
平成１９年度 山形県中学校総合体育大会  

＜女子新体操＞ 成績一覧 
平成１９年７月２０日～２２日 

東根市民体育館        

団体 

順  位 学 校 名 得  点  

１ 寒河江市立陵南中学校 11.275 東北大会出場 

２ 山形市立高楯中学校 10.100 東北大会出場 

３ 東根市立神町中学校   9.000  

 

 

個人総合 

順位 氏 名 学校名 学年 得 点  

１ 冨樫茜音 山形市立高楯 １ 26.350 東北大会出場 

２ 羽角莉帆 山形市立金井 ２ 23.400 東北大会出場 

３ 藤田桃子 山形市立第六 １ 23.225 東北大会出場 

３ 荒澤恵里奈 天童市立第四 ２ 23.225  

５ 桑原玲美 東根市立第一 ２ 22.550  

６ 水田春香 村山市立楯岡 ２ 20.150  

７ 三浦彩夏 東根市立神町 ３ 18.125  

８ 梅津ゆき乃 鶴岡市立鶴岡三 ３ 16.575  

 

 

＊第三位が同点ですが、種目で高得点をとった選手が上位となるため、藤田選手が東北大会に出場とな

ります。 



個人種目別 

〔フープ〕 

順位 氏 名 学校名 学年 得 点 

１ 冨樫茜音 山形市立高楯 １ 13.275 

２ 藤田桃子 山形市立第六 １ 11.725 

３ 桑原玲美 東根市立第一 ２ 11.700 

 

〔ボール〕 

順位 氏 名 学校名 学年 得 点 

１ 冨樫茜音 山形市立高楯 １ 13.075 

２ 羽角莉帆 山形市立金井 ２ 11.850 

３ 荒澤恵里奈 天童市立第四 ２ 11.650 

 

 
 
 

 



試技順 学校名 監督名 順位

★ 小川　　由 (3) 吾妻　佳奈 (2) 山岸あかり (2) Ｄ 1.90 Ｅ 減点 合計得点

五十嵐実穂 (2) 沼沢　琴美 (2) A 2.50

(補) 佐藤　由菜 (2) (補) 神保　　櫻 (2) (補) 佐藤　優莉 (2) 1/2 2.200

成澤　　瞳 (3) 淀　　琴美 (3) 斎藤　春菜 (3) Ｄ 1.40 Ｅ 減点 合計得点

齋藤　春佳 (2) 中西　　愛 (2) A 2.60

(補)

