
令和元年度 大会結果                       ※ベスト８以上の結果のみを載せています。 

運動部 

 

【県春季大会】 

部活動名 種目 順位 

硬式テニス部 個人戦女子ダブルス 第３位 ⾧谷川怜美・石川凜 

女子バレーボール部  準優勝 

ソフトボール部  準優勝 

陸上競技部 男子５０００ｍ 第５位 田中雄大（３年） 

陸上競技部 男子３０００ＳＣ 第７位 田中雄大（３年） 

陸上競技部 女子８００ｍ 第６位 梅村璃歌（２年） 

陸上競技部 女子５０００ｍＷ 第１位 早坂知花（２年） 

 

 

【高校総体】 

部活動名 種目 順位 

女子バレーボール部  準優勝(東北選手権大会出場) 

ソフトボール部  第３位 

弓道部 男子団体 第 4 位 

陸上競技部 女子５０００ｍＷ 
第１位 早坂知花（２年） 

（東北大会出場） 

陸上競技部 女子５０００ｍＷ 第６位 田中 葵（１年） 

陸上競技部 男子８００ｍ 第８位 齋藤 俊（３年） 

陸上競技部 女子４００ｍ 第８位 梅村璃歌（２年） 

陸上競技部 女子８００ｍ 第８位 梅村璃歌（２年） 

バドミントン部 男子団体 ベスト８ 

 

 

 



【県新人大会】 

部活動名 大会名 種目 順位 

陸上競技部 
青森県高校新人陸上競技

対抗選手権大会 
女子５０００ｍＷ 

第２位 早坂知花（２年） 

東北大会出場 

陸上競技部 
青森県高校新人陸上競技

対抗選手権大会 
女子５０００ｍＷ 第５位 田中 葵（１年） 

陸上競技部 青森県高校新人陸上競技

対抗選手権大会 
女子８００ｍ 

第２位 梅村璃歌（２年） 

東北大会出場 

陸上競技部 青森県高校新人陸上競技

対抗選手権大会 
女子４００ｍ 第５位 梅村璃歌（２年） 

陸上競技部 青森県高校新人陸上競技

対抗選手権大会 
女子４００ｍ障害 第６位 湯瀬水晶(２年) 

陸上競技部 青森県高校新人陸上競技

対抗選手権大会 
女子４００ｍ障害 第８位 工藤いろは(２年) 

陸上競技部 青森県高校新人陸上競技

対抗選手権大会 
女子４× 

１００ｍＲ 

第７位 工藤いろは(２年)              

梅村璃歌(２年)                  

湯瀬水晶(２年)                  

鶴ヶ﨑愛羅(１年) 

陸上競技部 青森県高校新人陸上競技

対抗選手権大会 女子４× 

４００ｍＲ 

第２位 東北大会出場 

工藤いろは(２年)                               

湯瀬水晶(２年)                  

鶴ヶ﨑愛羅(１年) 

梅村璃歌(２年) 

陸上競技部 青森県高校新人陸上競技

対抗選手権大会 
学校対抗女子ﾄﾗｯｸ 第４位 

陸上競技部 青森県高校新人陸上競技

対抗選手権大会 
男子走幅跳 第５位 當麻晟基（２年） 

陸上競技部 青森県高校新人陸上競技

対抗選手権大会 

男子３０００ｍ 

障害 
第８位 蛯名一稀（２年） 

弓道部 
秋季県下高等学校弓道大

会 
女子個人 第４位 安藤和希（２年） 

女子 

バレーボール部 

青森県高等学校新人 

バレーボール 

選手権大会 

 準優勝(東北新人戦出場) 

 

 

 

 

 

 



【その他大会】 

部活動名 大会名 種目 順位 

女子バレーボール部 天皇杯皇后杯県予選  第 3 位 

陸上競技部 国民体育大会青森県選手
選考会    

女子５０００ｍＷ 第１位 早坂知花（２年） 

陸上競技部 
国民体育大会青森県選手

選考会   
女子５０００ｍＷ 第５位 田中 葵（１年） 

陸上競技部 
国民体育大会青森県選手

選考会   
女子８００ｍ 第６位 梅村璃歌（２年） 

陸上競技部 
国民体育大会青森県選手

選考会   
女 子 ４ × １ ０ ０
ｍリレー     

第７位 

工 藤 いろは(２年)              
梅 村 璃 歌(２年)                  
湯 瀬 水 晶(２年)                  
鶴ヶ﨑 愛 羅(１年) 

陸上競技部 
国民体育大会青森県選手

選考会   

女 子 ４ × ４ ０ ０

ｍリレー 

第２位 

工 藤 いろは(２年)                               
湯 瀬 水 晶(２年)                  
鶴ヶ﨑 愛 羅(１年)  

梅 村 璃 歌(２年)  

陸上競技部 青森県秋季陸上競技選手

権大会 
女子５０００ｍＷ   第３位 早坂知花（２年） 

陸上競技部 
青森県秋季陸上競技選手

権大会 
女子４×１００ｍＲ 

第６位 工藤いろは(２年)              

梅村璃歌(２年)                  

湯瀬水晶(２年)                  

鶴ヶ﨑愛羅(１年) 

陸上競技部 
青森県秋季陸上競技選手

権大会 
女子４×４００ｍＲ 

第３位 工藤いろは(２年)                               

湯瀬水晶(２年)                  

鶴ヶ﨑愛羅(１年) 

梅村璃歌(２年) 

弓道部 
県下高等学校弓道遠的大

会 
女子団体 

第３位 佐藤瑞季（１年） 

松田芽依（１年） 

高橋なな子（１年） 

弓道部 
県下高等学校弓道遠的大

会 
女子団体 

第４位 天間珠歩（２年） 

飯田栞音（２年） 

木村夏乃（２年） 

弓道部 
東日本高等学校弓道大会

青森県最終予選会 
女子団体 第４位 

 

 

 

 



文化部 

【青森県高等学校総合文化祭】 

部活動名 種目 順位 

放送部 アナウンス部門 

優良賞 沼村美舞（２年） 

東北高等学校放送コンテスト 

福島大会出場 

放送部 朗読部門 

優秀賞 和田菜々美（２年） 

全国高等学校総合文化祭 

放送部門高知大会出場、             

東北高等学校放送コンテスト

福島大会出場 

放送部 朗読部門 

優良賞 奥家真凜（２年） 

東北高等学校放送コンテスト

福島大会出場 

 

【その他大会】 

部活動名 大会名 種目 順位 

放送部 
第 43 回全国高等学校 

総合文化祭放送部門 
アナウンス部門 沼村 美舞（２年） 

放送部 
第 23 回東北高等学校 

放送コンテスト 
朗読部門 優良賞 和田菜々美（２年） 

放送部 
第 23 回東北高等学校 

放送コンテスト 
アナウンス部門 入選 沼村美舞（２年） 

 

 


