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                            令和２年２月１４日更新 

                            特別活動部  

 

令和元年度 運動部・文化部・ものづくり 活動一覧（４月から開催順に掲載） 

 

 運動部  

 

［中央支部総体］ 

①陸上競技部 

  円盤投げ 第４位 能登谷 

  砲丸投げ 第４位 佐藤 

  １００ｍ、２００ｍ、４００ｍ、８００ｍ、４００ｍハードル、４００ｍリレー、 

  １６００ｍリレー、幅跳び、高跳び、やり投出場。 

②バスケットボール部 

  １回戦 男鹿工 30-107 本荘 

③卓球部 

  男子団体戦予選１回戦 男鹿工 2-3 由利 

  団体順位決定１回戦  男鹿工 3-0 海洋 

  団体順位決定２回戦  男鹿工 1-3 明桜 

  個人シングルス予選３回戦進出 古仲、薄田 

④ソフトテニス部 

  団体戦２回戦 男鹿工 1-2 金足農 

  個人戦２回戦 工藤・船木       

⑤サッカー部 

  １回戦 男鹿工 2-1 本荘 

  ２回戦 男鹿工 0-3 新屋 

⑥ラグビー部 

  １回戦 男鹿工 33-39 秋田・秋田南合同 

⑦空手道部 

  男子団体組手 第１位   

  女子団体組手 第２位 

  男子個人組手 第１位 山方  第２位 髙橋  第３位 加藤、福田 

  男子個人形  第１位 髙橋  第２位 福田  第３位 加藤 

⑧水泳競技 

  ５０ｍ自由形  １２位 阿部 １００ｍ自由形 １１位 阿部  

  ２００ｍ自由形  ５位  舘岡 ４００ｍ自由形  ２位  舘岡  
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［全県総体］ 

①陸上競技部 

  リレー・円盤投げ出場 

②バスケットボール部 

  １回戦 男鹿工 39-119 大曲農 

③卓球部 

  男子団体１回戦 男鹿工 3-0 十和田 

  男子団体２回戦 男鹿工 0-3 大曲工 

④ソフトテニス部 

  団体戦１回戦 男鹿工 0-3  横手清陵 

  個人戦１回戦 工藤・船木 渡部・加賀屋 永田・加藤 

⑤サッカー部 

  １回戦 男鹿工 2-1 秋田 

  ２回戦 男鹿工 0-2 本荘 

⑥ラグビー部 

  １回戦 男鹿工 43-0  桂桜・能代工 

  ２回戦 男鹿工 12-70  中央 

  ３位決定戦 男鹿工 24-57 金足農 

⑦空手道部 

  男子団体組手 １位→    インターハイ・東北大会出場   

  男子個人組手 ２位 山方→ インターハイ・東北大会出場 

  男子個人形  １位 髙橋→ インターハイ・東北大会出場 

  男子個人形  ２位 福田→ インターハイ・東北大会出場 

  男子個人形  ５位 加藤→ 東北大会出場 

  女子団体組手 ３位 

⑧少林寺拳法 

  単独演武出場 古仲峻也Ｆ１→ 東北大会出場 

⑨水泳競技 

  ５０ｍ・１００ｍ自由形出場 阿部 

  ２００ｍ自由形 ５位 舘岡→  東北大会出場 

  ４００ｍ自由形 ６位 舘岡→  東北大会出場 
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［春季］ 

①卓球部 

 秋田県春季卓球選手権大会 

  男子シングルス２回戦 村上、山打、薄田 

  男子シングルス３回戦 伊藤、古仲、三浦 

  男子ダブルス２回戦  山打、三浦 

②野球部 

 男鹿潟上南秋地区春季リーグ戦 

  男鹿工 3-5 五城目 

  男鹿工 0-7 秋田西 

 春季中央地区高等学校野球大会 

  男鹿工 5-21 秋田西 

 第 52 回秋田県工業高等学校野球交流会 

  男鹿工 4-6 桂桜 

  男鹿工 8-6 清陵 

 男鹿海洋高校定期交流戦 

  男鹿工 12-9 三校連合（海洋・能代西・二ツ井） 

③ラグビー部 

 第６回全国高校７人制ラグビーフットボール大会秋田県予選大会 

  １回戦 男鹿工 26-19 秋田 

  準決勝 男鹿工  7-52 中央 第３位 

 

