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  【団　　体】
種　　　　目 第１位 第２位 　　　　　　　　第　３　位

男 米沢二 東根一 遊　佐
女 酒田二 鶴岡一 長井北
男 八　幡
女 神　町 陵　南 東根一
男 山形三 鶴岡四 山形五 山形二
女 天童二 立　川 米沢二 天童一
男 川西一 飯　豊 長井北 天童四
女 河　北 長井南 高畠二 山形一
男 鶴岡三 鶴岡一 酒田六 余　目
女 酒田三 余　目 酒田五 日　新
男 鶴岡一 鶴岡三 酒田六 川西一
女 酒田三 河　北 長井南 余　目
男 陵　南 山　辺 上山南 長井南
女 長井南 山　辺 天童二 宮　内
男 鶴岡一 余　目 鶴岡三 真室川
女 鶴岡一 最　上 酒田一 酒田六
男 鶴岡一 陵　南 余　目 山　辺
女 鶴岡一 最　上 長井南 山　辺

Ａ男 上山南 陵　東 山形二 米沢一
Ｂ男 高畠四 山形六 白鷹東 山　辺
Ｃ女 山形一 上山南 陵　南 漆　山
Ｄ女 天童四 米沢七 山形六 河　北
Ａ男 余　目 酒田四 東根一 新　庄
Ａ女 鶴岡二 酒田三 新　庄 東根一
Ｂ男 酒田六 藤　島 楯　岡 日　新
Ｂ女 鶴岡一 最　上 松　山 神　町
男 上山南 余　目 高畠四
女 鶴岡二 山形一 鶴岡一
Ａ 最　上 余　目 酒田二 鶴岡五
Ｂ 酒田三 東根一 萩　野 鶴岡一
Ｃ 山形十 長井北 米沢五 天童一
Ｄ 上山南 山形六 小　国 赤　湯
Ｅ 山形七 天童三 米沢二 陵　南
Ｆ 山形五 宮　内 上山北 米沢一

決勝 男 山形十 酒田三 山形五 山形七
Ａ 天童三 白鷹西 山形七 河　北
Ｂ 上山北 高畠二 山形五 南　原

北 遊　佐 羽　黒 東根三 鮭　川
決勝 女 遊　佐 上山北 天童三

男 西　川 陵　西 山形六 山形八
女 金　井 蔵王一 山　辺 山形六

バレーボール 男 余　目 鶴岡一 酒田一 鶴岡三
女 酒田四 大　蔵 櫛　引 神　町
男 山形六 西　川 陵　西 山形八
女 金　井 蔵王一 山形六 酒田四

一部 男 舟　形 日　新 明　倫
二部 男 明　倫 日　新 新　庄

男 山形十 山形四 山　辺 陵　南
女 沖　郷 山　辺 小　国 陵　南

柔　道 男 立　川 楯　岡 日　新 神　町
女 三　川 戸　沢 楯　岡 神　町
男 山形十 立　川 山形四 楯　岡
女 山　辺 戸　沢 三　川 沖　郷
男 山形十 天童四 中　山 長井北
女 山形四 天童一 山大附 米沢四

剣　道 男 藤　島 遊　佐 酒田四 余　目
女 鶴岡一 酒田三 藤　島 遊　佐
男 酒田四 遊　佐 天童四 藤　島
女 山形四 天童一 鶴岡一 米沢四
Ａ 山形六 白鷹東 陵　南 川西一

野　球 Ｂ 天童三 河　北 米沢四 上山南
平　田 温　海 戸　沢 東根一

男 尾花沢 東根一
女 東根一 尾花沢
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  【個　　人】
　　　　　　　　　　種　　　　目 第１位 第２位 　　　　　　　　第　３　位

