平成 23 年度 部活動大会報告及び活動報告（運動部）
●野球部
第 58 回春季東北地区高等学校野球山形県大会 田川地区予選
……………………………………………… 6－11 鶴岡南高校
9－10 加茂水産高校（雨天７回コールド）
第 93 回全国高等学校野球選手権山形大会
………………………………………………１回戦
2 回戦

5 – 2 南陽高校
0 – 17 酒田南高校（5 回コールド）

第 64 回秋季東北地区高校野球山形県大会 田川地区予選
………………………………………………１次予選(１回戦） 0 – 8 鶴岡東高校（7 回コールド）
2 次予選(1 回戦） 3 – 6 鶴岡工業高等専門学校
第 27 回秋季山形県高校野球大会（１年生大会） 田川地区予選
※加茂水産高校・庄内農業高校 合同チームにて出場
………………………………………………

1－ 7 鶴岡東高校

●サッカー部
田川地区高校総体春季大会
……………………………………………… 1 – 0 庄内総合高校
0 – 11 鶴岡南高校
田川地区高校総体秋季大会
……………………………………………… 0 – 11 羽黒高校
1 – 10 鶴岡中央高校
選手権大会
……………………………………………… 2 – 11 米沢興譲館
１年生大会
………………………………………………

0 – 5 鶴岡南高校
5 – 0 鶴岡中央高校

２戦０勝２敗０分（６位／７チーム中）

●男子バスケットボール部
田川地区高校総体春季大会
………………………………………………１回戦 103 – 60 加茂水産高校
２回戦

55 – 143 羽黒高校

代表決定戦 63 – 65 庄内総合高校
第５代表決定戦

74 – 93 鶴岡高専

庄内最北高等学校新人バスケットボール大会
………………………………………………１回戦 63 – 113 酒田西
田川地区高校総体秋季大会
………………………………………………１回戦 75 – 64 庄内総合
２回戦 30 – 148 鶴岡工業

●バレーボール部
田川地区高校総体春季大会
※鶴岡高専・庄内農業 合同チームにて出場
………………………………………………２部リーグ 対 2 – 0 山添高校
２部リーグ 対 2 – 0 鶴岡東高校（２部リーグ１位）
入替戦

対 0 - 2 鶴岡中央高校

県高校総体春季大会
※鶴岡高専・庄内農業 合同チームにて出場
………………………………………………１回戦 対 2 – 1 楯岡高校
２回戦 対 2 – 0 村山農業高校
３回戦 対 0 – 2 鶴岡北高校
田川地区高校総体秋季大会
※鶴岡高専・庄内農業 合同チームにて出場
………………………………………………２部リーグ 対 2 – 0 山添高校
入替戦

対 0 – 2 庄内総合高校

庄内最北高等学校新人バレーボール大会 男子
※鶴岡南・庄内農業 合同チームにて出場
………………………………………………１回戦 対 0 – 2 酒田東高校
第 80 回鶴南 OB 杯争奪バレーボール大会 男子
※鶴岡南・庄内農業 合同チームにて出場
………………………………………………1 回戦 対 0 – 2 鶴岡工業高校

●柔道部
田川地区高校総体春季大会
………………………………………………団体戦
リーグ戦 第５位 県大会出場
………………………………………………個人戦
＋１００ｋｇ級

１Ａ 渡部 嶺智

３位入賞

国体地区予選
………………………………………………個人戦
軽量級

２Ｃ

大瀧

紘

県大会出場

軽中量級

２Ｃ 本間 直樹

県大会出場

無差別

１Ａ

渡部 嶺智

県大会出場

田川地区高校総体秋季大会
………………………………………………団体戦
５校によるリーグ戦 第３位（県大会出場）
………………………………………………個人戦
－６０ｋｇ級

１Ｃ 五十嵐 翔 県大会出場

－６６ｋｇ級

２Ｃ 本間 直樹 県大会出場

＋１００ｋｇ超級
選手権大会地区予選
………………………………………………個人戦

１Ａ 渡部 嶺智 県大会出場

－６０ｋｇ級

１Ｃ 菊池

県大会出場

１Ｃ 五十嵐 翔

県大会出場

２Ｃ 松村 陽平

県大会出場

２Ｃ 大瀧
－７３ｋｇ級

努

紘

県大会出場

２Ｃ 本間 直樹

県大会出場

●剣道部
田川地区高校総体春季大会
……………………………………団体戦
男子 優勝
本間健太 小野寺聖也 齋藤慎 今井晶平 押井極 加藤啄弥 長南汰紀
女子 リーグ予選敗退
齋藤春菜 今井 亜里沙 今井 千里
……………………………………個人戦
男子

２位 加藤 啄弥 （２Ａ）
３位 今井 晶平 （２Ｃ）
３位 小野寺 聖也（３Ｃ）

県高校総体春季大会
……………………………………男子団体戦 第５位
……………………………………女子個人 齋藤春菜（３Ｃ） ベスト１６
田川地区高校総体秋季大会
……………………………………男子団体戦 優勝
……………………………………男子個人

