
 

●●●●●●● 12 月 賞状伝達式 ●●●●●●● 

■運動部 

〇女子バスケットボール部 

第 75 回全国高等学校選抜優勝大会秋田県予選会 ３位 

〇バレーボール部 

第 75 回全日本バレーボール高等学校選手権大会秋田県代表決定戦 ３位 

令和 4 年度秋田県高等学校中央支部新人大会 ２位 

〇ソフトボール部 

令和 4 年度秋田県高等学校中央支部新人大会 １位 

〇剣道部 

令和 4 年度秋田県高等学校中央支部新人大会 

 女子団体 ２位 

女子個人 ３位 ２B 岩船 １Ｃ瀧澤 

令和 4 年度秋田県高等学校新人大会 

女子団体 ２位 ☆東北選抜大会出場 

第 77 回国民体育大会県道競技 

少年女子団体 ２位 ３C 小野 ３C 佐藤 秋田県チームとして 

〇水泳部 

令和 4 年度秋田県高等学校新人大会 

女子総合 １位 ６連覇１２回目 

男子総合 ２位 

個人 

１位 女子 50・100ｍ自由形 １C 髙橋 ☆大会新 

    女子 100ｍ背泳ぎ １D 三浦 

    女子 200ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ ２E 山元 

    女子 200ｍ自由形 １F 土田 

    女子 400ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ ２Ｅ山元 １C 中野 １D 三浦 １C 髙橋 

    女子 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ１D 三浦 １C 中野 ２Ｅ山元 １C 髙橋 

    女子 800ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ １C 髙橋 ２E 山元 １D 三浦 １C 中野 

２位 女子 800ｍ自由形 ２Ｅ磯崎 

    女子 200ｍ背泳ぎ １D 三浦 

女子 100ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ ２E 山元 

    男子 100・200ｍ自由形 １E 正木 

    男子 400ｍ自由形 １F 土田 

  男子 400ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ １E 正木 ２E 中嶋 ２D 遠藤 １F 土田 

    男子 800ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ １F 土田 ２E 中嶋 ２D 遠藤 １E 正木 

    男子 100ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ １C 中野 

    男子 50ｍ自由形  １E 佐藤 



   男子 100・200ｍ自由形 ２E 中嶋 

    男子 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ  １E 佐藤 １F 土田 ２E 中嶋 １E 正木 

第 30 回東北高等学校新人水泳大会 

個人 

１位 女子 50ｍ自由形 １C 髙橋 ☆大会新 

    女子 100ｍ自由形 １C 髙橋 ☆大会新・東北高校新 

    女子 400ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ １C 髙橋 １C 中野 １D 三浦 ２E 山元 ☆大会新 

４位 女子 200ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ ２Ｅ山元 

５位 女子 100ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ ２Ｅ山元 

    男子 400ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ １F 土田 ２E 中嶋 ２D 遠藤 １E 正木 

６位 女子 400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ １D 三浦 １C 中野 ２E 山元 １C 髙橋 

