令和元年度 矢島高校 部活動 大会結果一覧
令和２年１月１０日現在
取りまとめ：特別活動部
バドミントン ○第12回国体記念春季高校バドミントン選手権大会（潟上市天王総合体育館）
４月27日 ダブルス男子１回戦 土田有津記・今野大介組 ２－０ 櫻庭・日景組（大館桂桜）
ダブルス男子１回戦 藤原 啓・小笠原寛哉組 ０－２ 石井・對馬組（能代松陽）
ダブルス男子２回戦 土田有津記・今野大介組 ０－２ 新藤・髙橋組（横手清陵）
土田有津記・今野大介組は、ダブルスでベスト３２進出。
４月28日 シングルス男子１回戦 土田有津記 ０－２ 三浦（大曲工業）
シングルス男子１回戦 藤 原
啓 ２－０ 川田（横手清陵）
シングルス男子１回戦 藤 原
啓 ０－２ 田口（秋田工業）
藤原啓は、シングルスでベスト３２進出。
シングルス女子１回戦 吉田怜歩 ０－２ 伊藤（秋田中央）
○中央支部総体（潟上市天王総合体育館）
５月10日 団体男子１回戦
矢島高 ２－３ 明桜高
ダブルス男子１回戦 藤原 啓・小笠原寬哉組 １－２ 佐々木・須田（仁賀保）
ダブルス男子１回戦 土田有津記・今野大介組 ２－０ 佐藤・佐々木（仁賀保）
５月11日 ダブルス男子２回戦 土田有津記・今野大介組 ２－０ 髙橋・佐々木（国学館）
ダブルス男子３回戦 土田有津記・今野大介組 １－２ 伊藤・福島（秋田南）
土田有津記・今野大介組は、ダブルスでベスト１６進出。全県総体出場権を獲得。
５月11日 シングルス男子１回戦 小笠原寬哉 ０－２ 関（五城目）
シングルス男子１回戦 土田有津記 ２－０ 五十嵐（秋田高）
シングルス男子１回戦 今野 大介 ２－０ 兵藤（仁賀保）
シングルス男子１回戦 藤 原
啓 ２－０ 小玉（五城目）
シングルス男子１回戦 齊藤 俊介 ０－２ 澤石（五城目）
シングルス男子２回戦 土田有津記 ２－０ 佐々木（国学館）
シングルス男子２回戦 今野 大介 ０－２ 水谷（秋田高）
シングルス男子２回戦 藤 原
啓 ０－２ 佐々木（秋田高専）
シングルス女子１回戦 吉田 怜歩 ２－１ 太田（美大付高）
シングルス女子２回戦 吉田 怜歩 ０－２ 中杉（秋田高）
５月12日 シングルス男子３回戦 土田有津記 ０－２ 藤本（秋田工業）
シングルス男子全県出場決定戦 土田有津記 １－０ 佐々木（秋田工業）
土田有津記は、シングルスでベスト２４進出。全県総体出場権を獲得。
○全県総体（能代市・能代総合体育館）
６月１日 団体男子１回戦
矢島 ３－０ 二ツ井
団体男子２回戦
矢島 ０－３ 大曲工業
６月２日 ダブルス男子１回戦 藤原 啓・小笠原寬哉組 ２－０ 小浜・加藤組（秋田修英）
ダブルス男子１回戦 土田有津記・今野大介組 ２－０ 小松田・佐藤組（横手城南）
ダブルス男子２回戦 藤原 啓・小笠原寬哉組 １－２ 佐々木・伊勢組（秋田南）
ダブルス男子２回戦 土田有津記・今野大介組 ２－０ 澤石・佐沢組（五城目）
ダブルス男子３回戦 土田有津記・今野大介組 ０－２ 田口・藤元組（秋田工業）
土田有津記・今野大介組は、ダブルスで全県ベスト３２に進出。
