
                            令和３年２月３日現在 

                            特別活動部 

 

令和２年度 運動部・文化部・ものづくり活動の記録 

 

 運動部  

 

［秋田県高等学校体育大会］ 

①空手道部 

  リーグ戦 男子団体組手 第３位    

  リーグ戦 女子団体組手 第４位 

②ラグビー部 

  １回戦   男鹿工業 7-24 秋田中央 

  ３位決定戦 男鹿工業 21-0 金足農業   

③サッカー部 

  １回戦 男鹿工業 1-1 PK5-4 本荘 

  ２回戦 男鹿工業 1-5 秋田南 

  敗者戦 男鹿工業 1-2 新屋 

④バスケットボール部 

  リーグ戦 男鹿工業 48-94 国学館  男鹿工業 42-78 秋田中央 

       男鹿工業 48-108 明桜   男鹿工業 45-65 五城目 

⑤ソフトテニス部 

  男子団体戦１回戦 男鹿工業 2-1 秋田工業 

       ２回戦 男鹿工業 0-3 金足農業 

  男子個人戦１回戦 江畠・加藤 2-4   

       １回戦 菅原・萩原 3-4   

       １回戦 永田・秋山 2-4          

       １回戦 齋藤・佐藤 4-3 

       ２回戦 齋藤・佐藤 3-4 

⑥陸上競技部 

  円盤投げ、砲丸投げ、１００ｍ、２００ｍ、４００ｍ、８００ｍ、 

  ハードル、リレー、幅跳び、高跳び、やり投の種目へ出場。 

⑦水泳競技 

  ２００ｍ自由形 第６位 舘岡、４００ｍ自由形 第３位 舘岡  

⑧少林寺拳法競技 

  男子単独演武 第３位 古仲 



［夏季］ 

①野球部 

  ２０２０秋田県高等学校野球大会 

  １回戦 男鹿工 2-12 秋田中央 

 

［中央支部新人大会］ 

①ラグビー部 

  １回戦   男鹿工業 0-32  秋田中央 

  ３位決定戦 男鹿工業 14-12 金足農業 

②空手道部 

  男子団体組手 ２位  女子団体組手 １位 

  男子団体形  ２位  女子団体形  １位 

  男子個人組手－６１ｋｇ級 ２位 三浦 

        －６８ｋｇ級 １位 加藤 

        －７６ｋｇ級 ２位 田中 

        ＋７６ｋｇ級 ２位 杉本 

  女子個人組手－４８ｋｇ級 ２位 加藤 

               ３位 佐々木 

        －５３ｋｇ級 １位 安田 

               ３位 籾山 

        ＋５９ｋｇ級 １位 戸嶋 

  男子個人形 ３位 前野 

  女子個人形 １位 安田 

        ３位 佐々木、３位 籾山 

③陸上競技部 

  男子円盤投げ 第１位 佐藤 

  男子砲丸投げ 第１位 佐藤 

④サッカー部 

  リーグ戦 男鹿工業 0-2 本荘 

       男鹿工業 0-3 新屋 

  全県大会出場決定戦 男鹿工業 2-0 秋田 

⑤ソフトテニス部 

  男子団体戦 １回戦    男鹿工業 1-2 秋田工業 

  全県新人出場決定リーグ戦 男鹿工業 1-2 秋田西 

  男子個人戦 １回戦 秋山・柏木 0-4 

        １回戦 菅原・佐藤 0-4 



１回戦 齊藤・荻原 4-0 

        ２回戦 齊藤・荻原 0-4 

２回戦 江畠・加藤 4-3 

        ３回戦 江畠・加藤 1-4 

  全県新人出場決定戦 齊藤・荻原 3-4 

⑥バスケットボール部 

  １次予選Ａブロック 男鹿工業 42-96 由利工業 

  ２次予選Ⅰブロック 男鹿工業 57-118 秋田工業 

            男鹿工業 31-84 秋田 

⑦剣道競技 

  ２年 伊藤 

  個人戦 １回戦 一本勝ち、 ２回戦 二本勝ち、 ３回戦 一本負け 

 

