運動部
陸上競技部
第63回県北高等学校総合体育大会陸上競技大会
期日：5月9日（木）～1２日（日）
会場：大館市 長根山陸上競技場
成績： 〈男子〉
２００ｍ 5位 山本 航
４００ｍ 6位 木村 和宏
８００ｍ 4位 木村 和宏
棒高跳 4位 山本 峻
走幅跳 2位 藤田 卓実
〈女子〉
女子総合 ５位
トラック総合 ４位
フィールド総合 ５位
１００ｍ 6位 浅井 咲来
２００ｍ 4位 浅井 咲来
３０００m ５位 田山 藍美
１００ｍＨ 5位 工藤 理映子
４００ｍＨ 2位 永瀬 あい
４００ｍＨ 3位 工藤 理映子
４×１００ｍＲ ４位
４×４００ｍＲ ４位
走高跳 ４位 中澤 美奈
やり投 ４位 寺田 美生
やり投 ６位 長崎 杏奈
七種競技 ３位 中澤 美奈
第65回秋田県高等学校総合体育大会陸上競技大会
期日：5月24日（金）～2７日（月）
会場：秋田市 秋田県立中央公園総合運動場陸上競技場
成績： 〈男子〉
走幅跳 ２位 藤田 卓実 （東北大会出場決定）

ラグビー部
第6３回秋田県高等学校体育連盟県北支部総合体育大会 ラグビーフットボール競技
期日：5月１２日（日）
会場：大館鳳鳴高校グラウンド
成績： 優勝
大館鳳鳴 ２６ － ２４ 能代工業・桂桜
第６５回秋田県高等学校体育連盟総合体育大会 ラグビー競技
期日：6月２日（土）～５日（火）
会場：あきぎんスタジアム、スペースプロジェクト・ドリームフィールド
成績： １回戦
大館鳳鳴 ０ － １１６ 秋田工業
野球部
平成31年度春季県北地区高等学校野球大会
期日：5月3日（金）～12日（日）
会場：山田久志サブマリンスタジアム、田代球場
２回戦
大館鳳鳴
敗者復活2回戦 大館鳳鳴
敗者復活3回戦 大館鳳鳴

１ 対 ５ 能代松陽
７ 対 １ 大館桂桜
１ 対 ２ 能代工業

男子ソフトテニス部
第6３回県北高等学校総合体育大会ソフトテニス競技
期日：5月10日（金）～12日（日）
会場：大館市 高館公園テニスコート
成績：団体 4位
予選リーグ
大館鳳鳴 ３ 対 0 大館桂桜
大館鳳鳴 １ 対 ２ 花輪
２位リーグ
大館鳳鳴 ３ 対 ０ 能代
大館鳳鳴 ３ 対 ０ 大館国際情報
個人戦

ベスト８

工藤・川又ペア

第65回全県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技
期日：6月1日（土）～3日（月）
会場：秋田市 中央公園テニスコート
成績：団体 ベスト16
１回戦
大館鳳鳴 ３ 対 ０ 雄物川
２回戦
大館鳳鳴 １ 対 ２ 平成
個人戦

3位

工藤・川又ペア

東北・インハイ出場

女子ソフトテニス部
第63回県北高等学校総合体育大会ソフトテニス競技
期日：5月10日（金）～12日（日）
会場：大館市 高館公園テニスコート
成績：団体 ６位
個人戦 ベスト１６
橋本彩香・佐々木彩香
佐藤羽寿・田村雪絵
敗者復活戦
谷地森詩音・小松美羽
初戦敗退
山谷巴誉・畠沢紫妃
団体戦

以上３ペアが全県出場

第６位
予選リーグ １勝１負（リーグ２位）
鳳鳴 ２－１ 花輪
鳳鳴 ０－３ 秋田北鷹
順位決定リーグ ２負（リーグ３位）
鳳鳴 ０－３ 能代
鳳鳴 １－２ 花輪

第65回全県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技
期日：5月31日（金）～6月3日（月）
会場：秋田市 中央公園テニスコート
個人戦 橋本彩香・佐々木彩香
１回戦 ４－１ 御所野学院
２回戦 １－４ 能代高校
佐藤羽寿・田村雪絵
１回戦 １－４ 秋田中央
谷地森詩音・小松美羽
１回戦 ０－４ 秋田和洋
団体戦

