文化部
文芸部
第36回秋田県高等学校文芸コンクール
審査日：平成30年8月30日（木） 表彰日：平成30年11月23日（金）
小説部門
佳作：３Ｂ近藤優一、２Ｂ大森開登
短歌部門
第二席：２Ｂ大森開登
詩部門
佳作：１Ａ櫻庭小夏
文芸部誌部門 第二席：寸緑第76号
第6回秋田県高等学校小倉百人一首かるた競技大会（4月29日、於北秋田市民交流センター）
団体戦
個人戦

優勝

小田嶋洋輔、海沼凜、阿部果南、阿部未来
高橋綺音、石井華瑛、吉田紗綾、佐藤萌
優勝 ３Ｃ小田嶋洋輔
準優勝 ２Ｈ石井華瑛
四位 ３Ｃ阿部未来
五位 ３Ｃ海沼凜
六位 ３Ｈ阿部果南

第6回秋田県高等学校小倉百人一首かるた新人競技大会（10月8日、於北秋田市民交流センター）
個人戦

優勝 ２Ｈ石井華瑛
準優勝 １Ｂ丸岡初香
三位 １Ｅ米村涼香
四位 １Ａ佐藤萌
六位 ２Ａ吉田紗綾

第25回東北北海道小倉百人一首かるた新人大会（11月17日、於福島県立安積黎明高校）
個人戦

Ｃ級3位 ２Ｈ 石井華瑛

化学部
平成30年度（財）齋藤憲三・山﨑貞一顕彰会研究助成認定
研究課題：「ゼオライト触媒を用いたポリ乳酸と乳酸エステルの合成」
期日：平成30年5月10日（木）必着による応募（書類）
成績：助成認定
対象生徒：
赤坂 健仁
田畑 南実
木村 泰斗
長内 温大
木村 彩乃
豊田 諒輝
第42回全国高等学校総合文化祭
期日：平成30年8月7日(火)～8月9日(木)
会場：諏訪東京理科大学
成績：口頭発表
発表生徒：
佐藤舜
西根大樹
タイトル：天然ゼオライト触媒を用いた４－メチルウンベリフェロンの合成

第５3回秋田県小･中･高等学校児童･生徒理科研究発表大会
研究題：「ゼオライト触媒を用いたポリ乳酸と乳酸エステルの合成」
期日：平成30年１１月23日（金）
場所：秋田大学
成績：齋藤憲三・山﨑貞一賞
［2019年度全国高総文祭自然科学部門推薦］
発表者： 赤坂 健仁
田畑 南実
木村 泰斗
長内 温大
木村 彩乃
豊田 諒輝

生物部
第５3回秋田県小･中･高等学校児童･生徒理科研究発表大会
研究題：「ニホンザリガニの飼育に適した環境の構築」
期日：平成30年１１月23日（金）
場所：秋田大学
成績：齋藤憲三・山﨑貞一賞
発表者： 浅利 瑠花
近藤 春樹
河田 健登
畠山 恭介
石川 結万

美術部
平成３０年度
第51回秋田県高等学校総合美術展 美術工芸部門
期日：11月2日（金）～6日（火）
会場：秋田市アトリオン
成績：絵画部門 推奨 芳賀 彩日

演劇部
平成３０年度県北地区高校演劇コンクール
期日：平成３０年１０月６日（土）～１０月７日（日）
場所：北秋田市文化会館
成績：最優秀賞
作品名 「青春トゥインクル」
（あいりんとゆかいな仲間たち

作）

第４９回秋田県高校演劇発表会
期日：平成３０年１１月１０日（金）～１１月１１日（土）
場所：秋田県児童会館
成績：最優秀賞
作品名 「青春トゥインクル」
（渡邊 愛理 作）
成績：創作脚本賞
渡邊 愛理
第５１回東北地区高等学校演劇発表会
期日：平成３０年１２月２１日（金）～１２月２３日（日）
場所：秋田市文化会館
成績：優秀賞
作品名 「青春トゥインクル」
（渡邊 愛理 作）

写真部
第38回秋田県高等学校写真連盟展
期日：平成30年6月8日（金）～11日（月）
会場：にぎわい交流館ＡＵ、秋田県立美術館
成績： ・個人
入選 菅原 瑛寛、福嶋 洸洋、細田 ほのか
佳作 小林 敦也、大塚 元、中村 碧
第４２回全国高等学校総合文化祭 ―長野大会―
期日：平成30年8月7日（火）～8月10日（金）
会場：長野県安曇野市(式典・展示) 松本市街(撮影会)
写真部門出品 麦倉 美子
第33回秋田県高等学校文化連盟写真部会県北支部展
期日：平成30年9月7日（金）～10日（月）
会場：北秋田市文化会館
成績：
・団体（学校対抗） ： 第２位
・個人
準特選 堺谷 杏里
入 選 加賀谷 愛依
菅原 瑛寛 畠山 あかり 福嶋 洸洋
荒川 みか 加賀 美咲 戸澤 伊吹 能島 青花
第51回秋田県高等学校総合美術展写真部門
期日：平成30年11月26日（月）～29日（木）
会場：秋田市文化会館
成績： ・個人 特賞 菅原瑛寛
推奨 小畑一輝、福嶋洸洋、細田ほのか、堺谷杏里、麦倉美子
荒川みか、大塚元、成田ちひろ、戸澤伊吹、中村碧