６月３日 シングルス男子１回戦 土田有津記 ０－２ 小野（能代松陽）
シングルス男子１回戦 今野 大介 ２－０ 新藤（秋田修英）
シングルス男子２回戦 藤 原
啓 ０－２ 高橋（秋田修英）
シングルス男子２回戦 今野 大介 ０－２ 荒河（能代松陽）
シングルス女子１回戦 吉田 怜歩 ２－１ 福田（六郷高）
シングルス女子２回戦 吉田 怜歩 ０－２ 厨川（新屋高）
○県民体育大会（由利本荘市・ナイスアリーナ）少年の部
６月28日 ダブルス少年男子 １回戦 藤原
啓・齊藤俊介組 ２－１ 高坂・坂田組（明桜高）
ダブルス少年男子 １回戦 土田有津記・今野大介組 ２－０ 佐々木・鎌田組（秋田工業）
ダブルス少年男子 ２回戦 藤原
啓・齊藤俊介組 ２－０ 高野・田山組（大館鳳鳴）
ダブルス少年男子 ２回戦 土田有津記・今野大介組 ２－０ 小畑・木村組（大館鳳鳴）
ダブルス少年男子 ３回戦 藤原
啓・齊藤俊介組 ０－２ 平野井・森田組（明桜高）
ダブルス少年男子 ３回戦 土田有津記・今野大介組 ２－１ 進藤・嶋田組（能代松陽）
ダブルス少年男子準々決勝 土田有津記・今野大介組 ２－０ 鎌田・斎藤組（大曲工業）
ダブルス少年男子 準決勝 土田有津記・今野大介組 １－２ 佐々木・熊谷組（秋田工業）
土田有津記・今野大介組は、ダブルス少年男子で全県３位入賞。
６月29日 シングルス少年男子 ２回戦 藤原
啓 ２－０ 田村（国学館）
シングルス少年男子 ２回戦 土田有津記 ２－０ 柴田（秋田工業）
シングルス少年男子 ２回戦 今野 大介 ２－０ 高橋（秋田工業）
シングルス少年男子 ２回戦 齊藤 俊介 ２－１ 乗田（明桜高）
シングルス少年男子 ３回戦 藤原
啓 ２－０ 加藤（由利工業）
シングルス少年男子 ３回戦 土田有津記 ２－０ 正木（由利工業）
シングルス少年男子 ３回戦 今野 大介 ２－０ 佐藤（国学館）
シングルス少年男子 ３回戦 齊藤 俊介 ０－２ 斎藤（大曲工業）
シングルス少年男子 ４回戦 藤原
啓 ２－０ 佐々木（西仙北）
シングルス少年男子 ４回戦 土田有津記 ２－０ 菅原（秋田工業）
シングルス少年男子 ４回戦 今野 大介 ２－１ 佐藤（仁賀保）
シングルス少年女子 １回戦 吉田 怜歩 ２－０ 長谷川（秋田中央）
シングルス少年女子 ２回戦 吉田 怜歩 ０－２ 高橋（大館鳳鳴）
６月30日 シングルス少年男子 ５回戦 藤原
啓 ０－２ 熊谷（秋田工業）
シングルス少年男子 ５回戦 今野 大介 ０－２ 高橋（明桜高）
シングルス少年男子 ５回戦 土田有津記 ２－０ 佐々木（仁賀保）
シングルス少年男子準々決勝 土田有津記 ０－２ 鎌田（秋田工業）
土田有津記はシングルス全県ベスト８進出、藤原啓・今野大介も同ベスト16進出。
○中央支部新人体育大会（秋田県立体育館）
10月24日 シングルス男子Ⅰ部 １回戦 齊藤俊介 ０－２ 小島（仁賀保）
○全県新人体育大会（秋田県立体育館）
12月１日 シングルス男子Ⅰ部 １回戦 齊藤俊介 ０－２ 大久保（六郷）

