
２ 栄光の記録
年 月 日 主 な 内 容

昭和
43. 4. 6 JRC全国表彰

9.28 秋田県緑化コンクール優勝
50. 5.25 バスケットボール部 全県選抜二連勝

8. 5 野球部 全県準優勝 東北大会準優勝
9.14 バスケットボール部 東北大会優勝

吹奏楽部 全県吹奏楽コンクール金賞
51. 7.28 体操部 全県大会団体準優勝

床優勝 坂本恵子 平均台優勝 阿部百合子
8. 8 体操部 東北大会個人総合３位 坂本恵子

床優勝 坂本恵子
9.15 吹奏楽部 全県吹奏楽コンクール金賞

52. 1.21 スキー部 全県大会女子大回転優勝 青澤操
53. 1.19 スキー部 全県大会大回転優勝 青澤薫･栗山忠良

1.31 スキー部 東北大会女子回転２位 阿部まき子
2. 7 スキー部 全国大会女子回転、

大回転４位 阿部まき子
5.28 バスケットボール部 全県選抜優勝
8.25 吹奏楽部 全県吹奏楽コンクール金賞

54. 1.28 吹奏楽部 全県アンサンブルコンテスト金賞
2.24 秋田県学体栄光賞 東北１位 阿部幸子
6.10 バレーボール部 全県選抜大会優勝

体操部 全県選抜大会女子優勝
7.23 陸上部 全県大会1500M優勝
7.26 バレーボール部 東北大会準優勝

体操部 東北大会女子個人優勝
55. 1.13 吹奏楽部 全県アンサンブルコンテスト金賞

7.18 陸上部 全県大会1年1500M優勝
56. 1.23 スキー部全県大会女子優勝

男子大回転、女子回転･大回転優勝
1.30 スキー部 東北大会女子回転・大回転２位
2. 6 スキー部 全国大会女子回転６位

59. 7. 8 陸上部 全県大会２年男子100M優勝
60. 7.26 陸上部 全県大会３年男子100M優勝

1・2年女子400MR優勝
8. 陸上部 東北大会男子総合３位

61. 7.18 陸上部 全県大会女子総合優勝
男子100MH、女子砲丸投げ優勝

8. 9 陸上部 東北大会男子100MH優勝 畠山幸治
62. 7.17 陸上部 全県大会女子総合優勝

陸上部 東北大会女子３位
63. 7.18 陸上部 全県大会男女共総合優勝

8. 9 陸上部 東北大会男子総合優勝 女子３位
平成
2. 2. 2 スキー部 東北大会男子10K優勝 児玉純哉
4.13 第42回全県植樹祭標語最優秀賞 浅石美千子
7.21 陸上部 全県大会女子砲丸投げ優勝 阿部真紀

女子三種競技優勝 奈良綾子
8. 9 陸上部 東北大会女子砲丸投げ２位 阿部真紀

女子三種競技B３位 奈良綾子
3. 7.19 陸上部 全県大会男子1500M優勝 舘花哲也
8. 3 陸上部 東北大会2年男子1500M優勝 舘花哲也
9.10 第13回少年の主張県大会最優秀賞 庄司加寿代

5. 1.22 スキー部 全県大会男子総合優勝
6. 1.14 スキー部 全県大会男女共総合優勝
6.10. 2 陸上部 全県新人大会男子800M 優勝 高橋善
7. 1.21 スキー部 全県大会男子総合優勝
2. 3 スキー部 全国大会複合競技２位

純飛躍４位 佐藤純
9.10 相撲部 全県新人大会団体２位

8. 1.19 吹奏楽部 全県アンサンブルコンテスト金賞
1.30 スキー部 全国大会純飛躍３位 安保純矢
2. 7 スキー部 東北大会純飛躍優勝 安保純矢
9. 8 相撲部 全県新人大会１年の部 優勝 小田嶋隆臣
10. 6 陸上部 全県新人大会砲丸投 優勝 根本伸太郎

9. 8.25 吹奏楽部 全県吹奏楽コンクールＣクラス 金賞
11.29 女子バスケットボール部 全県新人大会優勝
12.27 吹奏楽部 全県アンサンブルコンテスト金賞

