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新屋高校ＨＰ 部活動紹介

陸上競技部

短距離・長距離のほか、投てき種目にも取り組んでいます。

経験者はもちろんですが、初心者も頑張っています。

中央支部総体

男子フィールド総合 第２位

男子ハンマー投げ 第１位（３年秋元太陽）（大会新）

男子砲丸投げ 第１位（２年淡路雄一郎）

男子円盤投げ 第１位（２年淡路雄一郎）

女子フィールド総合 第３位

女子砲丸投げ 第１位（３年加藤志織）

女子円盤投げ 第１位（３年加藤志織）

女子 400mハードル 第２位（３年遠藤菜摘）

全県総体

女子 400mハードル 第４位（３年遠藤菜摘）（東北高校選手権大会出場）

女子砲丸投げ 第４位（３年加藤志織）（東北高校選手権大会出場）

中央支部新人

男子フィールド総合 第３位

男子ハンマー投 第１位（２年四津谷凌太 33m68）
男子円盤投 第２位（２年淡路雄一郎 32m52）
男子砲丸投 第３位（２年淡路雄一郎 10m73）

硬式野球部

甲子園出場を目標に頑張ります。

春季中央地区大会

１回戦 新屋高校２－１由利高校

２回戦 新屋高校５－８秋田中央高校

全国高等学校野球秋田大会

１回戦 新屋高校０－７五城目高校
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秋季中央地区大会

２回戦 新屋２－９由利

代表決定戦２回戦 新屋１０－３五城目

代表決定戦 新屋１－１０秋田

男子バスケットボール部

個性豊かなメンバーがたくさんいて楽しいです。やる気のある人、身長のある人大歓迎で

す。

全県総体

２回戦 新屋高校１０１－４１西仙北高校

３回戦 新屋高校６５－８５湯沢高校

第４７回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会秋田県予選

１回戦 新屋７９－６５六郷

２回戦 新屋１８－２０８能代工業

中央支部新人

予選リーグ

新屋５９－１０３秋田

新屋４０－１０９明桜

新屋５６－８６由利工業

女子バスケットボール部

すべての笑顔はここから始まる。

秋田県春季男女総合バスケットボール選手権大会

１回戦 新屋高校７４－６７湯沢翔北高校Ｂ

２回戦 新屋高校６６－４６金足農業高校

準々決勝 新屋高校６２－１００和洋女子高校Ａ

中央支部総体

１回戦 新屋高校１１６－５９聖霊高校

２回戦 新屋高校７６－１０７秋田中央高校
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全県総体

１回戦 新屋高校６６－７４秋田南高校

県民体育大会

１回戦 新屋高校１０７－４３十和田高校

２回戦 新屋高校５８－９４和洋女子高校

第４７回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会秋田県予選

２回戦 新屋８５－７３角館

準々決勝 新屋７０－１１５秋田和洋女子（ベスト８）

中央支部新人

予選リーグ

新屋８３－４５聖霊

新屋８３－６９秋田南（予選リーグ１位）

決勝リーグ進出決定戦

新屋８６－６４由利

決勝リーグ

新屋６４－８９秋田和洋女子

新屋４９－９５秋田中央

新屋７５－７３秋田商業（第３位）

全県新人

予選リーグ

新屋７５－５９能代

新屋４３－１２９湯沢翔北（予選リーグ２位）

決勝リーグ進出決定戦

新屋４０－９１秋田和洋女子（ベスト８）
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男子テニス（硬式）