〇男子ソフトテニス部 

令和 4 年度秋田県高等学校中央支部新人大会 

男子学校対抗 第１位 

個人 ２位 ２D 宮越 ２D 柴田  ３位 ２E 鎌田 ２E 石川 

令和 4 年度秋田県高等学校新人大会 

男子学校対抗 第３位 

〇女子ソフトテニス部 

令和 4 年度秋田県高等学校中央支部新人大会 

女子学校対抗 第３位 

個人 ２位 １B 加藤 ２B 桑原 

令和 4 年度秋田県高等学校新人大会  

女子学校対抗 第２位 

個人 １位 １B 加藤 ２B 桑原 

〇卓球部 

令和 4 年度高体連中央支部新人体育大会 

女子シングルス 3 位 １A 佐藤 

〇バドミントン部 

令和 4 年度秋田県高等学校中央支部新人大会 

団体 第２位 

ダブルス１部 ２位 ２B 伊藤 １A 照井  ３位 ２B 髙橋 １F 小玉 

ダブルス２部 １位 １F 丸山 １G 菅野 

シングルス  ３位 ２B 髙橋 

令和 4 年度秋田県高等学校新人大会 

団体 ２位 ☆東北大会出場 

ダブルス１部 １位 ２B 髙橋 １F 小玉 ☆東北大会出場 

シングルス  ３位 １F 小玉 

〇新体操 

令和 4 年度秋田県高等学校新人大会 

団体 第１位 

個人 総合 １位 ２B 鈴木  ２位 １E 近藤  ３位 ２A 工藤 



   ボール １位 ２B 鈴木  ２位 １E 近藤  ３位 １B 谷内 

   クラブ １位 ２B 鈴木  ２位 １E 近藤  ３位 ２A 工藤 

第 30 回東北高等学校新体操競技選抜大会 

団体 １位 ☆国大会出場 

個人 総合 １位 ２B 鈴木 ☆全国大会出場  ３位 １E 近藤 

〇弓道部 

令和 4 年度秋田県高等学校中央支部新人大会 

女子団体 ３位 

令和 4 年度秋田県高等学校新人大会 

女子団体 １位 ☆全国大会出場 

〇登山部 

令和 4 年度秋田県高等学校中央支部新人大会 

男子Ａパーティー １位 

読図１位 ２E 池内  気象１位 ２E 池内  植物１位 １C 櫻庭 

令和 4 年度秋田県高等学校新人大会 

男子個人総合 ３位 ２E 池内  個人 知識競技 ３位 ２E 池内 

〇フェンシング 

令和 4 年度秋田県高等学校中央支部新人大会 

女子個人 フルーレ ２位 １E 鈴木 

令和 4 年度秋田県高等学校新人大会 

女子個人 フルーレ ３位 １E 鈴木 

■文化部 

〇演劇部 

第 72 回中央地区高校演劇コンクール 

最優秀賞 「18 パーセント未満」 

第 53 回秋田県高等学校演劇発表会 

優秀賞 「18 パーセント未満」 

〇美術部 

令和 4 年度秋田県高等学校総合美術展 

絵画部門   推奨 ２D 舘岡 

デザイン部門 推奨 １A 鷲谷  １B 佐藤 

〇囲碁部 

第 35 回秋田県高校囲碁新人大会、兼段級位認定大会 

個人 ２位 ２F 辻  ３位 ２D 佐藤 

〇書道部 

令和 4 年度秋田県高等学校総合美術展 

推奨 ２A 伊藤  ２B 武藤  ２B 福島  １C 杉山 

〇文芸部 

第 40 回秋田県高等学校文芸コンクール 

短歌部門 一席 ２A 角崎 ☆全国高総文祭出場  三席 ２F 赤塚 

俳句部門 一席 ２F 赤塚 ☆全国高総文祭出場  三席 ２F 加藤 



小説部門 一席 ２A 角崎 

〇放送委員会 

第 43 回秋田県高等学校放送コンクール 

第 47 回全国高等学校総合文化祭放送部門秋田県大会 

兼第 26 回東北高等学校放送コンテスト秋田県大会 

総合 優秀賞 

アナウンス部門 優秀賞 ２A 武岡 ☆全国高総文祭出場 ☆東北大会出場 

入選 ２A 阿部 ☆東北大会出場 

朗読部門 入選 １B 髙𣘺 ☆東北大会出場 

ビデオメッセージ部門 最優秀賞「米で広がる秋田」 ☆全国高総文祭出場 

テレビキャンペーン部門 優秀賞「Ｗ 文系理系論」 ☆東北大会出場 

〇箏部 

令和 5 年度全国高総文祭日本音楽部門参加のための審査会 

秋田県代表として全国高総文祭へ出場推薦 

 

校⾧先生のお話 ~栄光を讃えて~ 

ただいま、十月からの特別活動、部活動で上位入賞したみなさんに、賞状をお渡ししました。受賞者のみな

さん、おめでとう。心から讃えます。これほどの活躍は県内随一であり、学校の誇りとして、共に喜びあいま

しょう。すでに来年度の全国大会への出場を決めた生徒もいると思いますが、一層精進を重ねて、高い成果を

上げてください。こうした成果は、一朝一夕でできることではありません。目標やねらいを指導者と共有し、

緻密な計画を実行し、日々の練習や稽古、思索や創作に向かった証です。思うようにいかないこと、体調を崩

したこと、チームメイトと意見をぶつけあったことなど、たくさんのことを乗り越えた結果です。この過程を

通して人間的に成⾧したことは言うまでもないことですが、多くの人の支えや導きがあったこと、大会やコン

クールの運営に携わった関係者に感謝することを忘れないでください。残念ながら、表彰を受けるに至らなか

った生徒は、結果を正面から受け止め、原因を深く掘り下げ、分析し、課題を解決するように努めてくださ

い。頂点を極めること、てっぺんを勝ち取るということは、並大抵の努力ではできません。0.01 秒の差、一点

の差、一本の差、一席と二席、金と銀の差は、何か。紙一重とも言えるその差を追い越していこうと努力を重

ね、科学的に、論理的に取り組んでください。あげまき若人にやってやれないことではありません。一人一人

のいっそうの成⾧を願い、あいさつとします。 

 

 
 

 