個人総合 男 齋藤　孝史（酒田六） 松本　啓吾（遊　佐） 松浦　有舞（東根三）

〃 女 守屋　　晶（鶴岡一） 今野　千慧（立　川） 佐藤　綾香（酒田二）

床運動 男 齋藤　孝史（酒田六） 松浦　有舞（東根三） 設楽　陽介（米沢七）

〃 女 守屋　　晶（鶴岡一） 日向　朝海（鶴岡一） 佐藤　綾香（酒田二）

あん馬 男 齋藤　孝史（酒田六） 松本　啓吾（遊　佐） 松浦　有舞（東根三）

跳馬 男 松本　啓吾（遊　佐） 松浦　有舞（東根三） 柴田　健継（東根一）

〃 女 日向　朝海（鶴岡一） 今野　千慧（立　川） 守屋　　晶（鶴岡一）

鉄棒 男 齋藤　孝史（酒田六） 松本　啓吾（遊　佐） 柴田　健継（東根一）

平行棒 女 今野　千慧（立　川） 吉田　智子（上山北） 守屋　　晶（鶴岡一）

平均台 女 亀谷久美子（酒田二） 守屋　　晶（鶴岡一） 今野　千慧（立　川）

ボール 女 木村莉帆奈（東根一） 難波絵里花（鶴岡一） 會田　美咲（山大附）

クラブ 女 飯田　美南（天童一） 関口　杏花（山形五） 治部あかね（東根一）

男 五十嵐　優（鶴岡四） 加藤 　壮竜（山形三） 田中　貴志（山形二） 奥山　皓太（天童四）

女 森谷　　麗（天童二） 多田　有実（米沢五） 鈴木　彩代（長井南） 後藤絵津穂（立　川）

男 五十嵐・越前屋（山形二） 相馬・齊藤（山形三） 齋藤・横山（鶴岡四） 伊藤　・相馬（天童四）

女 鈴木・安部（米沢二） 伊藤・藤井（天童二） 加賀・矢萩（天童二） 長谷川・舩山（白鷹東）

男 原田　智史（長井北） 橋本　壮史（米沢四） 松田　幸紀（西  川） 鈴木　僚将（天童四）

女 大場　綾香（山形四） 公平万由里（河　北） 遠藤　幸奈（山　寺） 八幡　　恵（赤　湯）

男 齋藤　紘太（鶴岡一） 鈴木　　翔（鶴岡二） 斎藤　広之（鶴岡三） 青柳　　伸（鶴岡一）

女 柴田　琴音（酒田三） 渡邊奈津実（酒田三） 後藤　祐加（酒田三） 高橋　真生（酒田四）

男 原田　智史（長井北） 齋藤　紘太（鶴岡一） 鈴木　　翔（鶴岡二） 遠藤　幹士（朝　日）

女 遠藤　幸奈（山　寺） 後藤　瑞希（長井北） 大場　綾香（山形四） 加藤　郁実（余　目）

男 渡部　竣哉（長井北） 山田　裕道（山大附） 竹田　　翼（長井南） 手塚　琢也（長井北）

女 大場　　明（山形四） 大場　　光（山形四） 結城　朱莉（天童三） 神村登波子（天童一）

男 青山　　舜（遊　佐） 滝沢　　卓（大　蔵） 金澤　優樹（舟　形） 高坂　　潤（酒田三）

女 鈴木　　絢（鶴岡一） 今野　尚美（遊　佐） 小林　素直（鶴岡一） 阿部佳奈子（鶴岡一）

男 青山　　舜（遊　佐） 鈴木慎太郎（高畠三） 山田　裕道（山大附） 渡部　竣哉（長井北）

女 大場　　明（山形四） 菅野　　咲（天童四） 鹿野　郁絵（山形四） 神村登波子（天童一）

個人一部 男 後藤　大樹（舟　形） 小南　浩平（鶴岡二） 三原　健志（明　倫） 山科　　凌（日　新）

個人二部 男 原田　純也（舟　形） 原田　宏夢（舟　形） 安食　俊憲（角　川） 吉田　竜平（酒田四）

南 冨樫眞一郎（山　寺） 渡邊　　輝（沖　郷） 月野　慎也（山形七） 多田　和輝（山　辺）

北 長沢寿貴斗（日　新） 田中 悠太（酒田六） 髙谷　英司（葉　山） 堀江　　敦（尾花沢）

決勝 冨樫眞一郎（山　寺） 長沢寿貴斗（日　新） 月野　慎也（山形七） 髙谷　英司（葉　山）

南 東海林　晋（山大附） 佐藤　佑樹（天童三） 伊藤　　泰（沖　郷） 古内　隆義（山形九）

北 辻 翔太（立 ） 本 永輝（ 海） 富樫 裕樹（立 ） 齊藤 誠（福 ）
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北 辻　　翔太（立　川） 本間　永輝（温　海） 富樫　裕樹（立　川） 齊藤　一誠（福　原）

