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令和３年度 主な大会等成績

【ラグビー部】
全国高校ラグビーフットボール選手権大会県予選会 第１位

全県新人大会 第１位

第１０１回全国高等学校高校ラグビーフットボール大会出場

第２３回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会出場

【陸上競技部】
県民体育大会

男子８００ｍ 第１位 大野 ※大会新

男子１５００ｍ 第１位 佐藤

男子５０００ｍ 第２位 佐藤

少年男子Ｂ３０００ｍ 第１位 田中

少年女子Ｂ８００ｍ 第２位 伊藤

中央支部総体駅伝大会 第１位

インターハイ

男子８００ m 第４位、男子１５００ｍ 第５位 大野

全県新人大会

男子総合、男子トラック総合 第１位

男子４００ｍ 第１位、男子８００ｍ(大会新) 第１位 大野

男子１５００ｍ 第１位 池田

男子５０００ｍ 第１位 藤本、第２位 小松、第３位 金澤

男子３００msc 第３位 田中

連覇賞 駅伝八連覇

全国高校駅伝県予選 第１位

第７２回全国高等学校駅伝競走大会 第９位、区間優勝第６区 大野

【柔道部】
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会秋田県予選会 第１位 山田

県民体育大会

少年男子１００㎏級 第１位 村田（ミニ国体出場）

少年男子９０㎏級 第１位 今野（ミニ国体出場）

少年男子無差別級 第２位 藤原

少年男子６０㎏級 第２位 佐藤

少年男子７３㎏級 第２位 山田、第３位 豊巻

少年男子９０㎏級 第３位 佐藤

インターハイ

８１㎏級 ５位 今野
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中央支部新人大会

男子団体 第１位

男子個人 ７３㎏級 第１位 豊巻、第３位 栗原

８１㎏級 第２位 佐藤

無差別 第３位 鈴木、小林

全県新人大会（兼）全国選手権大会県予選

男子団体 第１位

男子個人 ７３ｋｇ級 第２位 豊巻、第３位 栗原

８１ｋｇ級 第３位 佐藤

無差別級 第３位 加賀谷、小林

東北高等学校柔道選抜大会 団体出場

第４４回全国高等学校柔道選手権大会 団体出場

【空手道部】
中央支部新人大会

男子団体組手・形 第１位

女子団体組手 第１位

男子個人形 第１位 黒川

男子個人組手－５５㎏級 第１位 村上

男子個人組手－６１㎏級 第１位 小松

男子個人組手－６８㎏級 第１位 森川

女子個人形 第１位 宮崎

女子個人組手－５９㎏級 第１位 宮崎

女子個人組手＋５９㎏級 第１位 伊藤

全県新人大会

男子団体組手・形 第１位

女子団体組手 第３位

男子個人形 第１位 村上、第２位 黒川、第３位 小松

男子個人組手５５ｋｇ級 第１位 村上、第２位 石澤

男子個人組手６１ｋｇ級 第１位 小松

男子個人組手６８ｋｇ級 第１位 森川

男子個人組手７６ｋｇ級 第３位 本間

男子個人組手７６ｋｇ超級 第３位 大場

女子個人形 第３位 宮崎

女子個人組手 第１位 宮崎

女子個人組手 第１位 伊藤

東北高等学校選抜空手道大会

男子団体組手 第５位

男子団体形 第２位
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男子個人形 第２位 村上、第４位 黒川

男子個人組手 第１位 村上

女子個人組手 第２位 宮崎

第４１回全国高等学校選抜大会出場

男子団体組手及び形 個人組手・形：村上、個人形：黒川、個人組手：宮崎、小松

【体操部】
県民体育大会

男子種目別 平行棒 第１位 戸津

女子個人総合 第１位 加藤

女子種目 平均台 第１位 菊地

全県新人大会

男子団体総合 第１位

男子個人総合 第２位 戸津

男子種目別ゆか、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒 第２位 戸津

男子個人総合 ３位 中泉

男子種目別ゆか、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒 第３位 中泉

女子個人総合 第１位 加藤

女子種目別跳馬、段違い平行棒、平均台、ゆか 第１位 加藤

女子個人総合 第２位 畑澤

女子種目別跳馬、段違い平行棒、平均台、ゆか 第２位 畑澤

東北高校選抜大会

女子種目別跳馬 第３位 加藤

【バドミントン部】
県民体育大会

少年一部男子複 第３位 厨川・今野

少年二部男子複 第３位 伊藤・村上

優秀校賞（男子）

第４０回全日本ジュニアバドミントン選手権秋田県予選会

ジュニア男子シングルス 第３位 厨川

ジュニア男子ダブルス 第３位 厨川・今野

ジュニア男子ダブルス 第３位 成田・圓城

県民体育大会

少年二部男子複 第３位 伊藤・村上

中央支部新人大会

男子学校対抗 第１位

男子Ⅰ部ダブルス 第１位 圓城・成田、第２位 今野・厨川 第３位 髙安・今井

男子Ⅰ部シングルス 第２位 厨川、第３位 圓城、３位 成田
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全県新人大会

