平成 24 年度 部活動大会報告及び活動報告（運動部）
●野球部
第 59 回春季東北地区高等学校野球山形県大会 田川地区予選
…………………………………………… 0－ 7 酒田光陵高校（７回コールド）
１－１１ 鶴岡工業高校（６回コールド）
第 94 回全国高等学校野球選手権山形大会

１回戦

１–14 酒田光陵高校

第 65 回秋季東北地区高校野球山形県大会 田川地区予選
※加茂水産高校・庄内農業高校・山添高校 合同チームにて出場
……………………………………………１次予選(１回戦）

4 – 14 鶴岡南高校（5 回コールド）

2 次予選(1 回戦）

4 – 6 鶴岡中央高校

３次予選（１回戦） 不戦勝 庄内総合高校
３次予選（２回戦） 3 – 13 鶴岡工業高校（６回コールド）

●サッカー部
田川地区高校総体春季大会……………… 0 – 10 鶴岡工業高校

0 – 3 鶴岡中央高校

11 – 3 加茂水産高校

0 – 2 庄内総合高校

田川地区高校総体秋季大会……………… 1 – 2

鶴岡高専

1 – 2

鶴岡中央高校 1 - 5 鶴岡南高校

1 – 6

鶴岡工業高

選手権大会………………………………… 0 – 3 米沢興譲館
１年生大会（庄内総合高校との合同チーム）
……………………

1 – 4

羽黒高

1 – 2 鶴岡中央高校

●男子バスケットボール部
第６４回藤井杯・高野杯山形県高等学校バスケットボール選手権大会……１回戦 ８３－８２ 山形明正高等学院
２回戦 ３０－１６０ 米沢中央高校
田川地区高校総体春季大会…………………………………１回戦 １５－１４８ 鶴岡南高校
代表決定リーグ戦 ７９－７５ 庄内総合高校
５６－７９ 加茂水産高校
田川地区高校総体秋季大会………………………………１回戦 ２２－１６４ 羽黒高校

●バレーボール部
田川地区高校総体春季大会・・・・・・・・・・・・・・・・２部リーグ

０ ― ２ 鶴岡南高校
２ ― ０ 鶴岡東高校
１ ― ２ 山添高校

県高校総体春季大会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２回戦

０ ― ２ 長井工業高校

「西川杯」争奪高等学校バレーボール大会・・・・・１回戦

０ ― ２ 酒田西高校

●柔道部
田川地区高校総体春季大会………………団体戦 リーグ戦

県大会出場

………………………………………個人戦 –６６ｋｇ級
国体地区予選………………………………個人戦
田川地区高校総体秋季大会……………団体戦

軽量級

本間 直樹（３Ｃ）

県大会出場

渡邊 元夢（２Ｃ）

県大会出場

５校によるリーグ戦 県大会出場

…………………………………………個人戦 –６６ｋｇ級

川井 翔（２Ｃ） 県大会出場

-６６ｋｇ級

渡邊 元夢（２Ｃ） 県大会出場

選手権大会地区予選……………………個人戦 –６６ｋｇ級

渡邊 元夢（２Ｃ）
川井

翔（２Ｃ）

県大会出場
県大会出場

●剣道部
田川飽海地区高校総体春季大会……………団体戦 男子 優勝
加藤啄弥 押井極 今井晶平 長南汰紀 薮田凌也 齋藤輝 菅原義弘
…………………………………………個人戦 男子 ３位 加藤 啄弥（３Ａ）
県高校総体春季大会……………………男子個人戦 2 位 薮田凌也（２A） インターハイ・東北大会出場
玉竜旗高校剣道大会……………………男子団体

4 回戦進出

田川地区高校総体秋季大会……………男子個人戦 3 位 菅原義弘（２C）
県高校総体秋季大会……………………男子個人戦 3 位 菅原義弘（２C）
国体東北ブロック予選剣道競技…………男子団体 県選抜チーム 加藤 啄弥（３Ａ） 薮田凌也（２A）
平成２４年度鶴岡市剣道交流クラブ剣道大会………………個人戦 男子 １位 加藤啄弥（３A）
２位 今井晶平（３Ｃ）

