運動部
陸上競技部
第61回県北高等学校総合体育大会陸上競技大会
期日：5月11日（木）～14日（日）
会場：北秋田市 鷹巣陸上競技場
成績： 〈男子〉
男子総合 6位
男子トラック総合 6位
男子フィールド総合 5位
800m 優勝 2分00秒96 金田健仁
円盤投 優勝 37m10 田中龍斗
〈女子〉
女子総合 3位
女子トラック総合 2位
400m 優勝 57秒98（大会新） 関本萌香
2位 1分01秒18 菊地菜美
3位 1分01秒42 齋藤けい
800m 2位 2分27秒19 田中優麻
100mH 優勝 15秒30 関本萌香
400mH 優勝 1分05秒21 関本萌香
2位 1分06秒４6 菊地菜美
4×100mR 2位 50秒93 齋藤けい、浅井咲来、菊地菜美、関本萌香
4×400mR 優勝 4分04秒43 齋藤けい、菊地菜美、浅井咲来、関本萌香
第63回秋田県高等学校総合体育大会陸上競技大会
期日：5月26日（金）～29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〉
円盤投 3位 38ｍ00 田中龍斗
〈女子〉
400m 6位 59秒52 菊地菜美
100mH 優勝 14秒16 関本萌香
400mH 優勝(大会新) 1分00秒20 関本萌香
3位 1分06秒04 菊地菜美
4×400mR 2位 3分57秒83 齋藤けい、菊地菜美、浅井咲楽、関本萌香
平成29年度 第72回東北高等学校陸上競技大会
兼 第70回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会東北地区予選会
期日：6月16日（金）～19日（月）
会場：山形県天童市 ＮＤソフトスタジアム山形
成績： 〈女子〉
100mH ４位 13秒94 関本萌香 インターハイ出場
400mH 優勝 59秒62 関本萌香 インターハイ出場

第56回秋田県陸上競技選手権大会 兼 第68回県民体育大会陸上競技
期日：7月7日（金）～9日（日）
会場：秋田市 秋田県立中央公園総合運動場陸上競技場
〈男子〉
円盤投 ３位 ３８ｍ６２ 田中龍斗
〈女子〉
800m ３位 ２分２５秒８３ 田中優麻
100mH 優勝 １４秒０８ 関本萌香
400mH 優勝 ５９秒５９ 関本萌香
平成29年度全国高等学校総合体育大会
期日：7月29日（土）～8月2日（水）
会場：山形県天童市 ＮＤソフトスタジアム山形
〈女子〉
400mH ６位 ５９秒８３ 関本萌香
第55回県北高校新人陸上競技大会
期日：8月25日（金）～27日（日）
会場：北秋田市 鷹巣陸上競技場
〈男子〉
3000mSC ２位 １０分０６秒３０ 竹澤歩人
走幅跳 ３位 ５ｍ９７ 藤田卓実
〈女子〉
トラック総合 ４位
100m ２位 １２秒９９ 浅井咲来
200m ３位 ２７秒１９ 浅井咲来
400m ３位 １分０３秒５６ 浅井咲来
800m ２位 ２分２４秒９０ 田中優麻
1500m ２位 ４分５１秒４２ 田中優麻
第5回全国高等学校陸上競技選抜大会
期日：8月26日（土）～27日（日）
会場：大阪市 ヤンマーフィールド長居
〈女子〉
300mH 優勝(大会新) ４１秒４８ 関本萌香
第56回秋田県高等学校新人陸上競技大会
期日：9月14日（木）～17日（日）
会場：秋田市 秋田県立中央公園総合運動場陸上競技場
〈男子〉
3000mSC ６位 １０分００秒４２ 竹澤歩人
〈女子〉
800m ２位 ２分２７秒１０ 田中優麻

第７２回国民体育大会
期日：10月6日（金）～10日（日）
会場：松山市 県総合運動公園陸上競技場（ニンジニアスタジアム）
〈女子〉
少年女子Ａ400mH ３位 ５９秒４４ 関本萌香