10. 1.12 スキー部 全県大会男子総合優勝
1.31 スキー部 全国大会複合５位 浅石優介
7.18 相撲部 全県大会団体２位

１年の部優勝 阿部智耶
7.19 陸上部 全県大会女子共通三種Ａ優勝 戸田恵子
7.26 女子バスケットボール部 全県大会優勝
8. 5 東北大会優勝

年 月 日 主 な 内 容

平成
10. 8.20 女子バスケットボール部 全国大会ベスト８
11. 1.22 スキー部 全県大会男子総合優勝(二連覇)

1.29 スキー部 東北大会女子５K３位 斉藤蕗子
1.24 吹奏楽部 全県アンサンブルコンテスト金賞
8.21 吹奏楽部 全県コンクールＣクラス金賞
9. 5 相撲部 全県新人大会優勝

個人２年の部優勝 阿部智耶
9.29 全国こねっとWebぺ一ジコンテスト特別賞受賞

12. 1.19 スキー部 全県大会男子総合優勝(三連覇)
男子リレー優勝

2. 2 スキー部 東北大会複合競技優勝 藤原猛
女子５K３位 齊藤蕗子

5.21 女子バスケットボール部 全県春季大会３位
7.15 相撲部 全県大会優勝

３年の部及び最強の部優勝 阿部智耶
8. 1 相撲部 東北大会出場 ３年の部優勝 阿部智耶
8.10 吹奏楽部 全県コンクールＣクラス金賞
8.19 相撲部 全国大会出場 団体ベスト16
9.10 相撲部 全県新人大会団体優勝
9.23 野球部 北鹿二市二郡野球大会優勝

13. 1.19 スキー部 全県大会男子総合優勝(四連覇)
複合競技優勝 安保智也

1.29 スキー部 東北大会
純飛躍３位 安保智也 複合４位 浅石和也

2. 5 スキー部 全国大会
純飛躍２位 安保智也 複合９位 浅石和也

7.14 相撲部 全県総体団体優勝(二連覇)
7.27 野球部 全県大会ベスト４
8.11 相撲部 東北大会ベスト８

２年の部３位 阿部竜司
8.24 相撲部 全国大会出場
11. 9 全国人権作文秋田県大会優秀賞 津江未来

14. 1.16 スキー部 全県大会男子総合優勝(五連覇)
純飛躍優勝･複合２位 佐藤幸一郎

1.28 スキー部 東北大会男子５Kクラシカル
優勝 粟山卓也 複合４位 佐藤幸一郎

2. 5 スキー部 全国大会複合８位 佐藤幸一郎
7.13 相撲部 全県総体団体優勝(三連覇)
8.11 吹奏楽部 全県コンクール小編成の部 金賞
8.20 相撲部 全国大会出場(和歌山県)

15．1.25 吹奏楽部 全県アンサンブルコンテスト金賞
1.27 スキー部 東北大会

女子３Kｸﾗｼｶﾙ４位･３Kフリー６位 櫻田悠
2. 4 スキー部 全国大会 女子３Kｸﾗｼｶﾙ６位 櫻田悠
3. 4 スキー部ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ全国大会

女子５Kｸﾗｼｶﾙ優勝 ５Kﾌﾘｰ５位 櫻田悠
7.20 陸上部 通信陸上３種Ａ優勝 山崎拓也

16. 7.24 陸上部 通信陸上1年女子800M１位 工藤りさこ
9.26 全県駅伝競走大会 男子２位
12. 1 全国中学校ｽｷｰ大会ﾎﾟｽﾀｰ最優秀賞 佐藤ひとみ

17. 7. 9 陸上部 全県大会男子3000M１位 渡部大貴
陸上部 全県大会１年女子1500M１位 渋谷璃沙

7.23 陸上部 通信陸上男子1500M･3000M１位 渡部大貴
女子1500M１位 工藤りさこ

8. 9 陸上部 東北大会3000M５位 渡部大貴
9.25 陸上部 全県駅伝競走大会 男女アベック優勝
11. 6 陸上部 東北駅伝競走大会 男女共４位
12. 1 読書感想文ｺﾝｸｰﾙ秋田県審査 最優秀賞 阿部里美
12.18 陸上部 全国中学校駅伝競走大会 男子20位