卓 球

○２０１９年度 秋田県春季卓球選手権大会（美郷町・美郷総合体育館リリオス）
４月20日 ダブルス男子１回戦 土田優希・原田昴組 ３－２ 佐藤・安部組（新屋高）
ダブルス男子１回戦 武川玖遠・佐藤涯組 ３－１ 武野・武野組（大曲高）
ダブルス男子２回戦 土田優希・原田昴組 ０－３ 金子・佐藤組（本荘高）
ダブルス男子２回戦 武川玖遠・佐藤涯組 ０－３ 森谷・太田組（大曲工業）
４月21日 シングルス男子２回戦 土田優希 ０－３ 高倉壮一郎（大曲農業）
シングルス男子２回戦 原田 昴 ０－３ 池田雅史（角館高）
シングルス男子２回戦 武川玖遠 １－３ 岩澤祥（大館桂桜）
シングルス男子２回戦 佐藤 涯 ０－３ 佐藤太一（新屋高）
シングルス女子１回戦 太田美里 ３－１ 村上綾香（本荘高）
シングルス女子２回戦 太田美里 １－３ 木村志乃（大館鳳鳴）
○中央支部総体（にかほ市象潟体育館）
５月10日 団体男子１回戦
矢島高 ０－３ 秋田高
団体男子順位決定１回戦 矢島高 ３－２ 金足農業
団体男子順位決定２回戦 矢島高 １－３ 由利高
５月11日 ダブルス男子１回戦 土田優希・原田昴組 ２－３ 佐藤・佐藤組（秋田高専）
ダブルス男子１回戦 武川玖遠・佐藤涯組 ３－１ 木村・佐藤組（秋田北）
ダブルス男子２回戦 武川玖遠・佐藤涯組 ０－３ 飯澤・高橋組（秋田商業）
ダブルス敗者復活戦 土田優希・原田昴組 １－３ 田中・丹波組（新屋高）
５月12日 シングルス男子１回戦 佐藤 涯 ０－３ 菅（秋田商業）
シングルス男子２回戦 武川玖遠 ３－０ 大井（金足農業）
シングルス男子２回戦 小沼 樹 ３－０ 伊藤（五城目）
シングルス男子２回戦 原田 昴 ２－３ 半田（明桜高）
シングルス男子２回戦 土田優希 ０－３ 魯（新屋高）
シングルス男子３回戦 武川玖遠 １－３ 小林（五城目）
シングルス男子３回戦 小沼 樹 １－３ 安田（金足農業）
シングルス敗者復活１回戦 原田昴 ３－０ 伊藤（男鹿工業）
シングルス敗者復活２回戦 原田昴 ０－３ 佐藤（本荘高）
シングルス女子１回戦 太田美里 ３－０ 鈴木（聴覚支援高等部）
シングルス女子２回戦 太田美里 ０－３ 戸田（聖霊女子短大付）
シングルス敗者復活１回戦 太田美里 ３－０ 竹内（本荘高）
シングルス敗者復活２回戦 太田美里 ３－０ 齋藤（秋田北）
太田美里は、シングルスで全県総体出場権を獲得。
○全県総体（由利本荘市・ナイスアリーナ）
６月１日 団体戦男子１回戦 矢島 ３－０ 雄勝
団体戦男子２回戦 矢島 ０－３ 大館桂桜
６月３日 シングルス女子１回戦 太田美里０－３ 柴田（雄物川）
○県民体育大会（由利本荘市・ナイスアリーナ）少年の部
７月６日 シングルス少年男子２回戦 小沼 樹 ０－３ 石戸谷（大館桂桜）
シングルス少年男子２回戦 佐藤 涯 ０－３ 芳賀（新屋高）
シングルス少年男子２回戦 武川玖遠 ２－３ 川上（桜中）
７月７日 シングルス少年女子２回戦 太田美里 ０－３ 佐藤（由利高）
○中央支部新人体育大会（にかほ市・象潟体育館）
10月25日 ダブルス男子１回戦 武川玖遠・佐藤涯組 ３－１ 能登谷・永井組（秋田北）
ダブルス男子２回戦 武川玖遠・佐藤涯組 ０－３ 佐藤・伊藤組（秋田高）
ダブルス男子敗者復活１回戦 武川玖遠・佐藤涯組 ０－３ 倉部・佐々木組（秋田北）
シングルス男子１回戦 佐藤 涯 ０－３ 畠山（本荘高）
シングルス男子２回戦 武川玖遠 １－３ 齋藤（秋田北）
シングルス男子２回戦 小沼 樹 ２－３ 能登（男鹿海洋）
シングルス男子敗者復活１回戦 武川玖遠 ３－２ 佐藤（秋田高専）
シングルス男子敗者復活２回戦 武川玖遠 ２－３ 大原（秋田工業）
10月26日 団体男子１回戦
矢島 ２－３ 男鹿海洋
団体男子順位決定２回戦 矢島 １－３ 新屋
シングルス女子２回戦 太田美里 ３－２ 菅（秋田北）
シングルス女子３回戦 太田美里 ２－３ 佐々木（和洋女子）
シングルス女子敗者復活２回戦 太田美里 ３－２ 小澤（秋田高）
シングルス女子敗者復活３回戦 太田美里 ３－０ 菅（秋田北） ※全県新人出場権を獲得。
○全県新人体育大会（大館市立田代体育館）
11月22日 団体男子１回戦 矢島 ３－０ 十和田
団体男子２回戦 矢島 ０－３ 秋田商業
11月23日 シングルス女子１回戦 太田美里 １－３ 奈良（大館鳳鳴）
なお、２月８日、秋田県総合卓球選手権大会に出場する予定。