●山岳部
田川地区高校総体春季大会……………男子 優秀

女子 優秀

田川地区高校総体秋季大会……………男子 最優秀

女子 優秀

●テニス部
田川地区高校総体春季大会・・・・・・・・・・団体

男子 １位

・・・・・・・・・・個人戦 ダブルス

女子 １位
男子 ３位 成澤 真吾・菅原 晴貴
女子 １位 富樫 未歩・遠田 美陽

シングルス 男子 ５位 成澤 真吾
女子 １位 富樫 未歩
２位 石川 真子
県高校総体春季大会・・・・・・・・・・・・・・・・団体

以上 県大会出場

男子 ２回戦 対 長井工業 ２－１
３回戦 対 日大山形 ０－２ 敗退
女子 ２回戦 対 山形学院 ２－０
３回戦 対 日大山形 ０－２ 敗退

・・・・・・・・・・・・・・・・・個人戦 ダブルス

男子 成澤 真吾・菅原 晴貴 ２回戦敗退
女子 富樫 未歩・遠田 美陽 １回戦敗退

シングルス 男子 成澤 真吾 １回戦敗退
女子 富樫 未歩 初戦敗退
石川 真子 ２回戦敗退
田川地区高校総体秋季大会・・・・・・・・・・団体

男子 ２位

女子 ３位（人数足りず）

・・・・・・・・・・・個人戦 ダブルス

男子 ３位 星川 孝太郎・佐藤 快瞳
女子 １位 石川 真子・佐藤 友香

シングルス 男子 １位 佐藤 快瞳
３位 星川 孝太郎
女子 １位 石川 真子
３位 佐藤 友香
県高校総体秋季大会・・・・・・・・・・・・・・・・・・団体

以上 県大会出場

男子 １回戦 対 東根工業 ３－２
２回線 対 山形工業 ０－３ 敗退

・・・・・・・・・・・・・・・・・個人戦 シングルス 男子 佐藤 快瞳 初戦敗退
星川 孝太郎 初戦敗退
女子 石川 真子 初戦敗退
佐藤 友香 初戦敗退
鶴岡オープンテニス大会・・・・・・・・・・・・ダブルス

女子 ２位 富樫 未歩・遠田 美陽
３位 石川 真子・佐藤 友香

シングルス 女子 ２位 石川 真子
３位 富樫 未歩
鶴岡 B 級選手権・・・・・・・・・・・・・・・・・・シングルス 男子 １位 佐藤 快瞳
３位 斉藤 仁志

丸山 高世

女子 １位 石川 真子
藤島テニス大会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ダブルス

女子 １位 富樫 未歩・石川 真子

混合 ２位 成澤 真吾・佐藤 友香

●卓球部
田川地区高校総体春季大会……………団体戦（地区７位）
順位決定戦

１回戦

０－３ 鶴岡高専

１回戦

１－３ 鶴岡中央

７、８位決定戦

３－１ 鶴岡南

…………………………………………個人戦（シングルス ２Ａ 菅 翔太 県大会出場権獲得）
県高校総体春季大会・・・・・・・・・・・・・・・・個人戦 シングルス ２Ａ 菅 翔太 １回戦敗退
国体地区予選・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・個人戦（シングルス ２Ａ 菅 翔太 県大会出場権獲得）
国体県予選……………………………………出場 菅翔太（２A）
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） ４名出場
２Ａ 菅 翔太 須田雄大 県大会出場権獲得
…………………………………………………男子シングルス（一般）
…………………………………………………男子ダブルス
田川地区高校総体秋季大会………団体戦

１回戦

４名出場 県大会出場権獲得ならず
２ペア出場 県大会出場権獲得ならず

２－３ 鶴岡高専

順位決定戦 １回戦
６、７位決定戦 ３－１ 羽黒

２－３ 鶴岡南
（７校中６位）

……………………………………個人戦

４名出場。１、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（羽黒高と合同で出場）
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
田川地区高校総体春季大会・・・・学校対抗の部 準優勝
・・・・５３㎏級 第１位
〃