女子21位
18．7. 9 陸上部 全県大会女子800M １位 工藤りさこ

陸上部 全県大会女子1500M １位 渋谷璃沙
陸上部 全県大会女子総合優勝

7.23 陸上部 通信陸上男子3000M １位 根本 侑
陸上部 通信陸上女子800M･1500M １位 渋谷璃沙

8. 8 陸上部 東北大会女子1500M ８位 渋谷璃沙
8. 9 陸上部 全県女子ロード １位 渋谷璃沙
9.24 陸上部 全県駅伝競走大会 女子１位 男子２位
11. 3 陸上部 東北駅伝競走大会 女子１位 男子８位
12.16 陸上部 全国駅伝競走大会 女子15位

19. 7.14 陸上部 全県大会 女子2・3年1500M １位 渋谷璃沙
7.29 吹奏楽部 全県吹奏楽コンクール 銅賞
8. 8 陸上部 東北大会 女子共通1500M １位 渋谷璃沙

男子共通3000M ２位 根本 侑



年 月 日 主 な 内 容

平成
19. 8.20 陸上部 全国大会 女子共通1500M ６位 渋谷璃沙

9.24 陸上部 全県駅伝競走大会 女子１位 男子２位
10. 5 陸上部 国民体育大会少年女子Ｂ800M ５位 渋谷璃沙
10.20 陸上部 全県新人大会 男子OP3000M １位 根本 侑

陸上部 全県新人大会 女子OP3000M １位 渋谷璃沙
10.26 陸上部 Jrオリンピック 男子A3000M 10位 根本 侑
10.27 陸上部 県長距離カーニバル 中学校女子3000M １位 渋谷璃沙
11. 3 陸上部 東北駅伝競走大会 男子２位 女子３位
11.11 東日本女子駅伝大会 渋谷璃沙 ３区に出場
12.15 陸上部 全国駅伝競走大会 女子31位

20. 1.13 都道府県対抗女子駅伝大会 渋谷璃沙 ３区に出場
1.14 スキー部 全県大会 純飛躍８位 複合９位 齋藤翔太
1.20 都道府県対抗男子駅伝大会 根本 侑 ８区に出場
1.25 スキー部 東北大会 純飛躍11位 複合13位 齋藤翔太
2. 1 スキー部 全国大会 純飛躍52位 齋藤翔太
2. 5 秋田県中体連栄光賞 渋谷璃沙
7. 9 全県総体 1年個人準優勝 青澤正幸
7.12
8. 6 相撲部東北大会 個人戦決勝トーナメント

2回戦 青澤正幸
8. 8 陸上部 東北大会男子共通3000ｍ11位小板橋海渡
8. 9 吹奏楽部 全県吹奏楽コンクール 銀賞
9.26 全県英語弁論大会 3位 阿部祥人
9.27 陸上部 全県駅伝大会 男女とも準優勝
10. 4 陸上部 全県新人大会 男子OP3000M1位 齋藤 亮

女子1年1000M1位 佐藤香織
10.18 テニス部 全県新人大会女子団体ベスト8
11. 2 陸上部 東北駅伝大会 男子 優勝 女子 8位
11.20 高円宮杯英語弁論大会出場 阿部祥人
11.21 バスケ部 全県新人大会女子ベスト8

21. 1.16 スキー部 全県大会 純ｼﾞｬﾝﾌﾟ5位 齋藤翔太
複合 6位 齋藤翔太
女子リレー 4位

1.21 スキー部 東北大会 純ｼﾞｬﾝﾌﾟ9位 齋藤翔太
複合 9位 齋藤翔太

1.23 全国中学生創造ものづくり教育フェアー
優秀賞 阿部夏実

2. 1 スキー部 全国大会 純ｼﾞｬﾝﾌﾟ 42位 齋藤翔太
複合 26位 齋藤翔太

3. 1 秋田県中体連栄光賞 男子駅伝チーム
5.23 相撲部 全県春季大会 2年個人準優勝 青澤正幸
7.18 相撲部 全県総体 2年個人 3位 青澤正幸

陸上部 全県総体 2年100m 4位 阿部駿人
1500m 3位 小板橋海渡
3000m 2位 小板橋天斗

1年100m 4位 大畑晶子
8. 5 相撲部 東北大会 2年個人 3位 青澤正幸
8. 8 陸上部 東北大会 3000m 4位 小板橋天斗

(～10日) 1年100m 8位 大畑晶子
8. 9 吹奏楽部 全県吹奏楽コンクール 銀賞
8.21 全日本中学校陸上競技選手権大会(～24日)