第３３回U20日本陸上競技選手権大会
期日：10月20日（金）～22日（日）
会場：愛知県名古屋市（パロマ瑞穂スタジアム）
〈女子〉
U20女子100mH ８位 １４秒２２ 関本萌香

ラグビー部
第61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6日（土）～7日（日）
会場：大館市鳳鳴高校グラウンド
成績： リーグ戦（７人制 ）
大館鳳鳴 １０ 対 ２８ 大館桂桜
大館鳳鳴 ０ 対 ３２ 能代工
第63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3日（土）～6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 ７ 対 ７５ 男鹿工
５位決定戦
大館鳳鳴 ０ 対 ３４ 秋田・秋田南
第５９回秋田県高等学校体育連盟県北支部新人大会 ラグビー競技
日 時：平成２９年９月２日（土）
場 所：大館鳳鳴高校グランド
成 績：優勝
鳳鳴・桂桜 ３２－２６ 能代工業
第９７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：平成２９年１０月１５日（日）
場 所：あきぎんスタジアム
成 績：鳳鳴 ０－９１ 秋田中央

野球部
平成29年度春季県北地区高等学校野球大会
期日：5月11日（木）～15日（月）
会場：山田久志サブマリンスタジアム、田代球場
成績：ベスト４
２回戦
大館鳳鳴 １０ 対 ０ 花輪（5回コールド）
準決勝
大館鳳鳴 ３ 対 ４ 能代松陽（９回サヨナラ）

第65回春季東北地区高等学校野球秋田県大会
期日：5月25日（木）～29日（月）
会場：こまちスタジアム、さきがけ八橋球場
成績：２回戦敗退
２回戦
大館鳳鳴 ２ 対 ３ 横手

第99回全国高等学校野球選手権秋田大会
期日：7月11日(火)～23日(日)
会場：こまちスタジアム、さきがけ八橋球場、山田久志サブマリンスタジアム、グリーンスタジアムよこて
成績：2回戦敗退
1回戦
大館鳳鳴 ７ 対 ５ 秋田北鷹
2回戦
大館鳳鳴 １１ 対 １２ 秋田商業（９回サヨナラ）
平成29年度秋季県北地区高等学校野球大会
期日：9月1日(金)～10日(日)
会場：田代球場、山田久志サブマリンスタジアム
成績：準優勝
2回戦
大館鳳鳴 ８ 対 ６ 大館国際
準決勝
大館鳳鳴 ８ 対 ５ 能代（延長12回）
決勝
大館鳳鳴 ０ 対 ５ 能代松陽
第69回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会
期日：9月16日(土)～24日(日)
会場：グリーンスタジアムよこて、平鹿球場
成績：2回戦敗退
2回戦
大館鳳鳴 ０ 対 ４ 金足農業

男子ソフトテニス部
第61回県北総合体育大会ソフトテニス競技
期日：5月12日（金）～14日（日）
会場：高館公園テニスコート
成績：
個人戦
第３位
兎澤光一・花田将太ペア
団体戦

第４位
予選リーグ
大館鳳鳴 ３ 対 ０
大館鳳鳴 ３ 対 ０
大館鳳鳴 １ 対 ２
４～６位決定リーグ
大館鳳鳴 ３ 対 ０
大館鳳鳴 ３ 対 ０

能代
大館桂桜
国際情報
十和田
花輪

第63回秋田県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技
期日：6月3日（土）～5日（月）
会場：高館公園テニスコート
成績：
個人
第３位
兎澤光一・花田将太ペア
第３位
西根拓海・佐藤翔太ペア
ベスト１６ 葛西有貴・吉田統磨ペア
団体
第３位
２回戦
大館鳳鳴 ３ 対 ０ 湯沢翔北
３回戦
大館鳳鳴 ３ 対 ０ 横手
準々決勝 大館鳳鳴 ２ 対 ０ 花輪
準決勝
大館鳳鳴 ０ 対 ２ 秋田北鷹

