
陸上競技部
秋田県高等学校体育大会 陸上競技大会 県北支部大会

　期日：7月17日（金）～19日（日）

　会場：大館市　長根山陸上競技場

　成績： 〈男子〉

１５００ｍ　　　　３位　武田晋太朗

３０００ｍ障害　１位　武田翔唯

走高跳　　　 　３位　菅原夢大

走幅跳　　　　 ２位　菅原 夢大

〈女子〉

１００ｍH　　　　１位　工藤理映子

４×１００ｍR　　３位

やり投　　　　　２位　長崎  杏奈

第５８回県北高等学校新人陸上競技大会

　期日：8月2７日(木)～9月1日(火)

　会場：大館市　長根山陸上競技場

　成績： 〈男子〉

２００ｍ　３位　山本    航

４００ｍ　２位　日景  裕由

８００ｍ　１位　日景  裕由

１５００ｍ　２位　大信田  翼

１１０ｍH　２位　佐藤  直輝

１１０ｍH　３位　明石  龍樹

３０００ｍ障害　１位　武田  翔唯

４×１００ｍR　３位

４×４００ｍR　３位

男子総合　３位

男子トラック総合　１位

〈女子〉

１００ｍ　２位　渡邉  朱里

２００ｍ　３位　佐藤    杏

４００ｍ　２位　佐藤    杏

８００ｍ　３位　片岡 春薫

１００ｍH　１位　工藤理映子

１００ｍH　３位　阿部のぞみ

４００ｍH　２位　工藤理映子

棒高跳　３位　川口  栞音

やり投　１位　長崎  杏奈

やり投　３位　佐藤  彩美

混成７種　２位　佐藤  彩美

女子総合　２位

女子トラック総合　３位

女子混成総合　１位



第５９回秋田県高等学校新人陸上競技大会

　期日：9月6日（木）～9日（日）

　会場：大館市　長根山陸上競技場

　成績： 〈男子〉

２００ｍ　４位　山本    航

８００ｍ　５位　日景  裕由

１１０ｍH　２位　佐藤  直輝

〈女子〉

４００ｍ　４位　佐藤    杏

８００ｍ　３位　片岡 春薫

１００ｍH　２位　工藤理映子

４×１００ｍR　３位

混成７種　６位　佐藤  彩美

女子トラック総合　５位

女子混成総合　５位

ラグビー部
秋田県高等学校体育大会　ラグビー競技

　日　時：７月１８日（土）～１９日（日）

　場　所：秋田工業高校グランド

　成　績： 大館鳳鳴・桂桜　　７　－　１０　秋田・秋南・能工

第１００回全国高等学校ラグビーフットボール大会秋田県予選

　日　時：１０月９日（金）

　場　所：あきぎんスタジアム

　成　績：

令和２年度秋田県高等学校ラグビーフットボール新人大会

　日　時：１１月１４日（土）

　場　所：あきぎんスタジアム

　成　績：

野球部
第１０２回全国高等学校野球選手権秋田大会

　日　時：令和２年７月９日（木）・１２日（日）

　 　場　所：山田久志サブマリンスタジアム

　成　績：２回戦敗退

１回戦 大館鳳鳴　５　対　３　大館桂桜

2回戦 大館鳳鳴　３　対　４　大館国際

令和２年度秋季県北地区高等学校野球大会
　日　時：令和２年９月５日（土）・７日（月）・１０日（木）・１３日（日）

１回戦　　大館鳳鳴　　０　－　８３　男鹿工業

鳳鳴・桂桜・能工　１５　－　３３　秋田・秋田南



　場　所：山田久志サブマリンスタジアム

　成　績：代表決定戦勝利

１回戦 大館鳳鳴　９　対　２　大館桂桜（７回コールド）

２回戦 大館鳳鳴　４　対　５　秋田北鷹

代表決定２回戦 大館鳳鳴　９　対　６　大館国際

代表決定戦 大館鳳鳴　１３　対　３　花輪（５回コールド）

第７２回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会

 日　時：９月２０日(日)・９月２２日(火)

 場　所：こまちスタジアム

 成　績：ベスト８

１回戦 大館鳳鳴　１　対　０　秋田

２回戦 大館鳳鳴  １　対　２　湯沢翔北

１年生全県大会

　日　時：１１月８日（日）

　場　所：こまちスタジアム

　成　績：大曲工業と両校優勝

１回戦 大館鳳鳴　４　対　１　秋田

準決勝 大館鳳鳴　２　対　０　秋田南

男子ソフトテニス
秋田県高等学校体育大会ソフトテニス競技

 期日：７月１７日(金)～１９日(日)