真摯にテニスというスポーツに取り組むことが出来る人、歓迎します。

中央支部総体

ダブルス ベスト８（３年高嶋晟太郎・３年佐藤涼）

ダブルス ベスト１６（３年新井理識・３年鈴木泰河）

全県総体

団体 ２回戦 新屋高校０－３明桜高校

シングルス ベスト１６（３年高嶋晟太郎）

ダブルス ベスト１６（３年高嶋晟太郎・３年佐藤涼）

県民体育大会

ダブルス ベスト１６（３年高嶋晟太郎・３年佐藤涼）

ダブルス ベスト１６（２年赤沼禎基・２年細谷颯騎）

女子テニス（硬式）

一人一人目標をもって練習に取り組んでいます。未経験者も大歓迎です。

中央支部総体

ダブルス ベスト１６（３年白渡楓菜・３年神成莉菜）

全県総体

団体 １回戦 新屋高校１－２西目高校

ダブルスベスト１６（３年白渡楓菜・３年神成莉菜）

県民体育大会

ダブルス ベスト１６（３年神成莉菜・３年石井瑠菜（秋田商業）合同ペア）

中央支部新人

シングルス ベスト１６（１年斉藤未玖）
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卓球部

男女一緒に仲良く、楽しんで活動をしています。

経験者はもちろん、やる気さえあれば初心者もがんばっています。

中央支部総体

男子団体 予選トーナメント 新屋高校０－３秋田高校

順位決定トーナメント１回戦 新屋高校３－２五城目高校

２回戦 新屋高校３－１男鹿海洋高校

３回戦 新屋高校１－３明桜高校

男子ダブルス予選 ３回戦進出（３年渡辺伊織・２年藤野優太郎）

男子シングルス予選 ３回戦進出（１年大石峻、２年菅原尚樹、３年田村晃大、

３年鎌田慧祐）

女子団体（新屋・国学館合同）１回戦 新屋高校１－３五城目高校

）（全県総体出場）

全県総体

男子団体 １回戦 新屋高校０－３湯沢翔北高校

ソフトボール部

私達は「礼儀、挑戦、自主性」を目標に日々の練習に取り組んでいます。

経験者も未経験者も大歓迎です。

全県総体 第３位

県体 少年女子第３位

中央支部新人 第３位
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サッカー部

ＩＨ出場と冬の高校サッカー選手権大会出場を目標に日々練習しています。

サッカーに対する熱い情熱を持っている人はぜひ入部してください。

中央支部総体 第２位

全国高校サッカー選手権大会秋田県大会 第３位

中央支部新人 第２位

全県新人 第１位（東北新人サッカー大会出場）

水泳部

入部希望者は外部のスイミングスクールに入会してからになります。

新屋高校のプールは、現在使用できません。

中央支部総体

男子 800m自由形 第４位（３年三浦卓真）

男子 400m自由形 第７位（３年三浦卓真）

男子 200m自由形 第７位（２年貴志洸斗）

全県新人

男子 50ｍ自由形決勝 第８位（２年須藤創太 27秒 93）
女子 100m自由形決勝 第８位（１年鈴木日和 1分 12秒 50）
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剣道部

現在１・２年生部員１１名で切磋琢磨しながら頑張っています。そしてインターハイに行

きましょう。

中央支部総体

男子団体 第２位

秋田県剣道段別選手権大会

男子３段の部 第２位（３年菅原拓真）

男子２段の部 第３位（２年石田唯樹）

全県総体

男子団体 第３位（東北高校選手権大会出場）

男子個人 第２位（３年横山凌太）（インターハイ出場、東北高校選手権大会ベスト８）

男子個人 優秀選手賞（３年横山凌太）

全国高等学校総合体育大会（インターハイ）

男子個人 １回戦 横山凌太０－１福田（佐賀・龍谷）

弓道部

私達弓道部は全員初心者からのスタートです。

高校３年間で自分の成長を感じながら、みんな楽しく弓を引いています。

ぜひ一度弓道場に足を運んでみてください。

中央支部総体

男子団体 第２位

全県総体

男子団体 順位なし（前年度優勝校として東北高校選手権大会出場）

個人男子 第２位（２年太田弘人）（インターハイ、東北高校選手権大会出場）

男子個人 優秀選手賞（２年太田弘人、２年渡邉将大）
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女子個人 優秀選手賞（３年八柳沙名）