第６０回東北高等学校ソフトテニス選手権大会
期間：６月１７日(土)～１８日(日)
会場：北上市和賀川グリーンパークテニスコート
成績：
個人
１回戦敗退
兎澤光一・花田将太ペア
２回戦敗退
葛西有貴・佐藤翔太ペア
平成２９年度全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技
期間：７月２２日(土)～２５日(火)
会場：会津総合運動公園 テニスコート
成績：
個人
２回戦敗退
西根拓海・佐藤翔太ペア
３回戦敗退
兎澤光一・花田将太ペア
平成２９年度 第５９回県北新人大会ソフトテニス競技
期間：９月１５日(金)～１７日（日）
会場：グリアス田代テニスコート
成績：
個人
ベスト８ 西根拓海・吉田統磨ペア
ベスト８ 工藤柊吾・川又涼ペア
団体

準優勝
予選
大館鳳鳴
大館鳳鳴
大館鳳鳴

２－１
３－０
２－１

能代
大館桂桜
国際情報

大館鳳鳴
大館鳳鳴

１－２
２－１

能代松陽
秋田北鷹

１位リーグ

全県出場
全県出場
他４ペア全県出場

女子ソフトテニス部
第61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12日（金）～14日（日）
会場：大館市 高館公園テニスコート
成績：団体 ５位
予選リーグ
大館鳳鳴 ３ 対 ０ 十和田
大館鳳鳴 ０ 対 ３ 秋田北鷹
４～６位決定リーグ
大館鳳鳴 ０ 対 ３ 能代
大館鳳鳴 ２ 対 １ 花輪
第63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3日（土）～5日（月）
会場：大館市 高館公園テニスコート
成績：団体 １回戦敗退
大館鳳鳴 １ 対 ２ 秋田中央
第59回県北高等学校新人体育大会ソフトテニス競技
期日：9月15日（金）～17日（日）
会場：能代市 二ツ井テニスコート
成績：団体 ６位
予選リーグ
大館鳳鳴 ０ 対 ３ 能代
大館鳳鳴 ０ 対 ３ 能代松陽
大館鳳鳴 ２ 対 １ 十和田
５～８位決定リーグ
大館鳳鳴 ３ 対 ０ 能代西
大館鳳鳴 １ 対 ２ 花輪

男子バレーボール部
第61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12日（金）～14日（日）
会場：大館市 タクミアリーナ
成績： 第５位
予選リーグ
大館鳳鳴 ０ 対 ２ 秋田北鷹
大館鳳鳴 １ 対 ２ 大館桂桜
大館鳳鳴 ２ 対 ０ 花輪
５位決定戦
大館鳳鳴 ２ 対 ０ 十和田

第63回秋田県高等学校総合体育大会バレーボール競技
期日：5月27日（土）～29日（月）
会場：大館市 タクミアリーナ
成績： ２回戦敗退(ベスト１６)
１回戦
大館鳳鳴 ２ 対 ０ 男鹿海洋
２回戦
大館鳳鳴 ０ 対 ２ 雄物川
第68回県民体育大会兼第72回国民体育大会秋田県予選会バレーボール競技
期日：7月1日（土）～2日（日）
会場：北秋田市 7/1：森吉総合スポーツセンター 7/2：鷹巣体育館
成績： ３位
２回戦
大館鳳鳴 ２ 対 ０ 男鹿海洋
３回戦
大館鳳鳴 ２ 対 ０ 秋田南
準決勝
大館鳳鳴 ０ 対 ２ 秋田工業