石川道成（２Ｂ）

第３位 小林克昌（３Ｃ）

６２㎏級 第１位 丸山湧介（３Ｃ）
〃

第３位 本多康平（２Ａ）

県高校総体春季大会・・・・・・・学校対抗の部 準優勝
・・・・・・・５３㎏級 第１位 髙橋亮太（３Ｃ）インターハイ・東北大会出場
〃

第３位 小林克昌（３Ｃ）

５６㎏級 第１位 石川道成（２Ｂ）インターハイ・東北大会出場
６２㎏級 第１位 丸山湧介（３Ｃ）インターハイ・東北大会出場
〃

第３位 本多康平（２Ａ）

東北総体（青森県八戸市）
・・・・・・５３㎏級

髙橋亮太（３Ｃ）

スナッチ

５６㎏ ７位

クリーン＆ジャーク ７５㎏ ７位
トータル
５６㎏級

１３１㎏ ７位
石川道成（２Ｂ）

スナッチ

７０㎏ ７位

クリーン＆ジャーク ９０㎏ ７位
トータル
６２㎏級

１６０㎏ ７位
丸山湧介（３Ｃ）

スナッチ

７０㎏ ９位

クリーン＆ジャーク ９０㎏ ９位
トータル
インターハイ（石川県珠洲市）
・・・・５３㎏級

１６０㎏ ９位
髙橋亮太（３Ｃ）

スナッチ

６０㎏ ４６位

クリーン＆ジャーク ７９㎏ ３７位
トータル
５６㎏級

１３９㎏ ４０位
石川道成（２Ｂ）

スナッチ

７２㎏ ３３位

クリーン＆ジャーク ９３㎏ ２６位
トータル
６２㎏級

１６５㎏ ２９位
丸山湧介（３Ｃ）

スナッチ

７７㎏ ４２位

クリーン＆ジャーク ９４㎏ ４４位
トータル

１７１㎏ ４２位

国体山形県予選大会・・・・・・・・・学校対抗の部 ３位

・・・・・・・・・５３㎏級 第１位 髙橋亮太 （３Ｃ）
〃

第３位 小林克昌 （３Ｃ）

５６㎏級 第１位 石川道成 （２Ｂ）国体県代表選手
６２㎏級 第２位 本多康平 （２Ａ）
〃

第３位 向吉勇輝也（２Ｃ）

国民体育大会（岐阜県土岐市）
・・・・５３㎏級に県代表として参加
スナッチ

７０㎏ １１位

クリーン＆ジャーク ９０㎏ １２位
トータル

１６０㎏ １１位

田川地区高校総体秋季大会・・・・・学校対抗の部

３位

・・・・・５６㎏級 第１位 石川道成 （２Ｂ）
６２㎏級 第２位 本多康平 （２Ａ）
〃

第３位 向吉勇輝也（２Ｃ）

県高校総体秋季大会・・・・・・・・学校対抗の部

３位

・・・・・・・・５６㎏級 第１位 石川道成 （２Ｂ）
６２㎏級 第２位 本多康平 （２Ａ）
〃

第３位 栗田幹也 （１Ｃ）

●バドミントン同好会
田川地区高等学校総合体育大会春季大会・・・・・男子学校対抗

第６位

山形県高等学校春季バドミントン競技・・・・・・・・男子個人シングルス 参加出場
女子個人シングルス 参加出場
山形県高等学校総合体育大会・・・・・・・・・・・・・・男子団体

１回戦敗退

女子団体

１回戦敗退

国民体育大会夏秋季大会山形県予選会田川地区予選会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・男子個人シングルス 松浦卓郎（３Ｃ）

２回戦敗退

阿久津翔太（１Ｃ）
齋藤潤（１Ｃ）

２回戦敗退

女子個人シングルス 日向結香（３Ｃ）

２回戦敗退

五十嵐加奈（３Ｃ）
田川地区総合体育大会秋季大会・・・・・・・・・・男子学校対抗

２回戦敗退

第５位

男子個人シングルス 齋藤潤（１Ｃ）
齋藤智史（１Ａ）
三浦竜馬（１Ｃ）
ダブルス

２回戦敗退

２回戦敗退
２回戦敗退
２回戦敗退

富樫聖哉・阿久津翔太組

２回戦敗退