1回戦
大館鳳鳴 ０－３ 平成

男子バレーボール部
第６３回県北高等学校総合体育大会バレーボール競技
期日：5月10日（金）～12日（日）
会場：大館市 タクミアリーナ
成績： 第二位
予選リーグ
大館鳳鳴 ２ 対 ０ 大館桂桜
大館鳳鳴 ２ 対 ０ 十和田
決勝リーグ
大館鳳鳴 １ 対 ２ 秋田北鷹
大館鳳鳴 2 対 １ 国際情報
第65回秋田県高等学校総合体育大会バレーボール競技
期日：６月１日（土）～３日（月）
会場：CANアリーナ★あきた（秋田市立体育館）
成績： ベスト１６
２回戦
大館鳳鳴 １ 対 ２ 横手清陵

女子バレーボール部
第63回県北高等学校総合体育大会バレーボール競技
期日：5月10日（金）～12日（日）
会場：大館市 タクミアリーナ
成績： 第４位
予選リーグ
大館鳳鳴 ２ 対 ０ 国際情報
大館鳳鳴 ２ 対 １ 大館桂桜
大館鳳鳴 ０ 対 ２ 能代松陽
決勝リーグ
大館鳳鳴 １ 対 ２ 能代
大館鳳鳴 ０ 対 ２ 秋田北鷹
第65回秋田県高等学校総合体育大会バレーボール競技
期日：6月1日（土）～3日（月）
会場：秋田市 ＣＮＡアリーナ
成績： ２回戦進出
１回戦
大館鳳鳴 ２ 対 ０ 平成
２回戦
大館鳳鳴 ０ 対 ２ 秋田北
水泳部
2019年度秋田県選手権水泳競技大会競泳競技 兼
第70回秋田県民体育大会水泳競技
期日：5月25日（土）～26日（日）
会場：秋田市 県立総合プール
成績： 女子 800m自由形
髙清水 美紅
長谷部 胤心
男子 1500m自由形
女子 200mバタフライ 滝沢 光
長谷部 胤心
男子 200m自由形
殿村 龍平
男子 100m自由形
男子 100m自由形
長谷部 胤心
第63回県北地区高等学校総合体育大会水泳競技
期日：6月1日（土）
会場：北秋田市民プール
成績： 男子総合 ３位
女子総合 ２位
髙清水美紅
女子 200m自由形
髙清水美紅
女子 400m自由形
女子 50mバタフライ 滝沢光
女子 100mバタフライ 滝沢光
男子 200mバタフライ 長谷部胤心
長谷部胤心
男子 800m自由形

10'11"35
17'07"45
2'34"46
2'06"86
55"94
56"21

7位
優勝（選手権獲得者）
6位
8位
4位
5位

2'17"12
4'53"05
32"00
1'10"92
2'12"81
8'55"67

優勝
優勝
優勝
優勝
優勝
優勝

卓球部
第６３回秋田県高等学校体育連盟県北支部総合体育大会 卓球競技
期日：５月１０日（金）～１２日（日）
会場：大館市田代体育館（グリアス田代）
成績： 男子学校対抗
予選トーナメント ２回戦 大館鳳鳴 １ 対 ３ 能代
女子学校対抗 第3位
予選トーナメント
決勝リーグ

大館鳳鳴
大館鳳鳴
大館鳳鳴
大館鳳鳴

３
２
０
３

対
対
対
対

０
３
３
０

十和田
国際情報
能代松陽
大館桂桜

男子ダブルス

第3位
小笠原・平泉
全県出場 小笠原・平泉、髙橋・三澤、岡田・田中

女子ダブルス

第2位
木村・髙橋
全県出場 木村・髙橋、安保・佐藤

男子シングルス 全県出場 髙橋祥、三澤、平泉、小笠原、鬼川、田中
木村志乃
女子シングルス 第1位
全県出場 木村、髙橋、佐藤、安保

第65回秋田県高等学校総合体育大会卓球競技
期日：6月1日（土）～4日（火）
会場：由利本荘市 ナイスアリーナ
成績： 男子学校対抗 ベスト１６
２回戦
大館鳳鳴 ３ 対 ０ 湯沢
３回戦
大館鳳鳴 ０ 対 ３ 秋田商業
女子学校対抗 １回戦 敗退
１回戦
大館鳳鳴 １ 対 ３ 大曲農業
男子シングルス ベスト３２ 高橋 三澤
ベスト６４ 小笠原
女子シングルス ベスト１６ 木村
東北大会出場

男子バスケットボール部
第６３回県北高等学校総合体育大会バスケット競技
期日：５月１０日（金）～１２日（日）
会場：能代市 能代工業高校体育館
成績：第４位
予選Ｃブロック大館鳳鳴
８１ 対 ６６
大館鳳鳴
６３ 対 ４４
決勝リーグ進出決定戦
大館鳳鳴
決勝リーグ