女子バレーボール部
第61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12日（金）～14日（日）
会場：大館市 タクミアリーナ
成績： 第５位
予選リーグ
大館鳳鳴 ０ 対 ２ 能代松陽
大館鳳鳴 ０ 対 ２ 能代
大館鳳鳴 ２ 対 ０ 国際情報
５位決定戦
大館鳳鳴 ２ 対 ０ 十和田
第63回秋田県高等学校総合体育大会バレーボール競技
期日：5月27日（土）～29日（月）
会場：大館市 タクミアリーナ
成績： ベスト８
１回戦
大館鳳鳴 ２ 対 １ 五城目
２回戦
大館鳳鳴 ２ 対 ０ 十和田
準々決勝
大館鳳鳴 ０ 対 ２ 聖霊
第68回県民体育大会 兼
第72回国民体育大会バレーボール競技秋田県予選会
期日：6月30日（金）～7月2日（日）
会場：北秋田市 鷹巣体育館
成績： １回戦敗退
１回戦
大館鳳鳴 ０ 対 ２ 能代松陽

卓球部
第61回秋田県高等学校体育連盟県北支部総体体育大会卓球競技
期日：平成29年5月12日(金)～5月14日(日)
会場：大館市田代体育館（グリアス田代）
成績：
男子団体 予選トーナメント敗退
大館鳳鳴 ３ 対 ０ 十和田
大館鳳鳴 ０ 対 ３ 能代工業
女子団体 第３位
大館鳳鳴 ３ 対 ０ 小坂 （決勝トーナメント進出）
大館鳳鳴 １ 対 ３ 能代松陽 【決勝トーナメント】
大館鳳鳴 ３ 対 ２ 能代 【決勝トーナメント】
大館鳳鳴 ０ 対 ３ 大館国際情報学院 【決勝トーナメント】
男子ダブルス ３組全県総体出場
田村陸・山城屋陽人 （ベスト８）
柳沢大貴・髙谷快斗
大岡才人・佐藤悠生
女子ダブルス ２組全県総体出場
太田早栄・吉田結子
吉田未夢・木村志乃 （ベスト８）
男子シングルス ７名全県総体出場
田村陸（ベスト３２）、山城屋陽人（ベスト３２）、
髙谷快斗（ベスト３２）、大岡才人、
髙橋涼太（ベスト３２）、柳沢大貴、佐藤継人（ベスト１６）
女子シングルス ３名全県総体出場
太田早栄（ベスト１６）、吉田結子（ベスト３２）、木村志乃（ベスト１６）
第63回秋田県高等学校総合体育大会 卓球競技
期日：平成29年6月3日(土)～6月6日(火)
会場：大館市田代体育館（グリアス田代）
成績：
男子団体 ベスト１６
大館鳳鳴 ３ 対 １ 平成
大館鳳鳴 ０ 対 ３ 秋田
女子団体 ベスト１６
大館鳳鳴 ３ 対 ０ 秋田西
大館鳳鳴 ０ 対 ３ 本荘
男子ダブルス
田村陸・山城屋陽人 （ベスト３２）
男子シングルス
田村陸（ベスト６４）、山城屋陽人（ベスト３２）
女子シングルス
太田早栄（ベスト６４）、吉田結子（ベスト６４）

男子バスケットボール部
第61回県北高等学校総合体育大会バスケット競技
期日：5月12日（金）～14日（日）
会場：能代市 能代工業高校体育館
成績： 予選Bブロック
大館鳳鳴 １０８ 対 ７６ 十和田
大館鳳鳴 ９３ 対 ８７ 秋田北鷹
決勝リーグ進出決定戦
大館鳳鳴 ８１ 対 ７３

国際情報

決勝リーグ
大館鳳鳴 ９２ 対 ９４ 能代
大館鳳鳴 ３８ 対 １６３ 能代工業
大館鳳鳴 ７４ 対 ８９ 能代松陽

※ ４位

第63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3日（土）～6日（火）
会場：能代市 能代市総合体育館
成績：ベスト１６
１回戦
大館鳳鳴 ９３ 対 ７５ 秋田高専
２回戦
大館鳳鳴 ８３ 対 ６４ 金足農業
３回戦
大館鳳鳴 ４９ 対 ６１ 大館桂桜

