
文芸部
第３７回秋田県高等学校文芸コンクール

審査日：令和元年8月30日（金） 表彰日：令和元年11月20日（水）

小説部門 佳作：佐藤那奈

詩部門 佳作：大森開登，櫻庭小夏　

文芸部誌部門 第二席：寸緑第77号

第７回秋田県高等学校小倉百人一首かるた競技大会（4月27日，於北秋田市民交流センター）

団体戦 優勝

個人戦 優勝 石井華瑛

準優勝 丸岡初香

四位 阿部未来

五位 佐藤　萌

小倉百人一首競技かるた第41回全国高等学校選手権大会（於 滋賀県大津市近江神宮）

団体戦 一回戦　対長野高校　　３－２

二回戦　対東京農大二高　０－５

第43回全国高等学校総合文化祭（佐賀大会）

小倉百人一首かるた部門

秋田県チーム（8名）に鳳鳴から2年生5名選出（3年生出場辞退）

丸岡初香，阿部未歩，佐藤萌，畠山恭介，米村涼香

予選リーグ　対宮城県　３－２，対愛知県　３－２，対大分県　１－４

予選リーグ敗退（2勝1敗でリーグ2位）

第7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12日，於北秋田市民交流センター）

個人戦 優勝 丸岡初香

準優勝 阿部未歩

六位 佐藤萌

化学部
平成31年度（財）齋藤憲三・山﨑貞一顕彰会研究助成認定

　研究課題：「抗菌活性物質の化学　
～乳酸菌に対する抗菌作用物質とその化学構造～」

　期日：平成31年5月応募（書類）

　成績：助成認定

　対象生徒： 鎌田　桃子

第4３回全国高等学校総合文化祭　－佐賀大会－

　期日：令和元年７月27日(土)～29日(月)

　会場：佐賀大学本庄キャンパス

　成績：口頭発表

　発表者： 木村　彩乃

豊田　諒輝

　タイトル： 二ツ井産天然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

2019年度化学教育研究協議会東北大会

　期日：2019年9月22日（日) 9:00～9:45（ポスター発表）

　会場：山形大学小白川キャンパス

　成績：ポスター発表

　タイトル： 乳酸菌を用いた抗菌活性物質の化学的評価

　発表者： 鎌田　桃子

（１年生4名もエントリー・発表補助）

第５４回秋田県小･中･高等学校児童･生徒理科研究発表大会

　期日：令和元年１１月１６日（土）

　場所：秋田大学

　研究題：「乳酸菌を用いた抗菌活性物質の化学的評価」

　発表者： 鎌田　桃子

　成績：齋藤憲三・山﨑貞一賞　

研究題：「
コハゼの化学成分について
」

　成績：齋藤憲三・山﨑貞一賞　［2020年度全国高総文祭自然科学部門推薦］　

　発表者： 加藤　修道

塚本　彬紗

安部　宏政

　 市川　楓子

鎌田　桃子



生物部
The Crustacean Society Mid-Year Meeting 2019

　研究題： Knowledges of natural history and conservation of the Japanese endangered

freshwater crayfish Cambaroides japonicus  (Decapoda: Cambaroidea)
in Odae City, Akita Prefecture, Japan

　期日： 令和元年5月28日(火)