決勝 辻　　翔太（立　川） 東海林　晋（山大附） 富樫　裕樹（立　川） 本間　永輝（温　海）

南 斉藤　尚希（天童三） 山口　　悟（山形九） 佐藤　太紀（山形五） 小平　翔太（高畠三）

北 飛塚　宗人（温　海） 森谷　翔悟（東根一） 海藤　　篤（日　新） 菊地　　章（東根一）

決勝 飛塚　宗人（温　海） 斉藤　尚希（天童三） 山口　　悟（山形九） 佐藤　太紀（山形五）

南 原田　流星（山形四） 荒井　幸生（山形一） 羽角　英樹（金　井） 須貝　享平（沖　郷）

北 早坂　和磨（立　川） 石川　綾佑（立　川） 富樫　圭祐（温　海） 笹木　淑貴（楯　岡）

決勝 原田　流星（山形四） 早坂　和磨（立　川） 石川　綾佑（立　川） 富樫　圭祐（温　海）

南 高橋　大樹（山形十） 後藤　喬昭（山　辺） 佐藤　　雄（天童一） 黒沼　夏樹（山形九）

北 今野　昂平（櫛　引） 奥山　弘祐（立　川） 阿部　光希（立　川） 村上　竜太（酒田五）

決勝 高橋　大樹（山形十） 後藤　喬昭（山　辺） 奥山　弘祐（立　川） 黒沼　夏樹（山形九）

南 井上　昂亮（山形五） 井上　　傑（中　山） 後藤　　裕（天童一） 鎌倉　巧太（山形十）

北 佐藤建治朗（櫛　引） 五十嵐永一郎（温　海） 山科　　凌（日　新） 土赤　耕陽（神　町）

決勝 井上　昂亮（山形五） 山科　　凌（日　新） 五十嵐永一郎（温　海） 佐藤建治朗（櫛　引）

南 鈴木　　響（山形十） 沖津 彩貴（陵　南） 佐藤　孔亮（蔵王一） 庄司　祐弥（山形四）

北 工藤　敬裕（東根一） 丹　知基（金　山） 荒川　秀貴（村立戸沢） 大石　　光（亀井田）

決勝 荒川　秀貴（村立戸沢） 鈴木　　響（山形十） 工藤　敬裕（東根一） 佐藤　孔亮（蔵王一）

南 大江　一磨（山形一） 鈴木　元気（山形三） 宇津木亮太（長井南） 小野　公裕（中　山）

北 江刺　　賢（宮　沢） 栗田　知治（及　位） 坂本　裕輔（鶴岡五） 福井　輔久（酒田四）

決勝 大江　一磨（山形一） 鈴木　元気（山形三） 宇津木亮太（長井南） 小野　公裕（中　山）

南 武田　志穂（山　辺） 尾崎里緒奈（山形六） 長岡あずさ（蔵王一） 川口　美紅（上山南）

北 門脇　豊華（立　川） 伊藤　　希（日　新） 小田嶋莉沙（戸　沢） 生亀　史恵（神　町）

決勝 門脇　豊華（立　川） 武田　志穂（山　辺） 小田嶋莉沙（戸　沢） 伊藤　　希（日　新）

南 今田　朱音（天童一） 東海林あかり（天童三） 三浦　彩希（山形九） 須藤　美希（蔵王一）

北 阿部　有美（三　川） 飛塚　玲奈（温　海） 板垣　美南（楯　岡） 浅ノ目桂子（神　町）

決勝 今田　朱音（天童一） 阿部　有美（三　川） 飛塚　玲奈（温　海） 板垣　美南（楯　岡）

南 武田まりの（山　辺） 海野　美里（朝　日） 三瓶　瑞貴（沖　郷） 橋間　　叶（中　山）

北 樋渡利香子（戸　沢） 石栗　　　舞（三　川） 佐藤　　彩（酒田四） 遠藤麻由香（東根一）

決勝 樋渡利香子（戸　沢） 石栗　　　舞（三　川） 海野　美里（朝　日） 武田まりの（山　辺）

南 佐藤穂奈美（山　辺） 大内あずさ（山形六） 高橋みのり（川西二） 島津　梨花（高畠一）

北 斉藤　桃（鶴岡四） 八鍬　　芽夏（戸　沢） 太田　　楓（楯　岡） 佐藤　由起（三　川）

決勝 斉藤　桃（鶴岡四） 佐藤　由起（三　川） 太田　　楓（楯　岡） 高橋みのり（川西二）

南 渡部さくら子（山　辺） 竹内セレカ（小　国） 村上　千鶴（宮　内） 鈴木　愛可（山形十）

北 猪股　千穂（鶴岡一） 小川あかね（真室川） 斉藤　鈴花（福　原） 白畑　歩美（金　山）

決勝 渡部さくら子（山　辺） 竹内セレカ（小　国） 小川あかね（真室川） 猪股　千穂（鶴岡一）

南 藤井　佐妃（沖　郷） 佐々木ひかる（山形九） 永野川未来（高畠一）

北 菅原結光花（神　町） 三浦　真央（大石田一）

決勝 藤井　佐妃（沖　郷） 佐々木ひかる（山形九） 永野川未来（高畠一） 菅原結光花（神　町）

南 保科　綾香（川西一） 原田　　文（陵　南） 永井　茉菜（長井南） 柏倉　碧生（山形六）

北 木村　　望（三　川） 森　　遥香（日　新） 近藤ゆう菜（真室川）

決勝 木村　　望（三　川） 森　　遥香（日　新） 原田　　文（陵　南） 保科　綾香（川西一）
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