女子バスケットボール部
第61回県北高等学校総合体育大会バスケット競技
期日：5月12日（金）～14日（日）
会場：能代市 アリナス
成績： 予選リーグ
大館鳳鳴 ６８ 対 ７２ 能代
大館鳳鳴 ４７ 対 １００ 能代松陽
大館鳳鳴 ７４ 対 ６７ 十和田

予選リーグ敗退

第63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3日（土）～6日（火）
会場：能代市 アリナス
成績： １回戦敗退
１回戦
大館鳳鳴 ４９ 対 ９５ 横手清陵
第68回秋田県民体育大会バスケットボール競技
期日：6月30日（金）～7月1日（日）
会場：横手市 横手体育館
成績： 大館鳳鳴 ６５ 対 ４７ 聖霊 勝利
大館鳳鳴 ３８ 対 １１６ 秋田中央 敗北

第39回 三校対抗バスケットボール大会定期戦
期日：9月9日（土）～10日（日）
会場：田沢湖スポーツセンター
成績：
優勝
対 横手高校 ６９－５３ 勝利
対 秋田高校 ７９－５５ 勝利

水泳部
平成29年度秋田県選手権水泳競技大会競泳競技 兼
第68回秋田県民体育大会水泳競技
期日：5月27日（土）～28日（日）
会場：秋田市 県立総合プール
成績： 男子1500m自由形 6位 18分10秒58 殿村龍平
男子400m自由形 5位 4分26秒41 殿村龍平
男子50mバタフライ 6位 27秒20 佐々木雄平
第62回県北地区高等学校総合体育大会水泳競技
期日：6月3日（土）
会場：大館市 国際情報学院高校
成績： 男子総合 優勝
女子総合 ２位
男子200m自由形 優勝 2分04秒84 佐々木雄平
男子100mバタフライ 優勝 1分01秒19 佐々木雄平
男子800m自由形 優勝 9分33秒68 殿村龍平
男子400m自由形 優勝 4分35秒01 殿村龍平
女子50m背泳ぎ 優勝 38秒33 佐々木陽花
女子100m背泳ぎ 優勝 1分22秒95 佐々木陽花
女子400m個人メドレー 優勝 6分37秒18 工藤由瑛
第63回秋田県高等学校総合体育大会水泳競技大会
期日：6月23日（金）～25日（日）
会場：秋田市 秋田県立総合プール
成績： 女子 100m自由形 7位 1分06秒58 本間栞奈
男子 1500m自由形 2位 17分49秒82 殿村龍平
女子 200mバタフライ 6位 3分02秒74 藤田奈々
男子 200mバタフライ 8位 2分37秒85 荘司一颯
男子 200m自由形 4位 2分04秒73 佐々木雄平
女子 400m個人メドレー 8位 6分41秒26 工藤由瑛
男子 400m自由形 4位 4分29秒61 殿村龍平
女子 50m自由形 8位 31秒16 藤田奈々
女子 50m自由形 5位 30秒05 本間栞奈
男子 100mバタフライ 2位 1分00秒42 佐々木雄平
以上６名，計10種目で東北大会出場
男子400mリレー 6位 3分59秒26
女子400mメドレーリレー 7位 5分20秒20
男子800mリレー 8位 9分03秒54
個人10種目，リレー３種目で東北大会出場

第49回秋田県高等学校新人体育大会水泳競技大会
期日：9月23日（土）～24日（日）
会場：秋田市 秋田県立総合プール
成績： 男子 400m自由形 3位 4分19秒69 殿村龍平
東北大会出場

山岳部
第44回県北高等学校総合体育大会登山競技
期日：5月12日（金）～14日（日）
会場：森吉山域
成績：第２位 大館鳳鳴高校Ａパーティ（１３３．６点）
第63回秋田県高等学校総合体育大会登山競技大会
期日：６月３日（土）～６日（火）
会場：森吉山域
成績：第７位 大館鳳鳴高校Ａパーティ（１３１．５点）
第４３回秋田県県北地区高等学校 新人体育大会 登山競技
期日：９月１５日（金）～１７日（日）
会場：白神岳
成績：第１位（１５５点）