　場所： The Chinese University of Hong Kong（香港）

　発表者： 河田　健登

平成31年度(財)中谷医工計測技術振興財団科学教育振興助成

　研究課題：  ニホンザリガニの飼育，繁殖方法の研究

　成績： 助成認定

　対象者： 佐藤　夢依

佐藤　基熙

河田　健登

小畑　真冴勝

櫻田　壮

平成31年度（財）齋藤憲三・山﨑貞一顕彰会研究助成

　研究課題： ニホンザリガニの新生息地発見に向けた調査，及び市民の関心を高める取り組み

　成績： 助成認定

　対象者： 佐藤　夢依

佐藤　基熙

河田　健登

小畑　真冴勝

櫻田　壮

美術部
第５２回秋田県高等学校総合美術展　美術工芸部門

期日：11月８日（金）～12日（火）

会場：秋田市アトリオン

成績：絵画部門　推奨 ３C 阿部　千聖

演劇部
令和元年度県北地区高校演劇コンクール

　期日：令和元年１０月１２日（土）～１０月１３日（日）

　場所：北秋田市文化会館

　成績：最優秀賞　  作品名　「『ミカタ』」

　　　　　（日景　歩美　　作）

第５０回秋田県高校演劇発表会

　期日：令和元年１１月３０日（土）～１２月１日（日）

　場所：横手市民会館

　成績：優秀賞　  作品名　「『ミカタ』」

　　　　　（日景　歩美　　作）

写真部
第39回秋田県高等学校写真連盟展　　

　期日：令和元年6月7日（金）～10日（月）

　会場：秋田県立美術館

　成績： ・個人の部 推奨 菅原 瑛寛，福嶋 洸洋

入選 堺谷 杏里，大塚 元，工藤 日菜

佳作 小畑 一輝，加賀谷 愛依，畠山 あかり，戸澤 伊吹

工藤 彩奈，橋本 裕佳子，八木橋 歩花，安部 宏政

　期日：令和元年7月28日（日）～7月30日（火）

　写真部門出品　　3Ａ　菅原 瑛寛

第34回秋田県高等学校文化連盟写真部会県北支部展　

 期日：令和元年9月6（金）～9日（月）

 会場：イオン能代店

 成績： 個人 入  選 津谷 智子，岩澤 力，木村 友香

第52回秋田県高等学校総合美術展写真部門

　期日：令和元年11月28日（木）～30日（土）

　会場：アトリオン

　成績： 個人 特賞 能島青花

推奨 戸澤伊吹，中村碧，橋本裕佳子，安部宏政

岩澤力，齋藤彩佳，杉澤美羽

第４３回全国高等学校総合文化祭　―佐賀大会―



囲碁・将棋部
第４７回秋田県高等学校将棋大会　

　期日： 令和元年5月10日（土），11日（日）
　会場： さきがけホール（秋田魁新報社内）
　成績： 男子団体戦 準優勝 大館鳳鳴Ａ

男子個人戦 第３位 畠山隆明

ベスト８ 堀部瑞穂

第３２回全国高等学校将棋竜王戦秋田県大会
　期日： 令和元年6月23日(日)
　会場： サンライフ秋田
　成績： 男子個人戦　準優勝　　堀部瑞穂　　　　　

第２５回秋田県高等学校将棋新人大会

期日： 令和元年11月３日（日）
会場： サンライフ秋田
成績： 男子個人戦　４位　　堀部瑞穂　　東北大会出場

第２０回東北地区高等学校将棋新人大会

期日： 令和元年12月20日（金），21日（土）
会場： アイーナ　いわて県民情報交流センター（盛岡市）
成績： 男子個人戦　21位　堀部瑞穂　（出場選手32人）　　　　

新聞部
第２4回秋田県高等学校新聞コンクール

奨励賞 大館鳳鳴高校新聞第２71号

　制作者：佐々木豊,藤野翔輝，阿部未歩，伊藤遥叶，米村涼香，今野遊世

　　　　　　花岡佑弥，関音花，山田聖，松坂和歩

放送部
第60回秋田県高等学校放送コンテスト　兼

第66回NHK杯全国高校放送コンテスト秋田県大会

　期日： 令和元年6月2日（日）・3日（月）

　会場： 能代市文化会館・中央公民館

　成績： アナウンス部門　優秀賞　阿部穂香　

　　　　　　 テレビドキュメント部門　入選　作品「秋田犬の郷里」　

　　　　 　　　　　　　　　　制作責任者：児玉幸斗

第66回NHK杯全国高校放送コンテスト

　期日： 令和元年7月22日（月）～25日（木）

　会場： 国立オリンピック記念青少年総合センター，NHKホール

　成績： アナウンス部門　準決勝　阿部穂香　

第40回秋田県高等学校放送コンクール

　期日： 令和元年11月17日（日）・27日（水）

　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 阿部楓花　（東北大会出場）

ﾃﾚﾋﾞｷｬﾝﾍﾟｰﾝ部門 入選 作品名「輝く星空を守るために」

制作責任者：児玉幸斗

吹奏楽部
全日本吹奏楽コンクール第61回秋田県県北地区大会

期日：７月２１日（日）

会場：ほくしか鹿鳴ホール

成績：高等学校小編成の部　　金賞

全日本吹奏楽コンクール第61回秋田県大会

期日：８月１１日（日）

会場：秋田市文化会館

成績：高等学校小編成の部　　銀賞

全日本アンサンブルコンテスト第４２回秋田県県北地区大会

期日：１２月２２日（日）

会場：北秋田市文化会館

成績：木管６重奏　　金賞　　　　金管６重奏　　銀賞

全日本アンサンブルコンテスト第４２回秋田県大会

期日：１月１９日（日）

会場：秋田市文化会館

成績：木管６重奏　　銅賞　　　　



書道部
令和元年度　第３７回全県席書大会

　成績： 一等 珠井宗瑠 岩舘実音 伊藤遥叶 佐藤ゆりあ

阿部未歩 柴田かえで

二等 遠藤結愛 諏訪由珠 岩澤千歳

三等 富樫絢乃 佐々木未来

令和元年度　秋田県高等学校総合美術展（書道部門）

　成績： 推奨 岩舘実音

入選 佐々木未来 諏訪由珠 柴田かえで 岩澤千歳 珠井宗瑠

遠藤結愛 富樫絢乃 伊藤遥叶 佐藤ゆりあ 阿部未歩

クッキング同好会
令和元年度　牛乳・乳製品利用料理コンクール　秋田県大会

　期日：１０月５日（土）

　会場：秋田市　（公財）秋田県学校給食会

　成績：優良賞　『クリーミーがっこたんぽトリオ』　2年奈良歩佳

　　　　　優良賞『風味豊かなみそパイといただく，枝豆のポタージュスープ』　2年能島青花

　成績：優秀賞　『　あきたのイチ押し！ふるさと寿司　』　１年　菅原愛唯　，　奈良汐理

　　　　　優良賞　『あきたローフ　』　１年　小塚香奈　，　佐々木美柚

令和元年度高校生おいしく減塩・野菜もとれるレシピコンクール

　期日：令和２年１月２５日（土）

　会場：秋田市　（公財）秋田県学校給食会

　成績：最優秀賞　『うまみたっぷり和風ハンバーグセット』　2年　阿部沙希乃

令和元年度高校生商品開発コンテスト決勝大会

　期日：１１月１０日（日）

　会場：秋田市　秋田県立秋田工業高等学校