［県体］ 

①空手道部 

 第７０回県民体育大会 

  少年男子個人組手 第２位 山方→ ミニ国体出場 

  少年男子個人組手 第３位 髙橋  

  少年男子個人形  第１位 髙橋→  ミニ国体出場 

  少年男子個人形  第２位 福田→  ミニ国体出場 

  少年男子個人形  第３位 加藤 

②サッカー部 

  男鹿工 3-3 秋田工業 

  男鹿工 1-7 大曲工業 

  男鹿工 5-2 北鷹 

  男鹿工 1-6 大曲 
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③水泳競技 

 秋田県選手権兼県民体育大会 

  １００ｍ自由形 出場 舘岡 

  ２００ｍ自由形 Ｂ決勝６位 舘岡 

  ４００ｍ自由形 １０位 舘岡 

 

［夏季］ 

①野球部 

 第１０１回全国高等学校野球選手権秋田大会 

  １回戦 男鹿工 11-1 羽後 ８回コールド 

  ２回戦 男鹿工  1-5 能代工  

 

［東北大会］ 

①空手道部 

 東北高等学校空手道選手権 

  男子団体組手 第３位 

  男子個人組手 ２回戦進出 山方 

  男子個人形  ３回戦進出 髙橋 

  男子個人形  ２回戦進出 福田 

  男子個人形  １回戦出場 加藤 

②少林寺拳法競技 

 第１３回東北高等学校少林寺拳法選手権大会  

  単独演武 予選出場 古仲 

③水泳競技 

 第６７回東北高等学校選手権水泳競技大会 

  ２００ｍ予選出場 舘岡 

  ４００ｍ予選出場 舘岡 

 

［全国大会］ 

①空手道部 

 南九州インターハイ（沖縄県） 

  男子団体組手２回戦 0-5 福岡真颯館 

  男子個人組手３回戦 山方 2-5 菅谷（東洋大牛久） 

  男子個人形１回戦  髙橋、福田 
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［中央新人］ 

①サッカー部 

  男鹿工 0-1 秋田西 

  男鹿工 0-8 明桜 

  男鹿工 2-1 高専  グループ３位 

  男鹿工 0-4 秋田南 第８代表決定戦 

②ラグビー部 

  １回戦   男鹿工 7-75 秋田工 

  ３位決定戦 男鹿工 52-5 金足農→ 第３位 

③陸上競技部 

  砲丸投 ４位 佐藤 

  円盤投 ４位 佐藤 

  円盤投 ８位 伊藤 

④ソフトテニス部 

  団体戦１回戦 男鹿工 3-0 秋田工 

     ２回戦 男鹿工 1-2 秋田 

     全県出場決定戦 0-2 秋田南  

  個人戦１回戦 敦賀・加藤 3-4   

     １回戦 三浦・江畠 4-1   

     ２回戦 三浦・江畠 0-4   

     ２回戦 永田・船木 4-3   

     ３回戦 永田・船木 0-4   

⑤空手道部 

   男子団体組手 １位   男子団体形 １位 

   女子団体組手 ２位   女子団体形 ２位 

   男子個人組手 軽量級 ２位 三浦 

          中量級 １位 加藤 

          重量級 １位 髙橋 

   女子個人組手 軽量級 ３位 杉本 

          中量級 ３位 安田  ３位 佐々木 

          重量級 ２位 佐藤 

   男子個人形  １位 髙橋  ３位 伊藤 

⑥剣道競技 

   個人戦２回戦敗退 伊藤 対秋田商  
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［全県新人］ 

①陸上競技部 

  砲丸投 ６位 佐藤  円盤投 ８位 佐藤 

②ソフトテニス部 

  男子団体戦１回戦 男鹿工 0-3 能代松陽 

  男子個人戦２回戦 永田・船木 0-4   

③ラグビー部 

  準決勝   男鹿工  5-31 秋田中央 

  順位決定戦 男鹿工 44-17 金足農業→ 第３位 東北新人大会出場 

④サッカー部 

  １回戦 男鹿工 0-3 明桜 

⑤空手道部 

  男子団体形  １位→ 東北新人大会出場 

  男子団体組手 ３位 

  女子団体形  ３位 

  男子個人形  １位  髙橋→    東北新人大会出場 

  男子個人組手 重量級 １位 髙橋→ 東北新人大会出場 

         中量級 ２位 加藤→ 東北新人大会出場 

         軽量級 ２位 三浦→ 東北新人大会出場 

         中量級 ３位 伊藤   

         重量級 ３位 杉本 

  女子個人組手 重量級 ３位 佐藤  

⑥水泳競技 

  ５０ｍ・１００ｍ自由形出場 阿部  ２００ｍ自由形出場 舘岡 

  ４００ｍ自由形４位 舘岡→ 東北新人大会出場 

⑦剣道競技 

  男子個人２回戦 １本勝ち 伊藤、 同３回戦 延長１本負け 伊藤。 

 

