２０２２年度 １学期 活躍紹介
秋田令和高等学校

★陸上競技部女子

第 68 回秋田県高等学校総合体育大会
総合 第１位
トラック総合 第１位
１００ｍ 第１位 宮田 亜弥奈(羽城中)
第２位 長浜谷 京香(城東中)
第３位 渡邉 陽菜(城南中)
２００ｍ 第１位 三浦 夏恋(泉中)
第２位 宮田 亜弥奈
第３位 長浜谷 京香
４００ｍ 第 1 位 三浦 夏恋
１００ｍＨ 第１位 桜庭 凛乃(天王南）
４００ｍＨ 第１位 桜庭 凛乃
第３位 越中 心華(城東中)
４×１００ｍＲ 第１位 宮田 亜弥奈・三浦 夏恋
長浜谷 京香・伊藤 優育
４×４００ｍＲ 第１位 小松 優香(泉中)・長浜谷 京香
宮田 亜弥奈・三浦 夏恋 （東北大会出場）

令和４年度秋田県選抜陸上競技大会
１００ｍＨ 第３位 萬谷 由愛(山王中)
令和４年度東北高等学校選手権大会陸上競技
２００ｍ 第３位 三浦 夏恋
４００ｍ 第５位 三浦 夏恋
４×１００ｍＲ 第２位 宮田 亜弥奈・三浦 夏恋
長浜谷 京香・渡邉 陽菜
４×４００ｍＲ 第５位 宮田 亜弥奈・長浜谷 京香
小松 優香・三浦 夏恋
（インターハイ出場）
第 61 回秋田県陸上競技選手権大会
１００ｍ 第１位 三浦 夏恋
第２位 宮田 亜弥奈
第３位 長浜谷 京香
２００ｍ 第１位 長浜谷 京香
第２位 渡邉 陽菜
３００ｍ 第１位 三浦 夏恋
第３位 小松 優香
１００ｍＨ 第２位 桜庭 凛乃
第 73 回県民体育大会陸上競技
女子１００ｍ 第１位 三浦 夏恋
第２位 宮田 亜弥奈
第３位 長浜谷 京香
２００ｍ 第１位
第２位
３００ｍ 第１位
第３位
１００ｍＨ 第２位
少年Ａ ３００ｍＨ 第１位
少年Ｂ １００ｍＨ 第３位

長浜谷 京香
渡邉 陽菜
三浦 夏恋
小松 優香
桜庭 凛乃
桜庭 凛乃
萬谷 由愛

★陸上競技部男子 第 68 回秋田県高等学校総合体育大会
総合 第１位
トラック総合 第１位
１００ｍ 第１位 大友 樹(山王中)
第２位 中塩 和幸(秋田北中)
２００ｍ 第２位 金 亮汰(御所野学院中)
４００ｍ 第１位 金 亮汰
１００ｍＨ 第２位 石川 惣光(泉中)
第３位 佐藤 将(山王中)
４００ｍＨ 第３位 石川 惣光
４×１００ｍＲ 第１位 貝沼 惣太(御所野学院中)
笠谷 航生（山王中）
・中塩和幸
川崎 尚人(能代第一中)
４×４００ｍＲ 第１位 菅原 一輝(２Ｄ)・大友 樹
笠谷 航生・金 亮汰
（東北大会出場）
令和４年度秋田県選抜陸上競技大会
１００ｍ 第１位 川崎 尚人
第２位 佐藤 将
１００ｍＨ 第１位 佐藤 将
令和４年度東北高等学校選手権大会陸上競技
１００ｍ 第６位 大友 樹
４００ｍ 第４位 金 亮汰
４×１００ｍＲ 第３位 川崎 尚人・大友 樹
中塩 和幸・笠谷 航生
４×４００ｍＲ 第６位 菅原 一輝・金 亮汰
中塩 和幸・大友 樹
（インターハイ出場）
第 61 回秋田県陸上競技選手権大会
１００ｍ 第２位 大友 樹
２００ｍ 第１位 大友 樹
４００ｍ 第２位 金 亮汰
第 73 回県民体育大会陸上競技
男子１００ｍ 第２位
２００ｍ 第１位
４００ｍ 第２位
少年Ｂ１００ｍ 第１位
第３位
１１０ｍＨ 第１位
★ソフトテニス部

大友 樹
大友 樹
金 亮汰
川崎 尚人
藤原 憲輔(秋田南中)
佐藤 将

第 68 回秋田県高等学校総合体育大会
団体 第 1 位
個人 第２位 出雲 陽(二ツ井中)
畠山 蓮(二ツ井中)
第３位 田口 陽向(土崎中)・竹内 美結(土崎中)
〃
船木 彩花(土崎中)・大越 真緒(土崎中)
第５位 遠藤 夢知(八郎潟中)・田口 輝(土崎中)
〃
九島 ひより(秋田東中)
米澤 香子(秋田東中)
（以上５ペアはインターハイ出場）
第 73 回県民体育大会ソフトテニス競技
個人 第１位 出雲 陽・髙橋 実咲(西仙北中)
第２位 畠山 蓮・竹内 美結
第３位 船木 彩花・大越 真緒

★バレーボール部女子 第 68 回秋田県高等学校総合体育大会
第 73 回県民体育大会バレーボール競技

第３位
第２位

★バスケットボール部女子
第 73 回県民体育大会バスケットボール競技
★弓道部

第３位

第 68 回秋田県高等学校総合体育大会
個人 優秀選手賞 佐々木 雫(協和中)
第 73 回県民体育大会弓道競技
個人 第１位 佐々木 雫

★バドミントン部男子 第 73 回県民体育大会バドミントン少年二部
ｼﾝｸﾞﾙｽ 第 1 位 南波 空(勝平中)
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 第２位 南波 空・齋藤 慶志(井川義教)
★バドミントン部女子 第 73 回県民体育大会バドミントン少年二部
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 第２位 佐々木 結那(美郷中) 木村 萌依(美郷中)

★吹奏楽部

全日本吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ秋田県中央地区大会高等学校小編成の部

★美術部

第 64 回秋田県美術展覧会
デザイン部門 特 賞 渡邉 優輝(桜中)
〃
入 選 金子 綺音(雄和中)
洋画部門 入 選 中村 佐保(秋田東中)

★写真部

第 42 回秋田県高等学校写真連盟展 入選 原

紬(３Ｅ)

★バトントワリング部 第 25 回全日本バトントワーリング選手権秋田県大会
ダンストワール シニアⅠ部門 第 1 位 飯村 柚月(山王中)
ペア シニアⅠ部門 第 1 位 仙北谷 香奈(城東中)
伊藤 綾香(城東中)
★ボクシング

第 73 回県民体育大会ボクシング競技
ライト級 第２位 本間 絢(御野場中)

★ボルダリング

第 73 回県民体育大会ボルダリング競技
第１位 佐々木 望雅(桜中)

★ボウリング

第 72 回県民体育大会ボウリング競技
第２位 柴山 光瑠(泉中)

★ライフル射撃

令和４年度東北・北海道高等学校ライフル射撃選手権大会
ビームライフル６０立射 第１位 榎 春音(秋大附)
第４０回東北ライフル射撃選手権大会
ビームライフル６０立射 第１位 榎 春音
2022 年度全日本ライフル射撃競技選手権大会
ビームライフル６０立射 第 7 位 榎 春音

銀賞

