
２学期　部活動大会等成績一覧 大館国際情報学院高校

大会名 種目等 成績
1 男子自由形50m 第２位

2 男子自由形100m 第２位

3 男子自由形200m 第３位

4 男子自由形50m 第３位

5 男子自由形100m 第３位

6 男子自由形200m 第２位

7 男子平泳ぎ100m 第１位

8 男子平泳ぎ200m 第１位

9 男子平泳ぎ200m 第２位

10 男子バタフライ100m 第１位

11 男子バタフライ200m 第１位

12 男子個人メドレー200m 第１位

13 男子個人メドレー400m 第１位

14 男子背泳ぎ100m 第３位

15 男子背泳ぎ200m 第１位
16 男子フリーリレー400m 第１位
17 男子メドレーリレー400m 第１位
18 女子自由形50m 第２位

19 女子個人メドレー400m 第１位

20 女子自由形400m 第２位

21 女子自由形800m 第２位

22 女子自由形400m 第３位

23 女子自由形800m 第３位

24 女子平泳ぎ100m 第１位

25 女子平泳ぎ200m 第１位

26 女子バタフライ100m 第１位

27 女子バタフライ200m 第１位
28 女子フリーリレー400m 第１位
29 女子メドレーリレー400m 第１位
30 男子自由形50m 第１位

31 男子自由形100m 第３位

32 男子自由形1500m 第３位

33 男子平泳ぎ200m 第３位

34 男子バタフライ200m 第２位

35 男子総合 第２位

36 女子平泳ぎ200m 第３位

37 女子バタフライ100m 第３位

38 女子バタフライ200m 第３位
39 女子メドレーリレー400m 第３位
40 女子総合 第３位

秋田県高等学校体育大会
県北地区　水泳競技

秋田県高等学校新人大会
水泳競技



大会名 種目等 成績
41 男子走幅跳 第１位

42 男子走幅跳 第３位

43 男子三段跳 第３位

44 男子400mH 第３位

45 女子1500m 第１位

46 女子3000m 第１位

47 女子1500m 第２位

48 女子3000m 第２位

49 女子100mH 第２位

50 女子800m 第３位

51 女子100m 第３位

52 女子トラック総合 第２位

53 女子総合 第５位

54 男子走幅跳 第３位

55 女子1500m 第２位

56 女子3000m 第２位

57 女子3000m 第３位

58
第２５回東北高等学校
新人陸上競技選手権大会

女子1500m 第５位

59 第６６回秋田県高等学校総合体育大会 女子駅伝競走第２区 第１位

60 男子個人組手76kg級 第１位

61 男子個人形 第１位

62 男子個人組手61kg級 第３位

63 男子個人形 第３位

64 男子個人形 第３位
65 男子団体組手 第３位
66 男子団体形 第１位
67 男子個人組手76kg級 第１位
68 男子団体形 第２位

69
第６２回県北高校新人体育大会

卓球競技
女子シングルス 第３位

70 女子52kg級 第３位

71 女子63kg級 第２位

72 女子団体 第２位

73
第６２回県北高校新人体育大会

バスケットボール競技
女子 第３位

74
第６２回県北高校新人体育大会

バスケットボール競技
男子 第４位

75 プログラミング部門個人戦 優勝

76 情報処理部門団体戦 第７位

77
第４１回全国商業高等学校協会
プログラミング・コンテスト

団体 優良賞

78 個人競技 第１位

79 読上算競技 第２位

80 読上暗算競技 第３位

81 個人競技 第３位

82 読上算競技 第３位

83 読上暗算競技 第３位

令和２年度秋田県高等学校新人大会
陸上競技

第６２回県北高校新人体育大会
空手道競技

令和２年度秋田県高等学校新人大会
空手道競技

第６２回県北高校新人体育大会
柔道競技

第１２回全国高等学校情報処理選手権

第５３回秋田県北部珠算競技大会

第５８回県北高校新人体育大会
陸上競技



大会名 種目等 成績
84 団体競技 第１位
85 個人競技 第２位

86 読上算競技 第２位

87 読上暗算競技 第３位

88 個人競技 第３位

89 読上算競技 第３位

90 読上暗算競技 第２位

91 個人競技 第３位

92 読上暗算競技 第３位

93 学校対抗の部 第１位

94 個人の部 特選

95 個人の部 準特選

96 個人の部 準特選

97 写真部門 特賞

98 写真部門
推奨
１１名

99 デザイン部門
入選
４名

100 絵画部門
入選
３名

101
第３８回秋田県高等学校
文芸作品コンクール

小説部門 第３席

102 第５１回大館市読書感想文コンクール 高校生の部 優秀作第３席

103 第５１回秋田県高校演劇発表会 生徒講評部門 最優秀賞

第７３回秋田県珠算競技大会

第３５回秋田県高等学校文化連盟
写真部会　県北支部展

令和２年度秋田県高校文化祭
総合美術展

令和２年度秋田県高校文化祭
総合美術展


