
２０１８年 シーズン始動
新入生２１名を加え、総部員５０名になりました。
今シーズンも部員一丸となって頑張ります。

◎今年度の主な活動場所 ： 駒草キャンパス（旧角館南高校）グラウンド

◎今年度の主な競技会
県南高校総体（5/1０～1３）、全県高校総体（5/2５～28）、
県南高校記録会①（6/９）、東北高校陸上（6/1４～1７）、
県南高校駅伝（6/2２）、男鹿競走駅伝大会（６/30）、
秋田県陸上競技選手権大会兼県民体育大会（7/６～８）、
全国高校総体（８/2～６）、県南高校新人（8/１7～１9）、
全県高校新人（9/６～９）、県南高校記録会②（９/15）、
東北高校新人（９/2８～３０）、国民体育大会（10/５～９）、
全県高校駅伝（10/2１）、



競 技 結 果 応援ありがとうございました

◎第73回 東北高等学校陸上競技大会 出場（岩手県北上市開催）
男子 ５０００ｍ 青 山 澪（2年）
男子 やり投 樋 口 拓 馬（2年）
男子 八種競技 樋 口 拓 馬（2年）
女子 円盤投 梁 田 優 華（3年）

◎第23回 東北高等学校新人陸上競技選手権大会（秋田県秋田市開催）
男子 ８００ｍ 髙 橋 太 陽（２年）
男子 ５０００ｍ 青 山 澪（2年）
男子 やり投 樋 口 拓 馬（2年）
女子 2000ｍSC 大 澤 ゆき乃（１年）

◎第6４回県南支部高等学校総合体育大会陸上競技（201８/5/10～13）
男子 総合 第3位（トラック総合 第4位、フィールド総合 第6位、混成総合 第２位）

４００ｍ 第６位 髙橋 太陽（2年）
８００ｍ 第１位 髙橋 太陽（2年）、第４位 藤井 翔（3年）

１５００ｍ 第４位 佐々木 蓮（3年）
５０００ｍ 第３位 青山 澪（2年）
3000ｍSC 第２位 青山 澪（2年）
4×400ｍR 第６位（門脇 直紀、髙橋 太陽、山谷 颯大、草彅 太葵）

走高跳 第６位 熊谷 颯一郎（2年）
三段跳 第３位 山谷 颯大（2年）
砲丸投 第６位 森元 俊（2年）

ハンマー投 第３位 森元 俊（2年）
やり投 第２位 樋口 拓馬（2年）

八種競技 第２位 樋口 拓馬（2年）



女子 総合 第5位（トラック総合 第3位）
２００ｍ 第２位 藤村 遥花（3年）
４００ｍ 第２位 藤村 遥花（３年）
８００ｍ 第２位 赤倉 きらら（2年）

３０００ｍ 第６位 鈴木 莉乃（３年）
１００ｍH 第６位 遠藤 芽（3年）
４００ｍH 第６位 遠藤 芽（3年）
5000ｍW 第２位 畠山 衣吹（３年）、第３位 菊地 くるみ（3年）
4×100ｍR 第５位（伊藤 順愛実、藤村 遥花、藤井 夢羽、遠藤 芽）
4×400ｍR 第３位（藤村 遥花、藤井 夢羽、赤倉 きらら、遠藤 芽）

円盤投 第２位 梁田 優華（3年）

◎第63回秋田県高等学校総合体育大会陸上競技大会（2018/5/25～28）
男子 ５０００ｍ 第６位 青山 澪（2年）

やり投 第４位 樋口 拓馬（2年）
八種競技 第４位 樋口 拓馬（2年）

女子 円盤投 第２位 梁田 優華（3年）

◎県南支部高等学校駅伝競走大会（2018/6/22）
男子 駅伝総合 第２位
第１区 第１位 青山 澪（２年） 第２区 第２位 藤本 涼雅（２年）
第４区 第３位 千葉 洸之介（１年） 第５区 第３位 能美 力也（１年）
第６区 第３位 藤井 翔（３年） 第７区 第２位 佐々木 蓮（３年）

女子 駅伝総合 第３位
第２区 第２位 大澤 ゆき乃（１年） 第３区 第２位 小松 歩愛（１年）
第４区 第１位 赤倉 きらら（２年） 第５区 第２位 鈴木 莉乃（3年）



◎平成30年度県南高等学校新人陸上競技大会（2018/８/16～19）
男子 総合 第2位（トラック総合 第2位、フィールド総合 第1位、混成総合 第2位）

４００ｍ 第３位 髙橋 太陽（2年）、第５位 千葉 洸之介（1年）、第6位 草彅 太葵（2年）
８００ｍ 第１位 髙橋 太陽（2年）、第３位 千葉 洸之介（1年）、

１５００ｍ 第１位 青山 澪（2年）、第６位 藤本 涼雅（2年）
５０００ｍ 第３位 青山 澪（2年）
１１０ｍH 第３位 熊谷 颯一郎（2年）
４００ｍH 第６位 草彅 太葵（2年）
3000ｍSC 第４位 能美 力也（１年）
5000ｍW 第３位 高貝 優陽（2年）
４×４００ｍR 第4位（髙橋 太陽、樋口 拓馬、草彅 太葵、千葉 洸之介）

走高跳 第3位 熊谷 颯一郎（2年）、第5位 齊藤 典大（1年）
走幅跳 第6位 山谷 颯大（2年）
三段跳 第4位 山谷 颯大（2年）
砲丸投 第4位 森元 俊（2年）
円盤投 第2位 千葉 嵩大（2年）

ハンマー投 第2位 森元 俊（2年）、
やり投 第3位 樋口 拓馬（2年）、第4位 石川 大雅（1年）、第5位 千葉 嵩大（2年）

八種競技 第2位 樋口 拓馬（2年）、第3位 齊藤 典大（1年）、第6位 石川 大雅（1年）
女子 フィールド総合 第6位

８００ｍ 第２位 赤倉 きらら（2年）
１５００ｍ 第５位 赤倉 きらら（2年）、第６位 近 南実（2年）
３０００ｍ 第４位 小松 歩愛（1年）、第５位 近 南実（2年）

20００ｍSC 第１位 大澤 ゆき乃（1年）
4×100ｍR 第５位（伊藤 順愛実、蓮沼 千怜、草彅 莉帆、赤倉 きらら）
4×400ｍR 第４位（赤倉 きらら、小松 歩愛、蓮沼 千怜、伊藤 順愛実）

走高跳 第３位 蓮沼 千怜（2年）、第４位 草彅 莉帆（1年）
走幅跳 第４位 蓮沼 千怜（2年）
やり投 第３位 赤倉 光姫（1年）



◎第5７回秋田県高等学校新人陸上競技大会（2018/９/6～9）
男子 混成総合 第４位

８００ｍ 第４位 髙橋 太陽（２年）、第７位 千葉 洸之介（１年）
１５００ｍ 第５位 青山 澪（２年）
５０００ｍ 第５位 青山 澪（２年）

走高跳 第５位 熊谷 颯一郎（２年）、第６位 齊藤 典大（１年）
三段跳 第７位 山谷 颯大（２年）
砲丸投 第８位 森元 俊（２年）
円盤投 第８位 千葉 嵩大（２年）
やり投 第４位 樋口 拓馬（２年）、第６位 千葉 嵩大（２年）、第７位 石川 大雅（１年）

八種競技 第４位 樋口 拓馬（２年）、第６位 齊藤 典大（１年）
女子2000ｍSC 第４位 大澤 ゆき乃（１年）

◎第６４回秋田県高等学校総合体育大会駅伝競走大会（2018/10/21）


