71回全国高校駅伝競走大会

県予選会

陸上競技

秋田県高等学校体育大会

中央支部新人大会

秋田県高等学校新人大会

東北高等学校新人大会



優勝 男子団体　決勝　４－０　本荘

優勝 73kg級　　山田

２位 73kg級　　渡部

３位 73kg級　　豊巻

３位 73kg級　　佐藤

２位 81kg級　　今野

３位 81kg級　　北山

優勝 90kg級　　小林

２位 90kg級　　堀井

３位 90kg級　　鈴木

優勝 100kg級　 加藤

２位 100kg級　 村田

優勝 100kg超級 佐藤

２位 100kg超級 加藤

優勝 男子団体　決勝　１人残し秋田

優勝 73kg級　　山田

３位 73kg級　　豊巻

優勝 81kg級　　今野

３位 81kg級　　北山

３位 無差別級     村田

３位 無差別級　 加藤

優勝 男子団体　(全国大会出場)

優勝 73kg級　　山田(全国出場)

２位 73kg級　　渡部

３位 73kg級　　豊巻

３位 73kg級　　佐藤

優勝 81kg級　　今野(全国出場)

３位 81kg級　　北山

優勝 無差別級 　村田(全国出場)

２回戦　　勝ち　相馬東(福島)

準々決勝　負け　米沢中央(山形)

ベスト８ 73kg級　　山田

ベスト８ 73kg級　　渡部

ベスト８ 73kg級　　豊巻

ベスト８ 73kg級　　佐藤

ベスト８ 無差別級　 村田

第43回全国高等学校柔道選手権大会 ５位 81kg級　　今野

柔道

秋田県高等学校体育大会

中央支部新人大会

秋田県高等学校新人大会

第43回全国高等学校

柔道選手権大会

東北地区大会

ベスト８



優勝 男子団体組手

２位 女子団体組手　大館国際情報学院高校合同チーム

優勝 男子団体組手・形

優勝 男子組手55kg級　　村上

３位 男子組手55kg級　　佐藤

３位 男子組手55kg級　　佐藤

優勝 男子組手61kg級　　小松

２位 男子組手68kg級　　渡邊

３位 男子組手68kg級　　森川

優勝 男子組手76kg級　　不藤

優勝 男子組手76kg超級　草階

優勝 男子形　黒川

２位 男子形　小松

３位 男子形　村上

２位 女子団体組手・形

優勝 女子組手48kg級　伊藤

２位 女子組手53kg級　天野

優勝 女子組手59kg級　藤田

２位 女子形　　伊藤　朱里

優勝 男子団体組手・形

優勝 男子組手55kg級　　村上

３位 男子組手55kg級　　黒川

優勝 男子組手61kg級　　小松

優勝 男子組手68kg級　　渡邊

２位 男子組手68kg級　　森川

２位 男子組手76kg級　　不藤

優勝 男子組手76kg超級　草階

優勝 男子形　黒川

２位 男子形　村上

３位 男子形　小松

３位 女子団体形

優勝 女子組手48kg級　伊藤

２位 女子組手59kg級　藤田

５位 男子団体組手　全国大会代表決定戦　３－０釜石

優勝 男子組手55kg級　村上（全国出場）

２位 男子組手78kg級　草皆

５位 男子形　黒川（全国出場）

優勝 女子組手48kg級　伊藤（全国出場）

第40回全国高等学校空手道選抜大会

空手道

秋田県高等学校体育大会

中央支部新人大会

秋田県高等学校新人大会

東北高等学校選抜大会

男子団体組手・形、個人３名出場



体操部演技会 代替大会未開催のため独自の演技会

２位 男子団体総合

３位 男子個人総合　中泉

３位 ゆ　か　中泉　男子種目別

３位 つり輪　中泉

３位 跳　馬　中泉

３位 平行棒　中泉

３位 鉄　棒　中泉

優勝 女子団体総合

優勝 女子個人総合　加藤

２位 　　　　　　　菊地

３位 　　　　　　　髙橋

優勝 跳　馬　加藤　 女子種目別

２位 跳　馬　菊地　　　　

３位 跳　馬　髙橋

優勝 段違い平行棒・平均台　菊地

２位 段違い平行棒・平均台　加藤

３位 段違い平行棒・平均台　髙橋

優勝 ゆ　か　菊地

優勝 ゆ　か　加藤(同点)

全日本高等学校体操競技選抜鯖江大会 個人出場　安東

３位 男子団体

５位 男子個人　佐藤

５位 男子個人　安保

３位 男子学校対抗

ベスト８ 男子個人　佐藤

中央支部新人大会 ３位 準決勝　　１－４　秋田商業

２回戦　　２－０　本荘

準々決勝　５－０　大曲工

準決勝　　２－１　西目

決勝　　　０－４　明桜

テニス 秋田県高等学校体育大会 ３位 男子団体

秋田県高等学校軟式野球大会 優勝 決勝　２－１　本荘

東北地区高等学校軟式野球大会 ベスト４

秋田県高等学校軟式野球秋季大会 ２位 決勝　１－７　能代

体操 秋田県高等学校新人大会

卓球
中央支部新人大会

秋田県高等学校新人大会

２位

25年ぶり

軟式野球

サッカー
第99回全国高等学校

サッカー選手権大会

秋田県大会



２位 女子400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ　佐良土

２位 女子200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ　佐良土

２位 男子200m背泳ぎ 　　 三浦

４位 女子100m自由形　　  佐藤

２位 男子200m背泳ぎ　　  三浦

２位 女子200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ　佐良土

２位 女子400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ　佐良土

４位 女子100m自由形　　  佐藤

東北高等学校新人大会 ６位 女子200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ　佐良土

５位 女子50mﾊﾞﾀﾌﾗｲ　　　佐良土

６位 男子50m背泳ぎ　　　 熊谷

秋田県高等学校体育大会 優勝 ライト級　渡部

中央支部新人大会 優勝 ライト級　渡部

秋田県高等学校新人大会 優勝 ライト級　渡部

東北高等学校新人大会 ３位 ライト級　渡部

マーチングバンド・バトントワリング東北大会 金賞 第４８回マーチングバンド全国大会へ出場

第３８回秋田県高等学校文芸コンクール 佳作 詩部門　　貝森

グリーン賞 詩部門　　貝森

グリーン賞 短歌部門　櫻田

第８回ＮＥＡＲ青少年絵画コンテスト 入選 北東アジアの文化・未来　浅利

優勝 秋工レーシング１

優勝 秋工レーシング２

令和２年度　気候変動アクション　

ロボット 第２７回秋田県高等学校工業クラブロボット競技大会 ３位

水泳

秋田県高等学校体育大会

秋田県高等学校新人大会

秋田県高等学校

スプリント選手権

レーシング
秋田県高校生

エコカーレース競技大会

環境大臣表彰　普及・促進部門

ボクシング

吹奏楽 第４８回マーチングバンド

全国大会

２０２０　ＪＭＢＡアウォ－ド

グッドミュージック賞

文芸
あきた県民文化芸術祭

２０２０「あきたの文芸」