小板橋天斗(3000m) 小板橋海渡(1500m) 出場
9. 5 相撲部 全県新人大会 2年個人 3位 青澤正幸
9. 6 陸上部 八郎潟干拓記念駅伝大会 優勝
9.27 陸上部 全県駅伝競走大会 男子:優勝 女子:2位
10. 3 陸上部 全県新人大会 走幅跳 1位 阿部駿人

1500m 3位 佐藤香織
走高跳 1位 佐藤好恵

10.31 陸上部 東北中学校駅伝競走大会 男子:4位
女子:4位

12.19 陸上部 全国中学校駅伝大会 男子:15位
区間賞(2区) 小板橋海渡

22. 1.15 スキー部 全県大会 ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ 2位 齊藤翔太
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 4位 齊藤翔太

1.16 スキー部 東北大会 ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ 3位 齊藤翔太
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 4位 齊藤翔太

1.24 陸上部 都道府県対抗男子駅伝大会
6区 小板橋海渡

2. 4 スキー部 全国大会 ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ 2位 齊藤翔太
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 7位 齊藤翔太

2.14 第45回千葉国際ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ大会 9位 小板橋海渡
13位 小板橋天斗

5.22 相撲部 全県春季相撲大会
3年個人 優勝 青澤正幸

年 月 日 主 な 内 容

平成
22. 7.17 陸上部 全県総体 共通3000m 2位 阿部啓明

3位 高田俊太
共通走幅跳 6位 阿部駿人
共通800m 3位 大畑晶子
1年1500m 6位 畠山 侑
共通走高跳 2位 佐藤好恵
共通砲丸投 5位 工藤沙弓

相撲部 全県総体 3年個人 4位 青澤正幸
個人選手権 2位 青澤正幸

7.24 陸上部 通信陸上 3年100m 2位 阿部駿人
共通3000m 1位 高田俊太

4位 阿部啓明
共通800m 5位 大畑晶子
1年1500m 5位 畠山 侑
共通1500m 6位 佐藤香織
共通走高跳 3位 佐藤好恵
共通砲丸投 4位 工藤沙弓

7.26 野球部 全県少年野球大会
１－２勝平中（延長8回）

8. 3 相撲部 東北大会 3年個人 5位 青澤正幸
8. 5 陸上部 東北大会 共通3000m 6位 阿部啓明

8位 高田俊太
共通800m 8位 大畑晶子

8. 8 吹奏楽部 全県吹奏楽コンクール 銀賞
8.10 全県席書大会 毛筆条幅 金賞 石坂愛矢
8.18 相撲部 全国大会 個人戦 １勝２敗予選敗退

青澤正幸
8.20 陸上部 全国大会 共通走高跳 予選敗退

佐藤好恵
9. 5 陸上部 八郎潟干拓記念駅伝競走大会 3位

県女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 5位 大畑晶子
8位 阿部史生奈

9.26 陸上部 全県駅伝競走大会 男子：3位 女子4位
10. 1 陸上部 全県新人陸上大会

共通3000m 1位 高田俊太
共通800m 2位 大畑晶子
1年1500m 4位 畠山 侑

10.16 テニス部 全県秋季ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 男子団体 3位
10.30 陸上部 東北中学校駅伝競走大会 男子：7位

23. 4.29 陸上部 山田記念ロードレース大会
男子5km 1位 高田俊太
女子3km 6位 大畑晶子

7.16 陸上部 全県総体 1年1500m 4位 工藤裕太
共通3000m 1位 高田俊太
共通走幅跳 5位 齊藤聖人
共通800m 2位 大畑晶子

陸上部 通信陸上 1年1500m 6位 工藤裕太
共通3000m 3位 高田俊太
共通走幅跳 6位 齊藤聖人
共通800m 2位 大畑晶子
共通走幅跳 3位 橋本玲菜