囲碁・将棋部
第４６回秋田県高等学校将棋大会
期日：
平成30年5月11日（土）、12日（日）
会場：
ジョイナス（秋田県民会館）
成績：
男子個人戦 ベスト８位 阿部創平
第３１回全国高等学校将棋竜王戦秋田県大会
期日：
平成30年6月24日(日)
会場：
サンライフ秋田
成績：
男子個人戦 ベスト８位 畠山隆明
第２４回秋田県高等学校将棋新人大会
期日：
平成30年11月３日（土）
会場：
サンライフ秋田
成績：
男子ｊ個人戦 ベスト６位 畠山隆明

東北大会出場

新聞部
第２３回秋田県高校新聞コンクール
奨励賞
大館鳳鳴高校新聞第２６７号
制作者：藤野翔輝（１Ｄ）、阿部未歩（１Ｅ）、伊藤遥叶（同）、米村涼香（同）、
今野遊世（１Ｇ）、岩舘実音（同）、佐々木豊（同）花岡佑弥（同）
関音花（同）、山田聖（同）

放送部
第59回秋田県高等学校放送コンテスト 兼
第65回NHK杯全国高校放送コンテスト秋田県大会

期日：
会場：
成績：

平成30年6月6日（水）・7日（木）
秋田市文化会館
テレビドキュメント部門 優秀賞 作品「桜歌爛漫」
制作責任者：佐藤遥香・成田飛来
創作テレビドラマ部門 優秀賞 作品「Dear brother」
制作責任者：大森開登
高文連杯 銅賞

第65回NHK杯全国高校放送コンテスト
期日： 平成30年7月23日（月）～26日（木）
会場： 23日～26日 国立オリンピック記念青少年総合センター 26日 NHKホール
成績： 校内放送活動研究集会Ⅳ テレビドキュメント部門 作品「桜歌爛漫」 出場
制作責任者：佐藤遥香・成田飛来
第39回秋田県高等学校放送コンクール
期日： 平成30年11月18日（日）・22日（木）
会場： 大仙市大曲市民会館小ホール、大仙市大曲交流センター
成績： アナウンス部門
入選
阿部穂香 （東北大会出場）
ｵｰﾃﾞｨｵﾋﾟｸﾁｬｰ部門
入選
作品名「過去から未来へ」
制作責任者：藤井亮英
ﾋﾞﾃﾞｵﾒｯｾｰｼﾞ部門
入選
作品名「又鬼ノ灯」
制作責任者：大森開登
ﾃﾚﾋﾞｷｬﾝﾍﾟｰﾝ部門
入選
作品名「Don't stop」 （東北大会出場）
制作責任者：阿部穂香

NPO法人映画甲子園主催
高校生のための eiga worldcup 2018
期日： 平成30年11月23日（金）
会場： 東京工芸大学・中野キャンパス
成績： 地域部門
入選
自由部門

入選
優秀監督賞
最優秀音楽賞

作品名「DREAM」
制作責任者：阿部穂香
作品名「プールの青の話をしよう」
制作責任者：大森開登
作品名「プールの青の話をしよう」
制作責任者：大森開登
作品名「プールの青の話をしよう」
制作責任者：大森開登

吹奏楽部
全日本吹奏楽コンクール第６０回秋田県県北地区大会
期日：平成３０年７月８日（日）
会場：能代市文化会館
成績：高等学校の部 金賞
全日本吹奏楽コンクール第６０回秋田県大会
期日：平成３０年７月２８日（土）
会場：能代市文化会館
成績：高等学校の部
全日本アンサンブルコンテスト第41回秋田県大会県北地区大会
期日：平成30年12月23日（日）
会場：北秋田市文化会館
成績：

全日本アンサンブルコンテスト第41回秋田県大会
期日：平成31年1月27日（日）
会場：能代市文化会館
成績：

書道部
第３６回全県高校席書大会
期日：平成３０年８月８日（水）～１０日（金）
会場：秋田北高等学校・アトリオン
成績：一等 阿部未歩 伊藤遥叶 岩舘実音 近藤幸菜 安達彩喜
二等 遠藤結愛 珠井宗瑠 佐藤ゆりあ 佐藤有里 高瀬優奈 皆川倫之介 滝口万紀子
三等 富樫絢乃 髙谷芽依
第５１回秋田県高等学校総合美術展書道部門
期日：平成３０年１０月２９日（月）～１１月１日（木）
会場：アトリオン
成績：推奨 近藤幸菜 皆川倫之介 佐藤ゆりあ

クッキング同好会
平成30年度高校生商品開発コンテスト決勝大会
期日：１１月１０日（土）
会場：秋田市 秋田県立秋田工業高等学校
成績：最優秀賞 １年 奈良 歩佳
優秀賞 ２年小笠原 侑実，１年佐藤 基煕
優良賞 １年 阿部 沙希乃，能島 青花