剣道部
第61回県北高等学校総合体育大会剣道競技
期日：5月12日（金）、13日（土）
会場：大館市 大館桂桜高等学校
成績： 女子団体 ４校リーグ（能代、秋田北鷹、大館桂桜）
１勝２敗 準優勝
第63回秋田県高等学校総合体育大会剣道競技
期日：6月3日（土）～6日（火）
会場：大館市 タクミアリーナ
成績： 女子団体 予選リーグ（秋田北、横手城南）
１勝１敗 予選敗退

柔道部
第61回県北高等学校総合体育大会柔道競技
期日：5月13日（土：団体試合）・14日（日：個人試合）
会場：北秋田市 北林道場
成績： ※13日の団体試合は男女ともにエントリーなし。
男子個人60㎏級 1回戦
工藤 那央（１Ｆ） ▲小外掛け○ 伊藤龍之介（秋田北鷹）
男子個人81㎏級 1回戦
菅原 行長（１Ｂ） ▲内 股○ 清水 達也（能 代）
男子個人81㎏級 敗者復活戦２回戦
菅原 行長（１Ｂ） ▲内 股○ 伊藤 悠雅（能 代）
女子個人63㎏級 1位
菅原 香奈（２Ｂ）

第63回全県高校総体 柔道競技
期日：6月3日（土）～6日（火）
会場：秋田県立武道館 大道場
成績： 団体試合は男女ともにエントリーなし。
男子個人60㎏級 1回戦
工藤那央（1F) ▲大外刈り○ 三浦宏太郎（秋田商）
男子個人81㎏級
菅原行長（1B) ▲崩れ上四方固め○ 渋谷隼斗（金足農）
女子63㎏級 1回戦
菅原香奈（2B） ▲払い腰○ 伊藤はな（大曲農）
〃
敗者復活戦（3位決定戦）
菅原香奈（2B） ▲優勢○ 瀬川菜摘（秋田商）

サッカー部
第61回県北高等学校総合体育大会ｻｯｶｰ競技
期日：５月１２日（金）～１４日（日）
会場：能代市落合三面球場
成績： ３位
１回戦
大館鳳鳴 ７ 対 ０ 能代松陽
準決勝
大館鳳鳴 ０ 対 ０ 国際情報 PK（３－４）
３位決定戦
大館鳳鳴 ３ 対 １ 能代
第６３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２６日（金）～２７日（土）
会場：仁賀保ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ TDK秋田スポーツセンター
成績： １回戦
大館鳳鳴 ５ 対 ０ 花輪
２回戦
大館鳳鳴 １ 対 ２ 秋田西
第４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：６月１１日（日）
会場：美郷町体育館リリオス
成績：準優勝（東北大会出場）
準決勝
大館鳳鳴 ７ 対 ３ 御所野学院
決勝
大館鳳鳴 ５ 対 ８ 秋田工業
第４回全日本ユース(U-18)フットサル選手権大会 東北大会
期日：７月１日（土）
会場：タカヤアリーナ（岩手県盛岡市）
成績：予選リーグ敗退
予選リーグ
大館鳳鳴 ６対２ 新庄南
大館鳳鳴 ０対６ 聖和学園高校サッカー部SC

第59回県北新人サッカー大会
期日：９月２日（土）～９月４日（月）
会場：二ツ山多目的運動公園
成績：５位
１回戦
大館鳳鳴 ０－４ 国際情報
順位決定戦 大館鳳鳴 １１－０ 小坂
順位決定戦 大館鳳鳴 ４－０ 大館桂桜

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 １－１ FDT （引き分け）
大館鳳鳴 ０－２ リベルテ神岡
予選不通過