ｿﾌﾄﾃﾆｽ部 全県総体 男子個人 3位 阿部聖輝
畠山 永

8. 5 ｿﾌﾄﾃﾆｽ部 東北大会 個人戦出場 阿部聖輝
畠山 永

8. 7 吹奏楽部 全県吹奏楽コンクール 銀賞
8. 8 陸上部 東北大会 1年1500m 7位 工藤裕太

共通800m 5位 大畑晶子
8. 9 全県席書大会 毛筆半紙 金賞 畠山礼子
9. 4 陸上部 県女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 6位 大畑晶子
9.25 陸上部 全県駅伝競走大会 女子：5位

陸上部 全県新人陸上大会
1年1500m 4位 工藤裕太
共通走幅跳 1位 大畑晶子

平成24年用国土緑化運動・育樹運動標語
入選 畠山弓穂

24. 5.19 バレー部 全県春季バレーボール大会
１－２男鹿東中

7.14 陸上部 全県総体 共通走幅跳 4位 橋本玲菜
7.21 陸上部 通信陸上 1年1500m 7位 田口史竜

共通走幅跳 4位 橋本玲菜
8. 8 陸上部 東北大会 共通走幅跳出場 橋本玲菜
8.12 吹奏楽部 全県吹奏楽コンクール 銅賞



年 月 日 主 な 内 容

平成
24. 9. 8 テニス部 全県秋季ソフトテニス大会

男子団体 １－２大館南中
9.20 全県中学校英語暗唱・弁論大会出場 阿部滉己
9.23 陸上部 全県駅伝競走大会 女子：8位
9.29 陸上部 全県新人陸上競技大会

1年1500m 1位 田口史竜
共通800m 7位 山口聖輝

9.29 野球部 第58回北鹿中学校新人野球大会
０－７鷹巣中

11. 2 野球部 全県秋季野球大会
３－８大館東

11.10 バレー部 全県秋季バレーボール大会
０－２能代第二中

11.17 陸上部 全県新人駅伝競走大会 男子：4位
25. 6. 2 野球部 三市三郡成章招待野球大会 優勝

7.13 バレー部 全県総体バレーボール大会
０－２ 鷹巣中

7.15 陸上部 全県総体 共通3000m 第３位 工藤裕太
共通高跳 第６位 阿部竜矢

7.20 陸上部 通信陸上 共通3000m 第２位 工藤裕太
共通高跳 第４位 阿部竜矢

8. 6 全県席書大会 毛筆半紙 金賞 石坂穂乃香
8. 9 陸上部 東北大会出場 共通3000m 工藤裕太
8.11 吹奏楽部 全県吹奏楽コンクール 銀賞
9.19 全県英語暗唱・弁論大会出場 稲垣木綿
9.21 陸上部 全県新人陸上大会

２年1500m 第１位 山口聖輝
共通高跳 第４位 阿部竜矢
共通800m 第７位 折戸 翔

9.29 陸上部 全県総体駅伝競走大会 第４位
11.16 陸上部 全県新人駅伝競走大会 優勝

26. 5.17 バレー部 全県春季バレーボール大会
０－２ 由利中

7.12 陸上部 全県総体 共通高跳 優勝 阿部竜矢
共通800m第２位 山口聖輝
共通3000m第２位 田口史竜

7.20 陸上部 通信陸上 共通3000m 優勝 田口史竜
共通800m 第２位 山口聖輝
1500m 第２位 山口聖輝

第３位 田口史竜
8. 7 陸上部 東北陸上 共通高跳 阿部竜矢 ９位

（福島県）共通800m 山口聖輝
共通3000m 田口史竜 １６位

8.10 吹奏楽部 全県吹奏楽コンクール 銀賞
8.17 陸上部 全国大会（丸亀市）共通800m 山口聖輝
9.18 全県英語弁論大会 第２位 齊藤伊万里
9.21 陸上部 全県総体駅伝競走大会 第３位
9.25 少年の主張秋田県大会「おつかれ」畠山享之
11. 8 陸上部 東北駅伝競走大会 第１８位
12.11 高円宮杯第６６回全日本英語弁論大会