バレーボール 部員不足のため、公式戦には不出場。
サッカー

部員不足のため、公式戦には不出場。
○中央支部総体（５月26日）に、サッカー競技の大会補助員として参加。

硬式野球

部員不在のため、現在休部中。

バスケット

部員不在のため、現在休部中。

吹奏楽

○矢島中学校入学式（矢島中高連携校・大体育館）
４月６日 由利本荘市立矢島中学校入学式にて合同演奏。
○バンドフェスタ2019（由利本荘市文化交流館カダーレ）
５月19日 矢島高校＆矢島中学校で合同演奏出演。
○本荘由利地区吹奏楽コンクール合評会（西目公民館シーガル）
６月29日、矢島高校＆矢島中学校で合同演奏。
○全日本吹奏楽コンクール第61回秋田県中央地区大会2019（由利本荘市文化交流館カダーレ）
７月６日 中学高校合同の部に出場「フラワー・クラウン」を演奏し、銀賞を受賞。
○矢島高校・矢島中学校合同定期演奏会（日新館・市民ホール）
10月26日 矢島産業文化祭の催しとして「夜桜お七」など多数を演奏。
○第61回 本荘由利地区吹奏楽祭（由利本荘市文化交流館カダーレ）
11月４日 矢島高校吹奏楽部は、合唱やトロンボーンを担当した。
○全日本アンサンブルコンテスト第42回秋田県中央地区予選（秋田市文化会館）
12月22日 管打４重奏、「詩人の恋」を演奏し、銅賞を受賞。

美

術

○第61回 秋田県美術展覧会（秋田市：秋田総合生活文化会館アトリオン）
６月28日～７月３日に展示 洋 画 部門 入選 「裁き」
２年Ａ組 佐藤優衣
洋 画 部門 入選 「世界秩序」 ２年Ａ組 柴田将貴
デザイン部門 入選 「率いるモノ」２年Ａ組 小野明莉
デザイン部門 入選 「零れ桜」
２年Ａ組 太田雄星
デザイン部門 入選 「朝夜の庭」 １年Ａ組 真坂美咲
○第52回 秋田県高等学校総合美術展（秋田市：秋田総合生活文化会館アトリオン）
11月９日～12日に展示 洋 画 部門 入選 「夢幻の世界」
２年Ａ組 柴田将貴
洋 画 部門 入選 「花鳥風月」
２年Ａ組 髙橋朱音
デザイン部門 推奨 「一部の代償」
３年Ｂ組 高橋優奈
デザイン部門 推奨 「きのこ」
２年Ａ組 佐藤優衣
デザイン部門 入選 「見えない不安」
２年Ａ組 小野明莉
デザイン部門 入選 「別れ」
２年Ａ組 太田雄星
デザイン部門 入選 「Ｍｒｓ.ヴィオレット」１年Ａ組 菅野 栞
○第42回 由利本荘・にかほ地区高校美術書道展（由利本荘市文化交流館カダーレ）
２月中に出品を予定しています。

