
 
コロナに負けずに頑張っています！！ 

◎春季大会 
・運動部 

    ○バレーボール部  第２位 

◎高校総体 

・運動部 
○ソフトテニス部 
  団体戦  ベスト８ 

個人戦  第３位 吉田、柴崎 

 

 

 

 

 

○バレーボール部  第２位 

          濵澤、安藤、妻神、根岸、織笠、小松、鳥谷部、辻村、 

          毛糠、佐藤、尾ヶ瀬、山田、市村、神代、下浅、工藤 

   ・文化部 
○珠算部  第６８回全国高等学校ビジネス計算競技大会青森県予選会 

 珠算の部 
団体 第１位 松田、沢居、熊野 
個人総合 

第１位 松田   第２位 沢居   第３位 熊野 
第４位 小野寺  第５位 木村   第６位 細田 

      種目別 読上暗算 
第１位 熊野   第２位 沢居   第３位 細田 
第４位 新舘   第５位 小野寺 

      種目別 応用計算 
第１位 熊野   第２位 沢居   第３位 細田 
第４位 小野寺  第５位 新舘   第６位 松田 

      種目別 読上算 
第１位 熊野   第２位 沢居   第３位 新舘 
第４位 松田   第６位 細田 

 

 

祝 インターハイ出場！！ 

ソフトテニス部 個人戦  吉田・柴崎 ペア 



 

     電卓の部 
団体 第１位 大山、佐々木、磯沼 
個人総合 

第１位 大山   第２位 佐々木   第３位 磯沼 
第４位 前田   第５位 大久保   第６位 小西 

      種目別 応用計算 
第１位 佐々木  第２位 大山    第３位 大久保 

         第４位 前田   第５位 小西    第６位 山内 

      種目別 読上算 
第１位 大久保  第２位 大山    第３位 能方 

         第４位 小西   第５位 中野    第５位 佐々木 

○簿記部  第３７回全国高等学校簿記競技大会青森県予選会 
      団体 第１位 古泊、田中、向山 

個人 
第２位 古泊   第４位 田中    第５位 向山 

○ワープロ部  第６８回全国高等学校ワープロ競技大会青森県予選会 
団体 第１位 大槻、松田、志村 
個人 

         第１位 大槻   第２位 松田    第６位 志村 

○ITA 部   第３３回全国高等学校情報処理競技大会青森県予選会 
団体 第１位  蛯名、芦沢、鈴木、昆 
個人  

第１位 蛯名   第２位 芦沢 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 

コロナ禍の中、開催も危ぶまれまし

たが、各大会での各部の健闘が光り

ました！！２年連続の５冠達成は

快挙です！！ 

祝 ２年連続、５冠達成！！ 

簿記、ワープロ、ＩＴＡ、珠算（珠算・電卓） 



  ◎全国大会 
    ○ワープロ部  令和３年度 第６８回 全国高等学校ワープロ競技大会 
      団体 第３位 大槻、松田、志村、野月 
      個人 優良賞 大槻 

佳良賞 松田 
 
    ○珠算部  令和３年度 第６８回 全国高等学校ビジネス計算競技大会 
      珠算の部 団体 第５位 松田、沢居、熊野、小野寺 
      珠算の部 個人 佳良賞 沢居、熊野 
      電卓の部 個人 佳良賞 磯沼 
 

◎全国大会 予選 
○女子バレーボール部 

第７４回全日本バレーボール高等学校選手権大会青森県代表決定戦  第２位 
濵澤、安藤、妻神、根岸、織笠、小松、鳥谷部、辻村 
毛糠、佐藤、尾ヶ瀬、山田、市村、神代、下浅、工藤 

 
○野球部 

第１０３回全国高等学校野球選手権青森大会  ベスト１６ 
 

◎新人戦（秋季大会） 
 ・運動部 

    ○バレーボール部  第３７回上十三地区高等学校新人バレーボール大会  第２位 
 

  ○バドミントン部 令和３年度青森県南高校新人バドミントン選手権大会 
    女子ダブルス  第３位  濱田、鶴ケ﨑 
    女子シングルス 第５位  濱田 

 
・文化部 
○珠算部  令和３年度青森県高等学校ビジネス計算新人競技通信大会 
 珠算の部 

団体 第１位 
松田、細田、新舘 

個人総合 
第１位 松田  第２位 細田  第３位 新舘 

 
     電卓の部 

団体 第１位 磯沼、山内、明戸 
個人総合 

第１位 磯沼  第２位 山内  第３位 明戸 
 
 
    ○簿記部  第２５回青森県高等学校簿記競技大会 
      団体（応用部門） 

第１位 古泊、山田、中村 
 

個人（応用部門）  
第１位 古泊  第３位 山田 

 
      団体（基礎部門） 

第１位 新舘、金濱、明戸 
 

個人（基礎部門） 
第１位 新舘  第４位 金濱  第５位 明戸 

 



○ワープロ部  令和３年度青森県高等学校ワープロ新人競技通信大会 
団体 

第１位 松田、近藤、長谷川 
 

個人 
         第１位 松田  第２位 近藤  第５位 長谷川 
 
      個人（１年生の部） 
         第１位 長谷川  第２位 中村  第３位 佐々木 
         第６位 播磨 
 
      正確賞 
         近藤 
 

◎東北大会 
○吹奏楽部 第５０回マーチングバンドバトントワーリング東北大会  金賞 

 
◎全国大会 

○吹奏楽部 第４９回マーチングバンド全国大会  銀賞 
 

◎その他 
○ソフトテニス部 第５回選抜インドアソフトテニス大会 
  高校女子の部  第１位  柴崎、宇部 

 
    ○イラストレタリング同好会 
      令和３年度（第３０回暴力団追放推進作品コンクールポスターの部 

金賞  工藤  
銅賞  田茂  

 
 
    ○税に関する高校生の作文 
         仙台国税局長賞   村越  
         十和田税務署長賞  工藤  
 
    ○全商スピーチコンテスト 
      暗唱の部   第２位  松山  
             第３位  山内 
 
      スピーチの部 第１位  能方（第３８回全国商業高等学校英語スピーチコンテスト出場） 

第２位  蛯名 
 
 
 

 

今年も大変な１年でしたが、部活動で

も個人でもよく頑張りましたね！ 

来年もこの調子でいきましょう！ 