齊藤伊万里 出場
27. 1.17 吹奏楽部 アンサンブルコンテスト秋田県大会

金管五重奏 銀賞
1.15 スキー部 全県大会 女子大回転 ７位 栗山優衣
1.25 スキー部 東北大会 女子大回転 27位 栗山優衣
7.20 陸上部 全県総体 1年100m 第３位 大畑善裕

共通800m 第５位 山口泰斗
7.26 陸上部 通信陸上 1年100m 第３位 大畑善裕

共通400m 第７位 山口泰斗
共通800m 第５位 山口泰斗

8. 9 陸上部 東北陸上 1年100m 大畑善裕
（山形県）

8. 9 吹奏楽部 全県吹奏楽コンクール 銀賞
9.28 陸上部 全県秋季陸上大会

1年100m 第３位 大畑善裕
共通800m 第１位 山口泰斗
共通300m 第４位 田口雄登
共通走高跳 第３位 海沼達哉
共通砲丸投 第４位 稲垣愛結

11.14 バレー部 全県秋季バレーボール大会
０－２本荘北中

秋田県読書感想画ｺﾝｸｰﾙ 優秀賞 阿部由実
全国読書感想画中央ｺﾝｸｰﾙ 奨励賞 阿部由実

年 月 日 主 な 内 容

平成
28. 7.16 陸上部 全県総体 ２年100m 第３位 大畑善裕

共通走高跳 第２位 海沼達哉
共通800m 第４位 山口泰斗
共通砲丸投 第３位 稲垣愛結

7.23 陸上部 通信陸上 ２年100m 第２位 大畑善裕
共通走高跳 第４位 海沼達哉
共通400m 第２位 山口泰斗
共通800m 第４位 山口泰斗
共通棒高跳 第４位 松岡詩音
共通砲丸投 第５位 稲垣愛結

8. 2 吹奏楽部 全県吹奏楽コンクール 金賞
8. 8 陸上部 東北陸上 ２年100m 大畑善裕

（秋田市）共通走高跳 第15位 海沼達哉
共通800m 山口泰斗
共通砲丸投 第16位 稲垣愛結

9.24 野球部 北鹿新人野球大会 優勝
（花輪二中と合同チーム）

9.24 陸上部 全県秋季陸上
共通200ｍ 第１位 大畑善裕
110mｼﾞｭﾆｱ障害 第１位 佐藤冬馬
共通砲丸投 第２位 青澤涼風

11. 4 野球部 全県秋季野球大会 第３位
（花輪二中と合同チーム）

29. 1.12 スキー部 全県大会 男子ﾌﾘｰ 第２位 畠山侑也
女子大回転 第７位 阿部未歩
女子回転 第６位 阿部未歩

1.25 スキー部 東北大会 男子ﾌﾘｰ 第15位 畠山侑也
（福島県）女子大回転 第22位 阿部未歩

女子回転 第28位 阿部未歩
2. 1 スキー部 全国大会 男子ﾌﾘｰ 第34位 畠山侑也

（山形県）男子ﾘﾚｰ 第5位 3走 畠山侑也
秋田県児童生徒美術展 話題作 佐々木結野

坂本胡桃
7.16 陸上部 全県総体 １年100m 第６位 浅石泰輝

共通200m 第３位 大畑善裕
共通110mH 第１位 佐藤冬馬
共通砲丸投 第３位 青澤涼風

7.25 野球部 全県少年野球大会 ０－４山王中
8. 1 吹奏楽部 全県吹奏楽コンクール 金賞
8. 8 陸上部 東北陸上 共通200m 大畑善裕

（青森市）１年100m 浅石泰輝
共通110mH 第７位 佐藤冬馬
共通砲丸投 第14位 青澤涼風

8.19 陸上部 全国陸上 共通110mH 佐藤冬馬
（熊本市）

9.10 吹奏楽部 東北吹奏楽コンクール 銀賞
（仙台市）

9.14 少年の主張秋田県大会
「故郷「鹿角を伝える中で」櫻田ひかる

11.25 バスケ部 全県秋季バスケットボール大会
25-75仙北中

30. 1.11 スキー部 全県大会 男子ﾌﾘｰ 第１位 畠山侑也
男子ｸﾗｼｶﾙ 第１位 畠山侑也
女子ﾌﾘｰ 第４位 畠山香恋
女子ｸﾗｼｶﾙ 第６位 畠山香恋
女子回転 第４位 阿部未歩