大館鳳鳴
大館鳳鳴
大館鳳鳴

十和田
大館桂桜

９１

対

６４

花輪

７６
３４
７６

対
対
対

１０３
１１２
９７

能代
能代工業
能代西

第６５回秋田県高等学校総合体育大会バスケット競技
期日：６月１日（土）～４日（火）
会場：横手市 増田体育館，横手体育館，雄物川体育館
成績：２回戦敗退
１回戦
大館鳳鳴
９０ 対 ５３
西仙北
２回戦
大館鳳鳴
５４ 対 ８６
秋田工業
女子バスケットボール部
第63回県北地区高等学校総合体育大会バスケッボール競技
期日：5月10日（金）～12日（日）
会場：能代市 アリナス・能代工業高校体育館
成績： 第3位
予選リーグ
大館鳳鳴 ６１ 対 ５９ 能代松陽
大館鳳鳴 ７７ 対 ４２ 秋田北鷹
大館鳳鳴 ８６ 対 ５８ 十和田
決勝リーグ
大館鳳鳴 ６７ 対 ６３ 能代
大館鳳鳴 ３１ 対 ９８ 能代松陽
大館鳳鳴 ５８ 対 ７４ 大館桂桜
第６５回秋田県高等学校総合体育大会バスケット競技
期日：６月１日（土）～４日（火）
会場：横手市 増田体育館，横手体育館，雄物川体育館
成績：２回戦敗退
１回戦
大館鳳鳴 ９８ 対 ４７ 秋田高専
２回戦
大館鳳鳴 ６３ 対 ７９ 能代松陽

山岳部
第46回県北高等学校総合体育大会登山競技
期日：5月10日（金）～12日（日）
会場：森吉山域
成績：第２位 大館鳳鳴高校Ａパーティ（１４９．０点）２００点満点
第65回秋田県高等学校総合体育大会登山競技大会
期日：６月１日（土）～４日（火）
会場：鳥海山域
成績：第８位 大館鳳鳴高校Ａパーティ（１２８．０点）２００点満点
剣道部
第63回県北高等学校総合体育大会剣道競技
期日：5月10日（金）、11日（土）
会場：大館市 大館桂桜高等学校
成績： 男子団体 ５校リーグ（０勝４敗）
女子団体 ０－３能代 準優勝
第65回秋田県高等学校総合体育大会剣道競技
期日：6月1日（土）～4日（火）
会場：秋田県立武道館
成績： 男子団体 予選リーグ（０勝２敗）
女子団体 予選リーグ（０勝２敗）
柔道部
令和元年度 第63回県北高等学校総合体育大会 柔道競技
期日：5月11日（土）
会場：北秋田市 北林道場
男子団体 5校出場
1回戦：本校２－３秋田北鷹 敗者復活1回戦 本校２－３能代西
２敗（成績5位）
1位能代 2位大館桂桜 3位秋田北陽 〃能代西
男子個人60㎏級 1回戦 工藤 那央 ○合わせ技▲ 黒田 嵐（大館桂桜）
〃
準決勝
工藤 那央 ○GS技有り ▲ 森川尊（秋田北鷹）
〃
決勝
工藤 那央 ▲合わせ技○ 小山晴斗（能代）
男子個人60㎏級 1回戦 佐藤 龍誠 ○払腰▲北田 敦（大館桂桜）
〃
準決勝
佐藤 龍誠 ▲腕拉ぎ十字固○ 小山晴斗（能代）
〃
３位決定戦
佐藤 龍誠 ○棄権▲黒田 嵐（大館桂桜）
男子個人66㎏級 1回戦 畠山 哲多 ○背負投 ▲金野 海夢（能代西）
〃
準決勝
畠山 哲多 ▲合わせ技 ○本間 智也（大館桂桜）
〃
３位決定戦
畠山 哲多 ○合わせ技 ▲山内 拓海（大館桂桜）
男子個人73㎏級 １回戦 菅原 行長 ○内 股▲ 小野 優汰 （秋田北鷹）
〃
準決勝
菅原 行長 ▲背負い投げ ○髙橋 瑠生（能代）
〃
３位決定戦
菅原 行長 ○棄権 ▲佐藤 伍（大館桂桜）
令和元年度 第65回全県高等学校総合体育大会 柔道競技
期日：5月25日（土）～5月27日（月）
会場：秋田市 秋田県立武道館 大道場
男子団体 男子団体トーナメント２回戦
男子個人戦
60㎏級
60㎏級
60㎏級
66㎏級
73㎏級
73㎏級