［全県新人大会］ 

①ソフトテニス部 

  男子個人戦 ２回戦 江畠・加藤 1-4 

②サッカー部 

  １回戦 男鹿工業 0-5 秋田商業 

③陸上競技部 

  砲丸投 ５位 佐藤  円盤投 ２位 佐藤  東北新人大会出場 

④ラグビー部 

  準決勝   男鹿工業 12-19 秋田中央 

  ３位決定戦 男鹿工業  7-27 金足農業 

⑤空手道部 

  男子団体組手 ２位 東北選抜大会へ（１月 山形県天童市） 

女子団体組手 ３位   

  男子団体形  ３位   

女子団体形  ２位 東北選抜大会へ 

  男子個人組手-61kg級 ２位 三浦 東北選抜大会へ 

        -68kg級 ３位 加藤 

        -76kg級 ３位 田中 

        +76kg級 ２位 杉本 東北選抜大会へ 

  女子個人組手-48kg級 ３位 加藤 

        -53kg級 １位 安田 東北選抜大会へ 

        +53kg級 ３位 戸嶋 

  女子個人形  ３位 佐々木 東北選抜大会へ 



⑥剣道競技 

  １回戦 伊藤 一本負け 横手 

 

［東北新人大会］ 

①陸上競技部 

  円盤投出場 佐藤 

 

［東北選抜大会］ 

①空手道部 

  男子団体組手１回戦 3-2 南陽 

  男子団体組手２回戦 2-3 学法福島 

  男子団体組手第５代表決定戦 2-3 釜石 

  女子団体形 第１ラウンド敗退 

  男子個人組手-61kg 級 １回戦敗退 三浦 

  女子個人組手-53kg 級 ２回戦敗退 安田 

  女子個人形 第１ラウンド敗退 佐々木 

 

［秋季］ 

①ラグビー部 

  全国高校ラグビー秋田県予選 

   １回戦 男鹿工業 83-0  大館鳳鳴 

   ２回戦 男鹿工業 33-27 秋田中央 

   ３回戦 男鹿工業 0-102 秋田工業  準優勝により東北第７代表決定戦へ出場 

②ラグビー部 

オータムブロックチャレンジトーナメント（東北第７代表決定戦） 

   準決勝 男鹿工業 36-14 青森北 

   決勝  男鹿工業 14-31 黒沢尻北 

③全国高校サッカー秋田県大会 

   １回戦 男鹿工業 10-1 能代 

   ２回戦 男鹿工業 0-8  明桜 

④野球部 

  秋季中央地区大会 

   本戦１回戦 男鹿工業 0-3  明桜 

   代表決定戦 男鹿工業 9-10 西目 

 

 



⑤バスケットボール部 

  ウインターカップ２０２０ 

   ２回戦 男鹿工業 48-89 花輪 

⑥卓球部 

  秋田県卓球選手権兼全日本ジュニア予選 

   男子シングルス １回戦敗退 齋藤 

３回戦進出 薄田 

⑦ソフトテニス部 

  中央支部インドア強化選手権大会 

   リーグ戦第１試合 男鹿工業 2-1 本荘 

       第２試合 男鹿工業 1-2 御所野・秋田中央 

       第３試合 男鹿工業 0-3 金足農業 

 

 

 

 文化部  

①メカトロ部 

  第 14 回高校生エコカーレース ４位 

  第 27 回工業クラブロボット競技 １１位 

②吹奏楽部 

  第 33 回秋田県中央地区ソロコンテスト 

  優良賞 畠山 

 

 ものづくり  

①機械科 

  高校生ものづくりコンテスト旋盤部門秋田県大会 ８位 渋谷 

②設備システム科 

  マイコンカーラリー北東北地区大会ＢａｓｉｃＣｌａｓｓ 

   準優勝 佐藤、４位 舘岡 

 