東北高校選手権大会

男子団体 第２位

男子個人 第３位（２年太田弘人）

県民体育大会

男子団体総合 第３位

近的男子団体 第１位

近的男子個人 第１位（２年太田弘人）

全国高等学校総合体育大会（インターハイ）

男子個人 決勝進出（２年太田弘人）

中央支部新人

男子団体 第１位

男子個人 第２位（２年千田健太）

全県新人

男子団体 第３位

男子個人 第１位（２年太田弘人）

第２位（１年畠山祐輝）

東北高等学校弓道選抜大会

男子個人 第５位（２年太田弘人）

全国高校弓道選抜大会

男子個人 第１７位タイ（２年太田弘人）

秋田県冬季弓道大会

男子団体 第２位（東日本高等学校弓道大会出場決定）

女子団体 第２位（東日本高等学校弓道大会出場決定）

東日本高等学校弓道大会

男子団体５人制 優勝
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バドミントン部

バドミントン部は５年連続インターハイに出場することができました。

国体記念春季高校バドミントン選手権大会

女子シングルス 第１位（２年佐々木ひなの）

女子ダブルス 第２位（２年佐々木ひなの・２年小形日和）

中央支部総体

女子学校対抗 第３位

女子シングルス 第１位（２年佐々木ひなの）

女子ダブルス 第２位（２年佐々木ひなの・２年小形日和）

全県総体

女子学校対抗 第２位（東北大会出場）

女子シングルス 第２位（２年佐々木ひなの）（インターハイ、東北大会出場）

女子ダブルス 第３位（２年佐々木ひなの・２年小形日和）（東北大会出場）

東北高校選手権大会

女子学校対抗 １回戦 新屋３－１（弘前学院聖愛・青森）

準々決勝 新屋０－３（富岡ふたば未来学園・福島）

女子ダブルス １回戦 佐々木ひなの・小形日和２－０加藤彩音・遠藤育帆

（聖ウルスラ学院英智・宮城）

２回戦 佐々木ひなの・小形日和０－２仁平菜月・吾妻咲弥

（富岡ふたば未来学園・福島）

女子シングルス １回戦 佐々木ひなの１－２松好奏海（前沢・岩手）

県民体育大会

少年女子１部ダブルス 第２位（２年佐々木ひなの・２年小形日和）

〃 １部ダブルス 第３位（２年滝沢優奈・２年今野晴恵）

〃 １部シングルス 第２位（２年佐々木ひなの）（国体、ミニ国体出場）

全国高等学校総合体育大会（インターハイ）

女子シングルス １回戦 佐々木ひなの２－０ 安楽南美（鹿児島女子・鹿児島）

２回戦 佐々木ひなの０－２ 海老原詩織（作新学院・栃木）
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全日本ジュニア選手権秋田県予選会

女子ダブルス 第２位（２年佐々木ひなの・２年小形日和）

〃 第３位（２年滝沢優奈・２年今野晴恵）

〃 第３位（１年伊藤日和・２年辻永嘉奈子）

女子シングルス第１位（２年佐々木ひなの）（全日本ジュニア選手権出場）

第３５回全日本ジュニアバドミントン選手権大会（愛媛大会）出場

（秋田県代表 ２年佐々木ひなの）

中央支部新人

女子学校対抗 第２位

女子シングルス 第３位（２年佐々木ひなの）

女子ダブルス 第１位（２年佐々木ひなの・２年小形日和）

女子ダブルス 第３位（２年滝沢優奈・２年今野晴恵）

第７１回国民体育大会（いわて国体）出場（２年佐々木ひなの）

全県新人

女子学校対抗 第１位（全国選抜大会、東北大会出場）

女子シングルス 第１位（２年佐々木ひなの 東北大会出場）

女子ダブルス 第３位（２年佐々木ひなの・２年小形日和）

女子ダブルス 第３位（２年滝沢優奈・２年今野晴恵）

第１５回日本バドミントンジュニアグランプリ 2016（仙台市）出場（２年佐々木ひなの）

全国高等学校選抜バドミントン大会東北地区予選会

女子学校対抗（ベスト８）

女子シングルス 第３位（２年佐々木ひなの）
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吹奏楽部

春はフレッシュコンサート、夏はコンクール、秋は定期演奏会と、１年を通じて毎日一所

懸命に活動しています。

９月４日（日）ブラスフェスタに出演（エリアなかいち、11:30～）
11月 12日（土）秋田県警察音楽隊定期演奏会に賛助出演（県民会館、13:00～）
11月 23日（水・祝）第 31回定期演奏会（県民会館、17:30～）