バドミントン部
第61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12日（金）～14日（日）
会場：北秋田市 鷹巣体育館
成績： 男子学校対抗 第２位
男子ダブルス 第３位 乳井・佐藤組
女子ダブルス 第３位 桜庭・山田組
男子シングルス 第２位 乳井太一
女子シングルス 第３位 桜庭凜花

ベスト８ 畠山・須合組

ベスト１２ 中嶋寛彩

第63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3日（土）～6日（火）
会場：秋田市 ＣＮＡアリーナ★あきた
成績： 男子学校対抗 第３位
２回戦
大館鳳鳴 ３－０ 秋田
準々決勝
大館鳳鳴 ３－１ 横手清陵
準決勝
大館鳳鳴 ０－３ 秋田工業
女子学校対抗
１回戦
大館鳳鳴 ３－１ 横手清陵
２回戦
大館鳳鳴 ０－３ 横手城南
男子ダブルス
ベスト１６ 乳井・佐藤組
３回戦進出 佐々木・中嶋組
２回戦進出 畠山・須合組
女子ダブルス
２回戦進出 桜庭・山田組

男子シングルス
３回戦進出 乳井太一、畠山慧大
女子シングルス
３回戦進出 桜庭凜花、山田雅子
第４６回東北高等学校バドミントン選手権大会
期日：6月22日（木）～24日（土）
会場：秋田市 ＣＮＡアリーナ★あきた
成績： 男子学校対抗 １回戦敗退
１回戦
大館鳳鳴 ０－３ 青森山田
第６８回県民体育大会バドミントン競技（少年の部）
期日：7月1日（土）～3日（月）
会場：潟上市 天王総合体育館
成績： Ⅱ部男子ダブルス ベスト８ 中嶋・根本組 ベスト１６ 小林・片岡組 日景・嘉成組
Ⅱ部男子シングルス 第３位 中嶋寛彩 ベスト１６ 根本陽透 髙橋春樹
平成２９年度県北地区シード選考会
期日：８月２日（水）～3日（木）
会場：北秋田市 鷹巣体育館
成績： Ⅰ部男子ダブルス 第３位 中嶋・根本組 ベスト８ 小林・片岡組 髙橋・戸田組
Ⅰ部男子シングルス 第３位 中嶋寛彩 ベスト８ 日景奏良
Ⅱ部男子ダブルス ベスト８ 佐藤孝・松橋組 佐藤旭・濱組 千葉・佐久間組
Ⅱ部女子ダブルス ベスト８ 木津谷・石川組
Ⅱ部女子シングルス ベスト８ 石川真生

テニス部
平成２９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12日（金）～5月14日（日）
会場：秋田市 北野田公園、八橋運動公園
成績：
男子シングルス
４回戦進出 中村優太
３回戦進出 山田翼、山本健太、渡邉創平、
鈴木駿輔、堀内奎胡、梅原琢也
男子ダブルス
３回戦進出 中村優太・山田翼、渡邉創平・山本健太、
浪岡龍太郎・鈴木駿輔
女子ダブルス
２回戦進出 日景葵・小野静菜
平成２９年度秋田県高等学校総合体育大会テニス競技
期日：6月3日（土）～6月6日（火）
会場：県立中央公園
成績：
男子団体
２回戦進出
男子シングルス
３回戦進出 渡邉創平
２回戦進出 山田翼、中村優太、佐藤史苑、佐藤拓真

男子ダブルス
２回戦進出 中村優太・山田翼、渡邉創平・山本健太
平成２９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２日（土）～４日（月）
会場：秋田市 北野田公園、八橋運動公園
成績：
男子シングルス
２回戦進出 鈴木駿輔、浪岡龍太郎、堀内奎胡、
高橋拓巳、小舘直樹、大久保拓海
男子ダブルス
３回戦進出 高橋拓巳・滝口真斗（ベスト１６）
２回戦進出 鈴木駿輔・浪岡龍太郎、堀内奎胡・梅原琢也
女子シングルス
２回戦進出 中村思葉、安井陽菜
女子ダブルス
２回戦進出 小野静菜・中村思葉