男子学校対抗 第１位 全国大会出場

男子Ⅰ部ダブルス 第１位 厨川・今野 第２位 圓城・成

男子Ⅰ部シングルス 第３位 成田

東北高等学校バドミントン選抜大会出場

第５０回全国高等学校バドミントン選抜大会 団体出場

【バスケットボール部】
県民体育大会 高校男子 第３位 秋田工業高校Ａ

ウィンターカップ県予選会 ベスト８

中央支部新人大会 第２位

【バレーボール部】
国体ビーチバレー県予選 佐藤・松田 国体出場

東北ビーチバレーボール選手権大会 第３位 佐藤・松田

春高バレー県予選会 第２位

中央支部新人大会 第１位

【卓球部】
中央支部新人大会 第２位

全新人大会男子学校対抗 第２位 東北高校選抜大会出場

【サッカー部】
中央支部新人大会 第３位

全国高等学校サッカー選手権大会秋田県大会 第３位

全県新人大会 ベスト８

【軟式野球】
第６６回高等学校軟式野球選手権秋田大会 ベスト４

【水泳同好会部】
全県総体（東北大会出場）

女子４００ｍ個人メドレー第１位、女子２００ｍ個人メドレー第２位 佐良土

男子２００ｍ背泳ぎ第４位、男子１００ｍ背泳ぎ第４位 三浦

女子２００ｍ自由形第４位、女子１００ｍ自由形第７位 佐藤

男子２００ｍバタフライ第８位 多田

全県新人大会

男子１００ｍバタフライ第１位、男子２００ｍバタフライ第２位 多田
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【吹奏楽部】
全日本吹奏楽コンクール第６３回秋田県中央地区大会 小編成の部 金賞

全日本吹奏楽コンクール第６３回秋田県大会 小編成の部 銀賞

マーチングバンド東北大会 金賞

アンサンブルコンテスト中央地区予選 打楽器三重奏 金賞

アンサンブルコンテスト秋田県大会 打楽器三重奏 銀賞

【文芸部】
第３９回秋田県高等学校文芸コンクール

詩部門 佳作 浅利

俳句部門佳作 佐々木

第３６回全国高等学校文芸コンクール

詩部門 出品 浅利、原田

俳句部門出品 佐々木、長谷部

第９回ＮＥＡＲ（北東アジア地域自治体連合）青少年絵画コンテスト「入選」 浅利

「青少年赤十字創設１００周年記念 日赤秋田県支部ポスターコンクール」

高校の部「入選」 浅利

【レーシング部】
第十四回ＭＥＶＲミニ電気自動車レース 第１位 秋工レーシング１

第１５回秋田県高校生エコカーレース競技大会 第１位 秋工レーシング１

２０２１ワールドエコノムーブ ジュニアクラス 第１位

【ロボット部】
第３１回秋田県高等学校産業教育フェアロボット競技大会 第３位 秋工Ⅰ

全県工業クラブロボット競技大会 第１位 秋工Ⅱ

令和３年度パテントコンテスト ＷＩＰＯ（世界知的所有権機関）賞

「牛乳パック切断装置」 武田、鎌田、阿部

【ものづくりコンテスト】
東北大会

化学分析部門 第１位 千葉

県大会

旋盤作業部門 第１位 小玉（東北大会出場）

木材加工部門 第１位 小松（東北大会出場）、第２位 佐々木

化学分析部門 第１位 千葉、第２位 畠山（２名東北大会出場）

溶接部門県 総合優勝 小玉、沢井、石塚、鎌田

電気工事部門 第１位 沼田
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【秋田の住宅コンクール】

高校生の部 優秀賞 児玉・永井

【2021年度 第１回秋田大学未来がん医療プロフェッショナル養成プラン作文】

最優秀賞 藤原

【秋田県工業系高校生による建築設計作品コンクール】

優秀賞、特別賞 池端、加賀谷、草皆

【高校生「橋梁模型」作品発表会】

最優秀賞 鎌田、熊谷、小玉、杉本、武内、細川