全日本吹奏楽コンクール５８回秋田県中央地区大会

金賞

全日本吹奏楽コンクール５８回秋田県大会

銀賞

全日本アンサンブルコンテスト第３９回秋田県中央地区予選

木管８重奏 金賞

打楽器５重奏 銀賞

全日本アンサンブルコンテスト第３９回秋田県大会

木管８重奏 銀賞

文芸部

経験者もそうでない人もやる気があれば大歓迎です。

高文連の活動、文化祭展示、部誌の販売の他に外部の

コンクールにも応募しています。

第３４回秋田県高等学校文芸コンクール

短歌部門 佳作（３年川村美佳）
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演劇部

６月１１日～１２日の中央支部高校演劇研究発

表講習会にて、「スイミー、部活入るってよ。」

を上演しました。役者と裏方合わせて２０名で、

個々の能力を生かした舞台を作り上げることが

できました。現在は１０月に控えたコンクール

に向け日々練習を積んでいます。

第６６回中央地区高校演劇コンクール 最優秀賞

秋田県高等学校演劇発表会 優秀賞

写真部

一人ひとりの個性が輝く部活です。

各種写真展・大会への出品等の活動をしています。３階生物室で活動しています。

英会話部

ＡＬＴの先生と一緒に英会話をしています。

生の英語にふれることで、授業とはまた違った楽しみもあると思います。
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理科研究部

大森山動物園に生息する絶滅危惧種の淡水魚の保全活動や、ドローンを使った県内のセキ

レイ類の生態研究等を主なテーマとして活動しています。男鹿半島や鳥海山、駒ヶ岳等へ

の野外巡検も行っています。

（財）齋藤憲三・山﨑貞一顕彰会 研究助成認定

研究テーマ「秋田県におけるセキレイ類の生態

と分布の研究②」

第５１回秋田県児童・生徒理科研究発表大会

齋藤憲三・山﨑貞一賞

秋田市塩曳潟における希少淡水魚と二枚貝の生態の研究

（１年秋山峻哉・１年吉野繭花）

秋田県内におけるセキレイ類の生態の研究 （１年雄鹿由莉香・１年嘉藤俊介）

美術部

描くこと、つくること、色、形、素材を組み合わせていろんなアートをしています。展覧

会の制作やデッサンなど一緒にがんばってみませんか。

秋田県美術展覧会

デザイン 入選（１年松渕優蘭）

デザイン 入選（１年佐々木瑠菜）

第４９回秋田県高等学校総合美術展

絵画部門 入選（３年駒野ほのか）

入選（３年三浦菜々子）

入選（１年小場綾奈）

入選（１年小松優月）

入選（１年佐々木瑠菜）

入選（１年松渕優蘭）
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茶道部

週に１、２回先生が来校され、茶道について基礎から教えてくださいます。

初心者でも楽しく和気あいあいとした雰囲気で茶道の作法を身につけられます。

書道部

部員同士の仲が良く、全県席書大会や高校総合美術展出品に向けて楽しく活動しています。

軽音楽同好会

平成２６年度にできた新しい同好会です。経験者はもちろん初心者の方も大歓迎です！！

３階視聴覚室で活動しています。
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その他

あきた県民文化芸術祭 2016秋田県青少年音楽コンクール第２０回記念大会
ピアノ部門 金賞（３年伊藤優美）

管・打楽器部門 金賞（３年髙橋太一郎）

銀賞（２年長谷川駿）

平成２８年度秋田県高等学校新聞コンクール

優秀賞、企画賞

平成２９年度全国高校総合文化祭宮城大会出品決定

第２４回秋田県高等学校総合文化祭

テーマ部門 最優秀賞（１年松渕優蘭）

佳作（１年佐々木愛実）