1回戦
1回戦
2回戦
1回戦
2回戦
3回戦

鳳鳴▲０－５○大曲農業

工藤那央
佐藤龍誠
工藤那央
畠山哲多
菅原行長
菅原行長

○棄権 ▲栗田 伸佑（秋田商）
▲送り襟絞め ○小山晴斗（能代）
▲背負い投げ ○登藤大夢（金足農）
▲優勢○ 佐藤 駿（湯沢翔北）
○延長ＧＳ ▲ 小坂誠弥（大曲工）
▲背負い投げ ○ 能登谷 亮（秋田工）

男子サッカー部
第63回県北高等学校総合体育大会ｻｯｶｰ競技
期日：５月１０日（金）～１２日（日）
会場：二ツ山多目的運動公園
成績： ３位
１回戦
大館鳳鳴 １ 対 ０ 能代松陽
準決勝
大館鳳鳴 ０ 対 ０ 国際情報 PK（２－３）
３位決定戦
大館鳳鳴 ４ 対 ２ 秋田北鷹 （延長 ２ - ０ ）
第６５回秋田県高等学校総合体育大会サッカ－競技 兼
全国高等学校総合体育大会サッカ－競技県予選
期日：５月２５日（土）～２６日（日）
会場：西目カントリーパーク
成績： ベスト１６
１回戦
大館鳳鳴 １２ 対 ０ 大曲農業
２回戦
大館鳳鳴 ０ 対 ８ 秋田商業
第５回全日本ユース(U-18)フットサル選手権大会 秋田県大会
期日：５月１８日（土）～１９妃（日）
会場：美郷町体育館リリオス
成績：３位（東北大会出場）
１回戦
大館鳳鳴 ４ 対 ２ 秋田工業
準決勝
大館鳳鳴 ３ 対 ５ 国際情報
３位決定戦
大館鳳鳴 ４ 対 ０ 新屋
バドミントン部
第63回県北高等学校総合体育大会バドミントン競技
期日：5月10日（金）～12日（日）
会場：北秋田市 鷹巣体育館
成績： 男子学校対抗 第３位
男子ダブルス ベスト１２ 松橋・山内組
ベスト１２ 長崎・佐藤匠組
ベスト１６ 千葉・虻川組
男子シングルス ベスト１６ 佐藤匠真
ベスト１６ 長崎巧聖
令和元年度 第65回秋田県高等学校総合体育大会バドミントン競技
期日：6月１日（土）～４日（火）
会場：能代市総合体育館
成績： 男子学校対抗
１回戦
大館鳳鳴 ２ 対 ３ 仁賀保
女子学校対抗
１回戦
大館鳳鳴 ２ 対 ３ 仁賀保
男子ダブルス
ベスト３２ 松橋・山内組
２回戦進出 佐藤孝・富樫組
女子ダブルス
２回戦進出 畠山・髙橋組
男子シングルス
２回戦進出 佐藤孝奎
女子シングルス
２回戦進出 石川真生

硬式テニス部
令和元年度 秋田県高等学校体育連盟中央支部総合体育大会テニス競技
期日：5月1０日（金）～5月1２日（日）
会場：秋田市北野田公園テニスコート（男子）、秋田市八橋運動公園テニスコート（女子）
成績： 男子シングルス
３回戦進出
高橋拓己
２回戦進出
小舘直樹、滝口真斗、大橋優輝
男子ダブルス
準々決勝進出
小舘直樹・大橋優輝
ベスト８
２回戦進出
高橋拓己・滝口真斗、村尾直樹・髙橋涼介
女子シングルス
３回戦進出
安井陽菜 ベスト16
女子ダブルス
２回戦進出
安井陽菜・村上優花菜
令和元年度 第６５回秋田県高等学校総合体育大会テニス競技
期日：６月１日（土）～３日（月）
会場：秋田市北野田公園テニスコート（男子）、秋田市八橋運動公園テニスコート（女子）
成績： 男子シングルス
４回戦進出
小舘直樹 ベスト16
２回戦進出
滝口真斗、高橋拓己、栗山泰平
男子ダブルス
３回戦進出
小舘直樹・大橋優輝ベスト16
２回戦進出
村尾直樹・髙橋涼介、栗山泰平・乳井勇樹
女子シングルス
３回戦進出
安井陽菜 ベスト16
２回戦進出
村上優花菜、小野史佳、畠山紗佳
女子ダブルス
３回戦進出
安井陽菜、村上優花菜
ベスト8
女子サッカー部
第24回全日本女子フットサル選手権大会秋田県大会
期日：6月10日（土）
会場：美郷町総合体育館リリオス
成績： 予選リーグ
大館鳳鳴 １ 対 １ FDT （引き分け）
大館鳳鳴 ０ 対 ２ リベルテ神岡
予選不通過