★ 百瀬　有紀 (2) (補) 伊藤　智実 (2) (補) 渋谷　恭子 (2) 1/2 2.000

★ 三浦　彩夏 (3) 遠藤　那南 (1) 高橋　彩加 (1) Ｄ 2.35 Ｅ 減点 合計得点

伊藤亜希良 (1) 佐藤　亜美 (1) A 5.95

(補) 遠藤　朱莉 (1) 1/2 4.150

★ 加藤　明香 (3) 阿部　加苗 (3) 鈴木みのり (3) Ｄ 1.60 Ｅ 減点 合計得点

松浦江梨佳 (3) 村山　　舞 (3) A 3.40

(補) 平吹　奈紗 (3) (補) 伊藤紗也加 (3) (補) 長澤　沙紀 (3) 1/2 2.500

本間麻由佳 (3) 寒河江未来 (3) 横山麻菜美 (3) Ｄ 1.55 Ｅ 減点 合計得点

神田　紗里 (2) 伊藤うらら (2) ★ 渡部　怜奈 (3) A 4.15

(補) 吉池　遥香 (3) (補) 舩山　瑞希 (3) (補) 吉池　紗加 (3) 1/2 2.850

★ 菅井　美咲 (3) 板垣　朱音 (3) 熊坂　麻里 (3) Ｄ 3.15 Ｅ 減点 合計得点

和田　葉月 (3) 佐藤　　霞 (2) A 6.20

(補) 安孫子優衣 (3) (補) 安食由衣子 (3) (補) 田中美沙希 (3) 1/2 4.675

★ 渡会かえで (3) 佐藤　真衣 (3) 森居　三穂 (3) Ｄ 1.30 Ｅ 減点 合計得点

高野　千帆 (2) 梅木ほまれ (2) A 3.25

(補) 佐々木明日香 (3) (補) 庄司　　愛 (2) (補) 田村　奈緒 (2) 1/2 2.275

★ 加藤　彩夏 (3) 渡邊　　静 (3) 佐々木里歌 (3) Ｄ 2.75 Ｅ 減点 合計得点

三浦　　碧 (2) 深瀬　　希 (2) A 5.25

(補) 高橋　志織 (1) (補) 治部あかね (1) (補) 木村莉帆奈 (1) 1/2 4.000

★ 今野　真帆 (3) 鈴木　理沙 (3) 阿部いちご (3) Ｄ 2.30 Ｅ 減点 合計得点

長岡　真理 (3) 島崎　由菜 (3) A 5.00

(補) 魚沼　梨奈 (3) (補) 山川　麻衣 (3) (補) 鎌田　愛希 (3) 1/2 3.650

★ 伊藤　理恵 (3) 秋葉　美月 (3) 奥山　千寛 (3) Ｄ 2.95 Ｅ 減点 合計得点

鑓水　　香 (3) 伊藤　麗菜 (2) A 5.15

(補) 安孫子ななみ (2) (補) 海谷　綾美 (1) (補) 東海林　舞 (1) 1/2 4.050

　　　　　　　　　　　　　　　　★チームリーダー　　（補）補欠選手　
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２日目：自由演技演技含む最終結果

男子 女子
＜団体総合＞ ＜団体総合＞
順　位 学　校　名 順　位 学　校　名
第１位 東根一 第１位 酒田二
第２位 山辺 第２位 櫛引
第３位 東根三 第３位 山辺

＜個人総合＞ ＜個人総合＞
順　位 選　手　名 学校名 得　点 順　位 選　手　名 学校名 得　点
第１位 松本　誠也 遊佐 74.75 第１位 長濱麗那 酒田二 88.40
第２位 太田　豪人 神町 73.35 第２位 土田美沙子 酒田二 87.00
第３位 工藤　晃司 東根一 70.85 第３位 諏訪さおり 酒田二 85.60
第４位 髙橋　　諄 酒田六 70.35 第４位 阿部左来 酒田二 83.30
第５位 大内　要 東根三 69.55 第５位 佐藤　杏 山形三 78.80
第６位 柴田　健也 東根一 68.10 第６位 平田彩菜 鶴岡二 78.00
第７位 松浦有舞 東根三 66.65 第７位 仲川奈苗 酒田三 77.95
第８位 樋口　竜二 米沢二 62.70 第８位 守屋　　晶 鶴岡一 77.90

＜種目別　　ゆか＞ ＜種目別　　跳馬＞
順　位 選　手　名 学校名 得　点 順　位 選　手　名 学校名 得　点
第１位 太田　豪人 神町 18.05 第１位 阿部左来 酒田二 22.95
第２位 松本　誠也 遊佐 17.95 第２位 長濱麗那 酒田二 22.80
第３位 松浦有舞 東根三 17.35 第３位 土田美沙子 酒田二 22.60
第３位 髙橋　　諄 酒田六 17.35

＜種目別　　あん馬＞ ＜種目別　　段違い平行棒＞
順　位 選　手　名 学校名 得　点 順　位 選　手　名 学校名 得　点
第１位 松本　誠也 遊佐 19.30 第１位 長濱麗那 酒田二 21.50
第２位 太田　豪人 神町 18.80 第２位 土田美沙子 酒田二 20.75
第３位 髙橋　　諄 酒田六 17.05 第３位 阿部左来 酒田二 20.45

＜種目別　　跳馬＞ ＜種目別　　平均台＞
順　位 選　手　名 学校名 得　点 順　位 選　手　名 学校名 得　点
第１位 工藤　晃司 東根一 18.85 第１位 土田美沙子 酒田二 22.15
第１位 大内　要 東根三 18.85 第２位 長濱麗那 酒田二 21.50
第３位 太田　豪人 神町 18.70 第３位 諏訪さおり 酒田二 21.40

＜種目別　　鉄棒＞ ＜種目別　　ゆか＞
順　位 選　手　名 学校名 得　点 順　位 選　手　名 学校名 得　点
第１位 松本　誠也 遊佐 19.00 第１位 長濱麗那 酒田二 22.60
第２位 太田　豪人 神町 17.80 第２位 諏訪さおり 酒田二 22.05
第３位 工藤　晃司 東根一 17.70 第３位 土田美沙子 酒田二 21.50

＜男子　団体＞
学校名 順位

構成 7.45

実施 7.00

総合 14.45

＜男子　個人＞
学校名 順位

酒田六 1
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選　　　　手　　　　名(学年) 得　　点

八幡中

小野尋也3　佐藤啓太3　佐藤友愛3

1佐藤雄紀3　荒生大地2　池田雅志2

補)佐藤　敦2　補)那須雄介1

新体操個人、出場者１名は、種目別スティックのみ出場。

スティック

6.65宮崎　元貴(3)

選手名(学年)
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