1.30 スキー部 東北大会 男子ﾌﾘｰ 第２位 畠山侑也
（山形県）女子ﾌﾘｰ 第７位 畠山香恋

女子ｸﾗｼｶﾙ 第８位 畠山香恋
女子回転 第９位 阿部未歩

2.11 スキー部 全国大会 男子ﾌﾘｰ 第４位 畠山侑也
（鹿角市） 第96位 奈良信之介

男子ｸﾗｼｶﾙ 第10位 畠山侑也
男子ﾘﾚｰ 第２位 畠山侑也
女子ﾌﾘｰ 第27位 畠山香恋
女子ｸﾗｼｶﾙ 第14位 畠山香恋
女子ﾘﾚｰ 第１位 畠山香恋
女子回転出場 阿部未歩

5.19 バレーボール部 秋田県春季バレーボール大会
女子１回戦 八幡平・尾去沢０－２大潟
※尾去沢中と合同チームで参加

7. 7 地元愛プレゼンバトル最優秀賞 ３年 阿部壮浩
7.14 陸上部 全県総体

男子共通200m 第３位 栗山健汰



年 月 日 主 な 内 容

共通棒高跳 第２位 今坂喬悟
女子共通800m 第５位 安保玲那

１年100m 第７位 似鳥咲
テニス部 全県総体

男子個人戦 畠山・齊藤２－４大館一中
バレーボール部

女子１回戦 八幡平・尾去沢０－２象潟
※尾去沢中と合同チームで参加

7.21 陸上部 通信陸上
男子共通200m 第８位 栗山健汰

共通棒高跳 第２位 今坂喬悟
女子１年100m 第４位 似鳥咲

8. 7 陸上部 東北陸上 男子共通200m 栗山健汰
共通棒高跳 今坂喬悟

9.13 秋田県英語弁論･暗唱大会 ３年阿部楓花
9.14 少年の主張秋田県大会 優良賞 ３年 稲垣瞳子

「相手のことを考える時間」
9.22 鹿角活性化選手権 優秀賞「マイブタ制度」
9.30 全県秋季陸上大会

女子 共通1500m 第７位 畠山香恋
１年100m 第６位 似鳥咲

11. 7 バレーボール部
女子２回戦 八幡平・尾去沢０－２象潟
※尾去沢中と合同チームで参加

31. 1.10 秋田県児童生徒美術展
優良賞 ３年 坂本木葉 (県話題作)