 会場：能代市落合テニスコート

 成績： 個人戦　 ベスト１６　髙橋・小笠原優ペア

団体戦 １回戦敗退

第62回県北新人大会ソフトテニス競技

　期日：9月１１日（金）～１３日（日）

　会場：大館市　高館公園テニスコート

　成績： 個人戦 ベスト８　小笠原陸・小笠原元ペア

ベスト１６　富樫・小笠原優ペア

敗者復活戦　葛西・猪股ペア

敗者復活戦　竹田・古館ペア

敗者復活戦　田山・柳田ペア

団体戦 ４位

　予選リーグ ２勝

　２次リーグ １勝１敗

第４９回全県新人大会ソフトテニス競技

　期日：１０月３日（土）～４日（日）

　会場：大館市　高館公園テニスコート

　成績： 個人戦 ベスト３２　小笠原陸・小笠原元ペア



ベスト３２　富樫・小笠原優ペア

団体戦 ２回戦敗退

　１回戦 大館鳳鳴　２　対　０　秋田工

　２回戦 大館鳳鳴　０　対　２　大曲

令和２年度全県インドアソフトテニス競技

　期日：１２月２６日（土）～２７日（日）

　会場：由利本荘アリーナ

　成績： 個人戦 ベスト１６　小笠原陸・小笠原元ペア

団体戦 ベスト８

　１回戦 大館鳳鳴　２　対　１　秋田北

　２回戦 大館鳳鳴　１　対　２　大曲

女子ソフトテニス
秋田県高等学校体育大会ソフトテニス競技

 期日：７月１７日(金)～１９日(日)