［東北新人］ 

①ラグビー部   

  Ⅱ部 １回戦 男鹿工 71-12 山形南 

     準決勝 男鹿工 47-19 黒沢尻工業 

     決勝  男鹿工 35-35 盛岡工業（両校優勝）→ Ⅱ部優勝 
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②空手道部 

  男子団体 形 ２回戦敗退 対大船渡 

  男子個人 組手１回戦 軽量級 三浦温人Ｍ１  中量級 加藤秀陸Ｅ１ 

             重量級 髙橋颯太Ｆ２ 

  男子個人 形 ２回戦 髙橋颯太Ｆ２ 

③水泳競技 

  ４００ｍ自由形予選出場 舘岡 

 

［秋季］ 

①野球部 

 男鹿潟上南秋地区秋季リーグ戦 

  男鹿工 2-9  五城目  男鹿工 3-13 秋田西 

 秋季中央地区高等学校野球大会 

  ２回戦   男鹿工 1-11 秋田工 

  代表決定戦 男鹿工 0-7  秋田西 

②ラグビー部 

 第９９回全国高等学校ラグビーフットボール大会秋田県予選 

  １回戦 男鹿工 88-0 大館桂桜 

  ２回戦 男鹿工 0-74 秋田工業 

③サッカー部 

 第９８回全国高校サッカー選手権秋田県大会 

  １回戦 男鹿工 1-0 秋田高専 

  ２回戦 男鹿工 6-0 能代 

  ３回戦 男鹿工 1-2 秋田南 

④バスケットボール部 

 ウインターカップ２０１９ 

  ２回戦 男鹿工 63-43 国学館 

  ３回戦 男鹿工 47-128 大館桂桜 

 

［冬季］ 

①卓球部 

  秋田県総合卓球選手権大会（２部） 

   男子シングルス１回戦敗退 三浦、薄田。 ２回戦敗退 山打、齋藤。 

②剣道競技 

  秋田県高校学年別剣道大会 

   男子１回戦１本負け 伊藤咲弥Ｍ１ 対秋田西 
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 文化部  

①メカトロ部 

  ２０１９ワールドエコノムーブ鉛蓄電池部門ジュニアクラス本戦１２位 

  第１３回高校生エコカーレース本戦９位 

  第２６回秋田県高等学校工業クラブロボット競技大会予選１１位 

②囲碁将棋部 

  第５３回全国高等学校将棋選手権大会秋田県予選（第４７回秋田県高等学校将棋大会） 

   男子団体戦 男子Ａチーム 予選Ｅリーグ１勝２敗 

         男子Ｂチーム 決勝トーナメント進出  

   男子個人戦予選出場 伊藤、今野、杉本、花房 

   男子個人戦決勝トーナメント進出 小玉、米屋 

  第３２回全国高等学校将棋竜王戦秋田県大会 

   予選出場 花房、今野    

   決勝トーナメント進出 米屋、杉本 

決勝トーナメント １６位伊藤、５位小玉（竜王扇子獲得） 

③吹奏楽部 

  全日本吹奏楽コンクール第６１回秋田県中央地区大会 

   高等学校小編成の部 銅賞 

  第３２回中央地区ソロコンテスト 

   優良賞 伊東、優良賞 伊藤 

 

 ものづくり  

①電気電子科 

  高校生ものづくりコンテスト２０１９東北大会・電気工事部門 

   第２位 ３年 川原田 

   電気技術者試験センター特別賞受賞 

②機械科 

  高校生ものづくりコンテスト２０１９東北大会・自動車整備部門 

   第３位 ３年 高橋 

③機械科 

  高校生ものづくりコンテスト秋田県大会 旋盤部門 第７位 ３年 進藤 

④機械科 

  高校生ものづくりコンテスト秋田県大会 溶接部門 

   学校対抗 第６位 ３年 進藤、花房、小玉 
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⑤電気電子科 

  宇宙エレベータロボット競技会東北大会 

   リージョナル部門１位 

   グローバル部門 １位→ 全国大会出場 

   ３年 工藤・東海林・安田・小野       

  宇宙エレベータロボット競技会全国大会 

   ３年 工藤・東海林 

   ロボット競技部門出場 

   ポスターセッション 全国第２位 

⑥設備システム科 

  ジャパンマイコンカーラリー北東北地区大会 

   ３年 第４位 保坂→ 全国大会出場  

   第５位 柿崎、第６位 加藤、第７位 伊藤 

  ジャパンマイコンカーラリー２０２０出場 ３年 保坂 

⑦電気電子科 

  高校生ものづくりコンテスト秋田県大会 電気工事部門 

   第１位 電気電子科３年 朝倉→ 令和２年度の東北大会へ出場 

 