1.26 全日本アンサンブルコンテスト秋田県大会
管打７重奏 銀賞

1.10 スキー部 全県大会
男子ｸﾗｼｶﾙ 第９位 奈良信之介

第14位 似鳥快
ﾌﾘｰ 第４位 奈良信之介
大回転 第21位 加藤輝
回転 第11位 阿部宗平

第19位 加藤輝
女子ｸﾗｼｶﾙ 第３位 畠山香恋

第10位 似鳥咲
ﾌﾘｰ 第２位 畠山香恋

1.24 スキー部 東北大会(アルペン 宮城県)
男子回転 第40位 阿部宗平

1.28 スキー部 東北大会(クロスカントリー 岩手県)
男子ｸﾗｼｶﾙ 第26位 奈良信之介

ﾌﾘｰ 第24位 奈良信之介
女子ｸﾗｼｶﾙ 第２位 畠山香恋

第24位 似鳥咲
ﾌﾘｰ 第３位 畠山香恋

2. 4 スキー部 全国大会（新潟県）
男子ｸﾗｼｶﾙ 第63位 似鳥快

第68位 奈良信之介
ﾌﾘｰ 第76位 奈良信之介

女子ｸﾗｼｶﾙ 第10位 畠山香恋
第58位 似鳥咲

ﾌﾘｰ 第21位 畠山香恋
ﾘﾚｰ 第２位 畠山香恋（３走）

4.23 子どもの読書活動優秀実践校文科大臣表彰
R1. 5.18 バレー部 全県春季 １回戦 ０－２ 鷹巣南

7.13 バレー部 全県総体 ２回戦 ０－２ 象潟
※尾去沢との合同チームで出場

バスケ部 全県総体 ２回戦 36―55 羽後
剣道部 全県総体 予選リーグ敗退（０－５、１－４）
陸上部 全県総体 共通砲丸投 第６位 小田嶋恵菜

共通４種競技第６位 大畑友季
8. 8 全県席書大会 毛筆半紙金賞 似鳥咲

銀賞 阿部心美
毛筆条幅銅賞 阿部京花

8.12 吹奏楽部 全県吹奏楽コンクール 銀賞
人権作文コンテスト秋田県大会奨励賞成田采生

9.30 陸上部 全県秋季 女子共通110ｍＨ 第３位似鳥咲
女子共通走幅跳 第５位阿部京花

11. 2 剣道部 全県秋季 予選リーグ敗退（０－５、１－４）
11.16 バレー部 全県秋季 ０－２ 由利

※尾去沢との合同チームで出場
12. 8 秋田県ビブリオバトル大会出場 児玉稀良

R2. 1.18 吹奏楽部 全県アンサンブルコンテスト 管打８重奏 金賞
北方領土スピーチコンテスト県代表 髙橋みなみ

1.11 スキー部 全県大会
男子クラシカル 第７位 奈良信之介

フリー 第５位 奈良信之介

年 月 日 主 な 内 容

大回転 第５位 阿部宗平
第14位 加藤輝

回転 第７位 阿部宗平
第15位 加藤輝

女子クラシカル 第１位 畠山香恋
第６位 似鳥咲

フリー 第１位 畠山香恋
リレー 第１位 畠山香恋・似鳥咲・戸舘佳子
総合３位

2. 1.22 スキー部 東北大会
男子クラシカル 第14位 奈良信之介

フリー 第12位 奈良信之介
大回転 第２位 阿部宗平

第27位 加藤輝
回転 第27位 加藤輝

第36位 阿部宗平
女子クラシカル 第１位 畠山香恋

第13位 似鳥咲
フリー 第６位 畠山香恋
リレー 第５位

2. 5 スキー部 全国大会
男子フリー 第37位 奈良信之介

大回転 第62位 阿部宗平
回転 第93位 阿部宗平

女子クラシカル 第３位 畠山香恋
第41位 似鳥咲

フリー 第２位 畠山香恋
9.16 少年の主張県大会 優良賞 成田采生
9.27 陸上部 全県秋季

男子共通400m 第３位 似鳥翔斗
11. 7 剣道部 全県学年別 男子個人戦２年生の部

ベスト８ 阿部晃也 敢闘賞
11.14 バレー部 全県秋季 ２回戦 ０－２ 西目

テニス部 全県１年生大会 男子予選リーグ
髙田・山口 １勝２敗

12.22 秋田県赤い羽根共同募金運動キャッチコピー
最優秀賞 木村聖那

3. 1.16 スキー部 全県総体 アルペン男子総合第３位
ジャイアントスラローム 第３位 阿部宗平
スラローム 第５位 阿部宗平
クロスカントリーフリー 第３位 畠山絢香

7.18 陸上部 通信陸上
女子共通200ｍ 第８位 阿部菜摘

10.23 テニス部 全県秋季
男子個人 髙田・山口４－２美郷中

髙田・山口０－４八郎潟中
7.10 バレー部 全県

１回戦 八幡平２－１五城目
２回戦 八幡平０－２象潟
全県秋季
１回戦 八幡平０－２桜

7.10 剣道部 全県
男子個人戦 ２回戦敗退 阿部晃也

11.23 秋田県中学生ビブリオバトル出場 舘花茉莉江
4. 1.16 スキー部 全県総体

男子大回転 第19位 海沼結人
回転 第11位 海沼結人

女子大回転 第20位 海沼実羽
回転 第16位 海沼実羽

女子クラシカル 第１位 畠山絢香
第７位 戸舘佳子

ﾌﾘｰ 第１位 畠山絢香
第10位 戸舘佳子

2. 4 スキー部 全国大会
女子ｸﾗｼｶﾙ 第21位 畠山絢香

県選抜リレー 第６位 畠山絢香(４走)