 会場：能代市落合テニスコート

 成績： 個人戦 ベスト１６　北林・小山ペア

団体戦 １回戦敗退

第62回県北新人大会ソフトテニス競技

　期日：9月１１日（金）～１３日（日）

　会場：大館市　高館公園テニスコート

　成績： 個人戦 ベスト８　佐々木・小山ペア

敗者復活戦　北林・岩間ペア

団体戦 ５位

　学校対抗リーグ　２勝４敗

第４９回全県新人大会ソフトテニス競技

　期日：１０月３日（土）～４日（日）

　会場：大館市　高館公園テニスコート

　成績： 個人戦 ベスト３２　佐々木・小山ペア

団体戦 １回戦敗退

男子バレーボール
令和2年度秋田県高等学校体育大会バレーボール競技県北支部

　期日：7月18日（土）～19日（日）

　会場：タクミアリーナ

　成績：第2位

一回戦　大館鳳鳴　２　対　０　国際情報

二回戦　大館鳳鳴　２　対　１　大館桂桜

決勝戦　大館鳳鳴　１　対　２　秋田北鷹

第52回　県北地区高校新人バレーボール競技大会



　期日：11月20日（金）～22日（日）

　会場：大館市　田代体育館

　成績： 第2位

リーグ戦

大館鳳鳴　２　対　０　国際情報

大館鳳鳴　２　対　０　能　　　代

大館鳳鳴　２　対　０　花　　　輪

大館鳳鳴　２　対　０　大館桂桜

大館鳳鳴　０　対　２　秋田北鷹

令和２年度秋田県高等学校新人大会バレーボール競技

　期日：1月22日（金）～24日（日）

　会場：ナイスアリーナ

　成績：２回戦敗退

二回戦　大館鳳鳴　１　対　２　横手

女子バレーボール
令和2年度秋田県高等学校体育大会バレーボール競技県北支部

　期日：7月18日（土）～19日（日）

　会場：タクミアリーナ

　成績：第５位

決勝トーナメント

一回戦　大館鳳鳴　１　対　２　大館桂桜

５位決定戦

一回戦　大館鳳鳴　２　対　１　国際情報

二回戦　大館鳳鳴　２　対　０　花輪

第73回全日本バレーボール高等学校選手権大会秋田県予選

　期日：10月23日（金）～26日（月）

　会場：由利本荘市　ナイスアリーナ

　成績： １回戦敗退

１回戦 大館鳳鳴　０　対　２　秋田西

第52回　県北地区高校新人バレーボール競技大会

　期日：11月20日（金）～22日（日）

　会場：大館市　田代体育館

　成績： 第４位

リーグ戦

大館鳳鳴　０　対　２　能代松陽

大館鳳鳴　２　対　０　花輪

大館鳳鳴　０　対　２　大館桂桜

大館鳳鳴　０　対　２　秋田北鷹

大館鳳鳴　２　対　０　国際情報



令和２年度秋田県高等学校新人大会バレーボール競技

　期日：1月22日（金）～24日（日）

　会場：ナイスアリーナ

　成績： ２回戦進出

１回戦 大館鳳鳴　２　対　０　秋田西

２回戦 大館鳳鳴　０　対　２　角館

水泳
秋田県高等学校体育大会水泳競技大会（県北）

期日：7月24日（金）～25日（土）

会場：秋田県立総合プール

成績： 男子 50m自由形 荘司　凌煌（１年） 32"68 6位

男子 100m自由形 荘司　凌煌（１年） 1'13"63 8位

男子 400m自由形 長谷部胤心 4'25"57 優勝

男子 400m自由形 成田　真大 4'29"87 2位

男子 1500m自由形 成田　真大 17'13"05 優勝

男子 1500m自由形 長谷部胤心 18'26"83 2位

男子 100m背泳ぎ 岩澤　駿佑 1'12"16 2位

男子 100m平泳ぎ 児玉　陽紀 1'18"87 2位

男子 100m平泳ぎ 櫻田　一侍 1'22"65 5位

男子 200m平泳ぎ 児玉　陽紀 3'04"35 3位

男子 200m個人メドレー 岩澤　駿佑 2'36"82 2位

男子 200m個人メドレー 櫻田　一侍 2'46"54 3位

男子 400mリレー 長谷部・盛・児玉・成田 3位

男子 400mメドレーリレー 岩澤・児玉・長谷部・成田 3位

女子 200m自由形 滝沢　　光 2'18"91 優勝

女子 400m自由形 髙清水美紅 4'59"96 優勝

女子 800m自由形 髙清水美紅 10'29"67 優勝

女子 100mバタフライ 滝沢　　光 1'11"01 2位

令和２年度秋田県水泳（競泳）競技記録会（５０ｍ）

　期日：8月1日（土）～2日（日）

　会場：秋田県立総合プール

　成績： 男子 50m自由形 成田　真大 26"26 5位

男子 1500m自由形 成田　真大 17'06"33 3位

男子 1500m自由形 長谷部胤心 17'38"57 5位

男子 200m個人メドレー 長谷部胤心 2'19"48 4位

第52回秋田県高等学校新人水泳競技大会

　期日：9月26日（土）～27日（日）

　会場：秋田県立総合プール

　成績： 男子 400m自由形 成田　真大 4'14"38 3位

男子 1500m自由形 成田　真大 16'34"81 優勝



第28回東北高等学校新人水泳競技大会

　期日：10月24日（土）

　会場：セントラル宮城G21プール

　成績： 男子 400m自由形 成田　真大 4'09"12 6位

令和２年度秋田県水泳（競泳）競技記録会（２５ｍ）

　期日：12月12日（土）～13日（日）

　会場：秋田県立総合プール

　成績： 男子 100m自由形 成田　真大 53"96 4位

男子 400m自由形 成田　真大 4'10"85 5位
男子 1500m自由形 成田　真大 16'29"07 2位
男子 50m背泳ぎ 岩澤　駿佑 30"11 3位

男子 100m個人メドレー 岩澤　駿佑 1'08"57 4位

卓球
令和２年度 秋田県高等学校体育大会 卓球競技

　期日：７月２３日(木)～２４日(金)

　会場：大館市田代体育館（グリアス田代）

　成績： 男子シングルス 　準決勝（第３位） 内藤 万宙

　４回戦（ベスト１６） 浅利 圭吾

女子シングルス 　３回戦（ベスト１６） 田村 藍

第23回 県北新人体育大会卓球競技シード選手選考会　兼　県北高校教科卓球
競技会

　期日：８月１０日(月)～１１日(火)