ボランティア ５月25日
６月１日
７月28日
８月８日
10月27日
10月28日
２月８日
３月８日
茶

道

部外出場・受賞

５月12日
６月２日
８月25日
10月19日
10月26日
11月14日
１月５日
２月１日
３月８日

第10回 鳥海高原菜の花まつりボランティアに参加（矢島町桃野～南由利原高原）
由利本荘市矢島地域「敬老会」ボランティアに参加（矢島体育センター）
第33回矢島カップＭｔ.鳥海バイシクル大会ボランティアに参加（日新館・鳥海山善神給水所）
第15回 由利本荘市交通安全市民大会に、生徒会生活安全委員と参加（由利本荘市カダーレ）
令和元年度 赤い羽根共同募金運動ボランティアに参加（矢島産業文化祭）
秋田県心身障害者コロニーで清掃ボランティアに参加。２～３年生の福祉コース生徒と合同。
矢島冬まつりボランティアに参加する予定（矢島駅前広場とその周辺）。
由利本荘ひな街道・矢島ひなめぐり全校ボランティアを実施する予定（矢島町内）
生駒顕彰会・龍源寺主催「第17回 矢島茶会」に参加（龍源寺・八森苑・道益苑）
秋田県高等学校文化連盟 茶華道部会「千秋茶会」に参加（秋田市千秋公園）
第51回全県茶道祭（遠州流茶席）に参加（秋田市・秋田キャッスルホテル）
矢高祭にて「呈茶会」を開催（矢島高校小会議室）
龍現寺・由利高原鉄道主催「地域活性化ツアー茶道体験」を補助（金嶺山龍源寺）
令和元年度「文化芸術による子供の育成事業」第２回晩秋の茶会に参加（道益苑）
新年の初釜（由利本荘市石脇・清泉庵）に参加。指導者の工藤宗美さん宅で指導。
第７回 矢島子ども茶会（道益苑）を開催する予定。
由利本荘ひな街道・矢島ひなめぐり「呈茶会」を開催する予定（八森苑・道益苑）

○2019国際親善空手道選手権大会（主催：国際空手道連盟極真会館）東京都武蔵野の森総合スポーツプラザ
４月19日

ユースエリート75kg超級（高校男子の部）３年Ｂ組

菊地力生 ×－○ セルゲイ=コベレフ（ロシア代表）

○令和元年度 第26回 秋田県高等学校生徒商業研究発表大会（秋田市文化会館）
７月12日 渡辺大誉（３年Ａ組）、高橋優奈（３年Ｂ組）、佐藤智美・佐藤優衣・髙橋朱音（２年Ａ組）が
「やしまブランディングプロジェクト」を発表して全県準優勝し、東北大会への出場権を獲得する。

○令和元年度 第23回 東北六県高等学校生徒商業研究発表大会（山形市・山形テルサ）
８月24日 渡辺大誉（３年Ａ組）、高橋優奈（３年Ｂ組）、佐藤智美・佐藤優衣・髙橋朱音（２年Ａ組）が
秋田県代表として「やしまブランディングプロジェクト」を発表し「優良賞」を受賞した。

○第31回 全国高校生銃剣道大会（宮城県岩沼市総合体育館）
７月27日

個人戦

原田帆起（３年Ａ組）が秋田県代表として出場。

○第46回 東北総合体育大会銃剣道競技大会（福島県須賀川アリーナ）
８月24日

少年団体の部

原田帆起（３年Ａ組）が秋田県代表として出場。

○第15回ＩＰＡ情報モラル・セキュリティコンクール2019（主催：ＩＰＡ情報処理推進機構）
12月８日

優秀賞

１年Ａ組

佐藤彩花

○令和元年度 明るい選挙啓発ポスターコンクール（主催：公益財団法人明るい選挙推進協会）
11月２日

入選

１年Ａ組

菅野栞（由利本荘市で唯一の入選）