第１位 加藤 啄弥 （２Ａ）
第３位 押井 極

（２Ｃ）

第５位 今井 昌平 （２Ｃ）
長南 汰紀（２Ｃ）
県高校総体秋季大会
……………………………………男子団体 ベスト 12
山形県国体予選剣道競技
……………………………………団体 ベスト８
平成２３年度鶴岡市剣道交流クラブ剣道大会
……………………………………個人戦
男子１位 今井 晶平（２Ｃ）
２位 長南 汰紀（２Ｃ）

●山岳部
田川地区高校総体春季大会……………優秀

●テニス部
田川地区高校総体春季大会
……………………………………団体

男子 ３位

ダブルス

女子 ２位
……………………………………シングルス 男子

３位 大瀧 康

男子 ３位 阿部 翔・大瀧 康
女子 ３位 五十嵐 沙織・松田 志野

６位 阿部 翔
女子 ３位 松田 志野
ベスト８ 五十嵐 沙織

以上 県大会出場

県高校総体春季大会
……………………………………団体

男子 一回戦 対 山形工業 １－２ 敗退
女子 一回戦 対 山形西

１－２ 敗退

……………………………………個人 ダブルス 男子 阿部 翔・大瀧 康 ２回戦敗退
女子 五十嵐 沙織・松田 志野 初戦敗退
シングルス

男子 阿部 翔 ２回戦敗退
大瀧 康 初戦敗退
女子 五十嵐 沙織 ２回戦敗退
松田 志野 初戦敗退

田川地区高校総体秋季大会
……………………………………団体

男子 ３位
女子 ３位

……………………………………個人 シングルス 女子 ２位 富樫 未歩
３位 石川 真子
藤島テニス大会
……………………………………ダブルス 男子 優勝 大瀧 康・成澤 真吾
女子 優勝 富樫 未歩・石川 真子
鶴岡オープンテニス大会
……………………………………シングルス 女子 ２位 五十嵐 沙織
３位 松田 志野
鶴岡Ｂ級選手権
……………………………………シングルス 女子 ２位 富樫 未歩
４位 石川 真子

●卓球部
田川地区高校総体春季大会
……………………………………………団体戦（地区６位）
１回戦

０－３ 鶴岡工業

順位決定戦 １回戦

３－１ 鶴岡中央

２回戦 ２－３

羽

黒

……………………………………………個人戦（県大会出場権取得ならず）
県高校総体春季大会
……………………………………………１回戦 ３－２ 米沢東
２回戦 ０－３ 山形工業 （ベスト１６）
県総体
……………………………………………出場 畑山祐人（2C）・石井耀平（2B）・菅翔太（1A）
山形県卓球選手権大会 田川地区予選
……………………………………………男子シングルス（ジュニア） ７名出場 初戦敗退
……………………………………………男子シングルス（一般）

２名出場 初戦敗退

……………………………………………男子ダブルス

２ペア出場 初戦敗退

田川地区高校総体秋季大会
……………………………………………団体戦
１回戦

０－３ 鶴岡高専

順位決定戦
１回戦

０－３ 鶴岡中央

７位決定戦 ３－１ 鶴岡南（８校中７位）
……………………………………………個人戦
７名出場。４名１回戦勝利したものの、2 回戦で敗退
第４５回鶴岡卓球協会会長杯争奪卓球選手権大会
……………………………………………団体２チーム出場
Ａチーム 予選ブロック２位通過 決勝トーナメント１回戦敗退
Ｂチーム 予選ブロック３位（決勝トーナメント進出ならず）

●ウエイトリフティング部
県高校総体春季大会
……………………………………………５３㎏級 ２位 小林克昌（２Ｃ）

※東北大会出場

５３㎏級 ３位 高橋亮太（２Ｃ）
５６㎏級 １位 丸山湧介（２Ｃ）

※東北大会出場

東北高校総体……………………………出場
田川地区高校総体秋季大会
……………………………………………学校対抗部 （団体） ３位
……………………………………………５６ｋｇ 優勝 石川道成 １Ｂ
〃
〃

２位 小林克昌 ２Ｃ
３位 高橋亮太 ２Ｃ

６２ｋｇ ２位 丸山湧介 ２Ｃ
〃

３位 本田康平 １Ａ

８５ｋｇ ２位 荒木魁人 １Ａ
県高校総体秋季大会
……………………………………………学校対抗の部（団体）準優勝

※全員県大会出場

……………………………………………５３㎏級 優勝 石川道成 （１Ｂ）
〃

２位 髙橋亮太 （２Ｃ）

６２㎏級 優勝 丸山湧介 （２Ｃ）
〃

２位 本多康平 （１Ａ）
※石川はジュニアユース県推薦選手に選ばれる。