　会場：大館市田代体育館（グリアス田代）

　成績： 男子シングルス 　　　内藤 万宙　　１位

　　　浅利 圭吾　　８位

　　　佐藤 晴基　１５位
　　　髙橋 瑞輝　２０位

　　　幸坂 卓真　２２位
女子シングルス 　　　佐藤 明依　　４位

　　　柾木 浩美　１１位

　　　荒道 冴香　１５位

　　　武田 麻美　１６位

　　　成田 青空　１８位
　　　齋藤 愛加　１９位

　　　田村 　藍　 ２８位

令和２年度 第62回秋田県高等学校体育連盟県北支部新人体育大会 卓球競技

　期日：１０月９日(金)～１１日(日)

　会場：大館市田代体育館（グリアス田代）

　成績： 男子団体 　２位
予選トーナメント



大館鳳鳴 対 花輪

３ － ０

決勝リーグ

大館鳳鳴 対 能代松陽

１ － ３

大館鳳鳴 対 大館桂桜

３ － １

大館鳳鳴 対 秋田北鷹

３ － ０

女子団体 　５位シード獲得

予選トーナメント

大館鳳鳴 対 能代

２ － ３

５位シード決定リーグ

大館鳳鳴 対 花輪
３ － ０

大館鳳鳴 対 国際情報

３ － １
大館鳳鳴 対 十和田

３ － １

男子シングルス 　準優勝 内藤 万宙

　２次予選ベスト４ 浅利 圭吾

女子シングルス 　ベスト８ 佐藤 明依

　２次予選ベスト４ 片岡 結花

　２次予選ベスト８ 田村 藍

　３次予選ベスト４ 成田 青空

 (別大会でのシード決定による繰り上がりのため、

　山本 莉緒　が全県出場権獲得）

令和２年度秋田県高等学校体育連盟新人体育大会卓球競技

　期日：１２月６日(日)～８日(火)

　会場：由利本荘市総合体育館
　成績： 男子団体 　予選トーナメント３回戦敗退

大館鳳鳴 対 本荘
３ － １
大館鳳鳴 対 本荘
０ － ３

女子団体 　予選トーナメント１回戦敗退

大館鳳鳴 対 横手城南
０ － ３

男子シングルス 　４回戦(ベスト16) 内藤 万宙

女子シングルス 　3回戦(ベスト32) 田村 藍

男子バスケットボール



第７３回全国高等学校バスケットボール選手権大会秋田県予選会

　期日：１０月３０日（金）～１１月３日（火）

　会場：横手市増田体育館，三郷総合体育館リリオス

　成績：３回戦敗退

２回戦 大館鳳鳴　　８３　対　　６４　金足農業

３回戦 大館鳳鳴　　４９　対　１１２　平成

第６２回秋田県県北地区高等学校新人バスケットボール大会

　期日：１１月２７日（金）～２９日（日）

　会場：二ツ井町総合体育館

　成績：決勝リーグ進出決定戦敗退

予選Ｄブロック 大館鳳鳴　　８６　対　５９　　秋田北鷹

大館鳳鳴　　６８　対　８４　　能代西

決勝リーグ進出決定戦

大館鳳鳴　　３９　対　１１５　能代工業

女子バスケットボール
第７３回全国高等学校バスケットボール選手権大会秋田県予選会

　期日：１０月３０日（金）～１１月３日（火）

　会場：：横手市増田体育館，湯沢市総合体育館

　成績：１回戦敗退

１回戦 大館鳳鳴　　３６　対　　９４　能代

第６２回秋田県県北地区高等学校新人バスケットボール大会

　期日：１１月２７日（金）～２９日（日）

　会場：能代山本スポーツリゾートセンター アリナス

　成績：予選敗退

予選ａブロック 大館鳳鳴　　５６　対　６８　　大館国際

大館鳳鳴　　５３　対　５８　　大館桂桜

山岳部
第４７回県北新人大会登山競技大会

　期日：９月１１日（金）～１３日（日）

　会場：田代岳山域

　成績：第１位　大館鳳鳴高校Cパーティ（１４６．０）２００点満点

　　　　：第２位　大館鳳鳴高校Aパーティ（１３９．０）２００点満点

第30回秋田県高等学校新人大会登山競技

　期日：１０月３１日（土）～１１月１日（日）

　会場：岩城少年自然の家

　成績

男子団体 第２位

個人総合 第４位 倉田陽啓



個人総合 第５位 川島颯人

個人総合 第６位 富樫泰斗

体力競技 第1位 川島颯人

体力競技 第２位 倉田陽啓

読図競技 第２位 川又直篤

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）

第63回県北高校新人剣道大会

　期日：10月12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）

第60回秋田県高等学校新人剣道大会

　期日：11月23日（土）、24日（日）

　会場：秋田県立体育館

　成績： 男子団体　予選リーグ（０勝２敗）

柔道部
令和2年度　秋田県高等学校体育大会　柔道競技　（岩沢は怪我により見学）

　期日：8月1日（土）

　会場：北秋田市　北林道場

　成績：男子個人60㎏級　優勝　佐藤　龍誠

1回戦（準決勝） ２B　佐藤　龍誠　○合わせ技▲佐藤　優成（秋田北鷹）

1回戦（決勝） ２B　佐藤　龍誠　○小外刈り▲小笠原　頼（大館桂桜）

令和2年度（第62回）県北高等学校新人柔道大会

　期日：10月24日（土）

　会場：北秋田市　北林道場

　成績： 男子個人60㎏級 1回戦敗退　岩沢　航汰

男子個人66㎏級 優勝　佐藤　龍誠



男子個人60㎏級　1回戦 １E　岩沢　航汰　▲合わせ技○北田　敦（大館桂桜）

男子個人66kg級　決勝（1回戦） ２B　佐藤　龍誠　○　優勢　▲小林　未來（能代）

第43回全国高等学校柔道選手権大会秋田県予選　兼　令和2年度秋田県高等学校新人柔道大会　

　期日：11月22日（日）～11月23日（月）

　会場：秋田市　秋田県立武道館

　成績： 男子個人60㎏級　1回戦敗退　岩沢　航汰

男子個人66㎏級　3位　佐藤　龍誠

男子個人60㎏級　1回戦 １E　岩沢　航汰　▲合わせ技○髙橋　忠侑（大曲工業）

男子個人66kg級　2回戦 ２B　佐藤　龍誠　○合わせ技▲高橋　澪（大曲農業）

　　〃　　　　　3回戦 ２B　佐藤　龍誠　○　優勢　▲齋藤　壮太（秋田）

　　〃　　　　　準決勝 ２B　佐藤　龍誠　▲合わせ技○長澤　直太郎（角館）

　　〃　　　　　3位決定戦 ２B　佐藤　龍誠　○　優勢　▲佐藤　日向（角館）

男子サッカー
県北高等学校体育大会サッカー競技

　期日：７月１８日（土）～１９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　１２　対　０　能代

準決勝 大館鳳鳴　１　対　３　国際情報

３位決定戦 大館鳳鳴　３　対　０　能代松陽

第62回県北新人サッカー大会

　期日：９月５日（土）～６日（日）

　会場：二ツ山多目的運動公園

　成績： 優勝

大館鳳鳴　２　対　０　大館桂桜

大館鳳鳴　２　対　１　国際情報

第99回全国高等学校サッカー選手権大会　秋田県大会

　期日：１０月３日（土）・１０日（土）・１２日（月）

　会場：秋田市雄和県立中央公園

　成績：ベスト８（２６年ぶり）

１回戦 大館鳳鳴　２　対　０　大館桂桜

２回戦 大館鳳鳴　１　対　０　由利工業

準々決勝 大館鳳鳴　０　対　１０　明桜

令和２年度秋田県高等学校新人サッカー大会

　期日：１０月３１日（土）

　会場：秋田商業高校

　成績：１回戦敗退

１回戦 大館鳳鳴　０　対　３　本荘



第２回東北U-18選抜フットサル大会

期日：１２月１９日（土）～９月９日（月）

会場：二ツ山多目的運動公園

成績：２位（総当たりリーグ戦の結果）

金子　天翔 小濱健太郎

白野　開史 杣　　愛智

（本校より４選手が選抜され出場）

バドミントン
令和２年度　秋田県高等学校体育大会バドミントン競技県北地区

　期日：7月25日（土）

　会場：北秋田市鷹巣体育館

　成績： 男子シングルス

ベスト１６　虻川真琉　佐藤夕翔　田山詩遠

女子シングルス

優勝　児玉愛華　　ベスト８　髙橋美遥　山田実歩

令和２年度　第52回県北地区高等学校新人体育大会に向けたシード選考会（シード選考会）

　期日：８月10日（月・祝）～11日（火）

　会場：北秋田市　鷹巣体育館

　成績： 男子Ⅰ部ダブルス　第3位　虻川・田山組　佐藤・佐々木組

女子Ⅰ部ダブルス　ベスト８　髙橋・児玉組

男子Ⅱ部ダブルス　優勝　久根木・齊藤組　　準優勝　鳴海・佐藤大組

第３位　戸田・長田組、佐藤由・佐藤悠組

女子Ⅱ部ダブルス　優勝　江帾・蒔苗組

男子Ⅰ部シングルス　第3位　佐藤夕翔　　ベスト８　虻川真琉

女子Ⅰ部シングルス　優勝　児玉愛華

男子Ⅱ部シングルス　優勝　久根木遥己　　準優勝　八代魁生

第3位　鳴海碧人、佐藤大地

令和2年度　第52回県北地区高等学校新人体育大会バドミントン競技

　期日：１０月９日（金）～１１日（日）

　会場：北秋田市　鷹巣体育館

　成績： 男子学校対抗　第２位　　女子学校対抗　第３位

Ⅰ部男子ダブルス　第3位 佐藤・佐々木組、第3位 木戸・吉田組

Ⅰ部女子ダブルス　第3位 児玉・髙橋組

Ⅱ部男子ダブルス　優勝 久根木・齊藤組、準優勝 佐藤・佐藤組、第3位 戸田・長田組

Ⅱ部女子ダブルス　第3位 蒔苗・江帾組、第3位 村田・畠山組

Ⅰ部男子シングルス　第3位 佐藤夕翔

Ⅰ部女子シングルス　優勝 児玉愛華

Ⅱ部男子シングルス　優勝 久根木遥己、準優勝 鳴海碧人

第3位 齊藤大暉、第3位 佐藤悠梧

令和2年度　第69回秋田県高等学校新人体育大会バドミントン競技



　期日：１１月２６日（木）～１１月２８日（土）

　会場：美郷町　美郷総合体育館リリオス

　成績： 男子学校対抗　第3位（東北大会出場権獲得）　　女子学校対抗　初戦敗退

Ⅰ部男子ダブルス　ベスト１６　虻川・田山組　　ベスト１６　佐藤夕・佐々木組　　

Ⅰ部男子シングルス　ベスト８　虻川真琉　　ベスト１６　佐藤夕翔　

Ⅰ部女子ダブルス　ベスト１６　髙橋・児玉組

Ⅰ部女子シングルス　ベスト１６　児玉愛華

Ⅱ部男子ダブルス　第1位久根木・齊藤組、第2位鳴海・佐藤大組　

Ⅱ部男子シングルス　第1位久根木遥己　第2位齊藤大暉　第3位鳴海碧人

令和2年度　第49回全国高等学校選抜バドミントン大会東北地区予選会

期日：令和3年1月14日（木）～17日（日）

会場：CNAアリーナ★あきた(秋田市立体育館)

成績： 男子学校対抗

１回戦 大館鳳鳴　０　対　３　東北学院高校

テニス部
令和２年度　秋田県高等学校体育大会テニス競技

　期日：７月１９日（日）

　会場：秋田市北野田公園テニスコート（男子）、聖霊女子短期大学付属高等学校テニスコート

　（女子）

　成績： 男子シングルス

　２回戦進出 津谷航汰、木村詠斗

女子シングルス

　４回戦進出 村上優花菜

　２回戦進出 畠山紗佳

令和２年度　秋田県高等学校体育連盟中央支部新人大会テニス競技

　期日：9月５日（土）～７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

　3回戦進出 菅原透真

男子ダブルス

　２回戦進出 津谷航汰・乳井勇樹

女子シングルス

　3回戦進出 村上優花菜

　２回戦進出 畠山紗佳

女子ダブルス

　準優勝 村上優花菜・畠山紗佳

女子学校対抗

　第３位 大館鳳鳴

令和２年度　秋田県高等学校新人大会テニス競技

　期日：10月９日（金）～１１日（日）

　会場：秋田県立中央公園テニスコート



　成績： 男子団体戦

　第３位 大館鳳鳴

女子シングルス

　ベスト８ 村上優花菜

女子サッカー
第17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27日（土）・28日（日）

　会場：美郷町総合体育館リリオス

　成績： 決勝リーグ４位

秋田県総合体育大会

　成績： 決勝リーグ３位




