
  【団　　体】

種　　　　目 第１位 第２位

男 楯　岡 神　町 米沢四 米沢二

女 酒田二 長井北 米沢二

男 八　幡

女 楯　岡 米沢七 藤　島

男 鶴岡三 新　庄 鶴岡一 天童二

女 天童二 山形三 米沢六 山形十

男 長井北 西　川 上山北 大　江

女 長井南 河　北 高畠二 山形八

男 鶴岡三 酒田三 東根一 八　向

女 酒田五 酒田六 余　目 日　新

男 鶴岡三 長井北 酒田三 西　川

女 山形八 長井南 酒田六 河　北

男 長井北 山形五 山　辺 陵　南

女 山形二 山　辺 宮　内 山形四

男 鶴岡四 新　庄 鶴岡一 羽　黒

女 羽　黒 立　川 真室川 鶴岡四

男 鶴岡四 長井北 山形五 新　庄

女 山形二 立　川 羽　黒

Ａ男 山形六 上山北 河北 米沢五

Ｂ男 白鷹東 金  井 天童三 高畠四

Ａ女 山形一 上山南 陵　南 米沢二

Ｂ女 天童四 山形二 米沢七 町立朝日

Ａ男 遊　佐 鶴岡四 真室川 楯　岡

Ｂ男 鶴岡五 酒田六 東根一 新　庄

Ａ女 豊　浦 最　上 神　町 遊　佐

Ｂ女 酒田六 鶴岡三 萩　野 東根一

男 山形六 白鷹東 遊　佐

女 豊　浦 酒田六 山形一

Ａ 酒田六 神　町 鶴岡四 萩　野

Ｂ 酒田三 余　目 鮭　川 櫛　引

Ｃ 山形一 天童三 赤　湯 米沢七

Ｄ 山形四 天童一 南　原 上山南

Ｅ 長井北 上山北 山形六 川西二

Ｆ 河　北 山形三 白鷹東 米沢四

山形一 酒田三 山形四 酒田六

Ａ 赤　湯 上山南 中　山 山形十

Ｂ 米沢四 陵　東 長井南 天童三

羽　黒 大　富 鮭　川 遊　佐

決勝 女 羽　黒 赤　湯 米沢四

男 山形八 山形六 金　井 小国北部

女 金　井 蔵王一 長井南 高　楯

バレーボール 男 鶴岡四 鶴岡一 鶴岡三 櫛　引

女 酒田四 酒田五 神　町 櫛　引

男 山形八 山形六 鶴岡一 金　井

女 酒田四 金　井 蔵王一 酒田五

一部 男 酒田四 明　倫 日　新

二部 男 日　新 新　庄 大　蔵

男 山形四 山形九 山　辺 川西一

女 山形六 蔵王一 山形十 沖　郷

柔　  道 男 東根一 楯　岡 温　海 櫛　引

女 真室川 三　川 日　新 神　町

男 山形四 山形九 山　辺 東根一

女 三　川 真室川 神　町 蔵王一

男 山形四 天童一 町立朝日 山大附

女 山形四 天童一 米沢三 河　北

剣 　 道 男 遊　佐 鶴岡一 酒田四 酒田三

女 藤　島 遊　佐 鶴岡一 大　富

男 山形四 山大附 天童一 遊　佐

女 藤　島 天童一 山形四 遊　佐

Ａ 山形四 長井南 上山南 陵　南

野 　 球 Ｂ 天童四 米沢五 山形五 高畠三

酒田四 藤　島 東根一 金　山

男 東根一 尾花沢

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

男 齋藤　孝史（酒田六） 松本　啓吾（遊　佐） 小林　和喜（楯　岡）

女 日向　朝海（鶴岡一） 今野　千慧（立　川） 佐藤　綾香（酒田二）

男 齋藤　孝史（酒田六） 古山　昌平（米沢四） 松本　啓吾（遊　佐）

女 日向　朝海（鶴岡一） 今野　千慧（立　川） 佐藤　綾香（酒田二）

男 齋藤　孝史（酒田六） 松本　啓吾（遊　佐） 小林　和喜（楯　岡）

男 齋藤　孝史（酒田六） 松本　啓吾（遊　佐） 鈴木　颯太（酒田三）

女 今野　千慧（立　川） 佐藤　綾香（酒田二） 日向　朝海（鶴岡一）

男 松本　啓吾（遊　佐） 齋藤　孝史（酒田六） 小林　和喜（楯　岡）

女 今野　千慧（立　川） 日向　朝海（鶴岡一） 小松　　樹（酒田二）

女 日向　朝海（鶴岡一） 今野　千慧（立　川） 佐藤　綾香（酒田二）

女 渡邉　優花（山形六） 小池　　和（鶴岡三） 對馬　さくら（神　町）

女 国井　麻緒（山形六） 関口　杏花（山形五） 原田　海歩（山形三）

男 五十嵐　優（鶴岡四） 齊藤　洋平（山形三） 高橋　雅幸（宮　内） 齋藤　大慎（新　庄）

女 色摩　文佳（米沢六） 八木　瑞月（長井南） 早坂　美里（山形三） 渡部なつき（鶴岡三）

男 尾形・三浦（鶴岡三） 五十嵐・原田（鶴岡三） 五十嵐・櫻井（山形十） 丸山・齋藤（鶴岡一）

女 安部由・安部優（米沢二） 荒井・櫻庭（山形十） 矢萩・伊藤（天童二） 鏡　・丸森（山形三）

男 左右田颯斗（長井北） 遠藤　幹士（町立朝日） 阿部　航瑠（朝立朝日） 前田　　峻（大　江）

女 大場　綾香（山形四） 後藤　瑞希（長井北） 後藤　　藍（長井北） 遠藤　萌恵（米沢四）

男 笹原　竜太（酒田三） 木村　尚貴（鶴岡三） 齋藤　広之（鶴岡三） 石川　祐貴（酒田二）

女 丸藤　葉月（酒田二） 小野寺美典（平　田） 髙橋　真生（酒田四） 本間　杏和（鶴岡四）

男 左右田颯斗（長井北） 遠藤　幹士（町立朝日） 笹原　竜太（酒田三） 前田　　迅（鶴岡三）

女 大場　綾香（山形四） 後藤　瑞希（長井北） 遠藤　萌恵（米沢四） 後藤　　藍（長井北）

男 田内　雄大（山形四） 山田　裕道（山大附） 鈴木慎太郎（高畠三） 丸川賢太郎（白鷹西）

女 結城　朱莉（天童三） 佐藤あいみ（天童一） 高橋　愛未（天童二） 板垣　佑果（山形四）

男 竹田　優紀（酒田四） 伊藤　   優（遊　佐） 土田　貴仁（藤　島） 今野　　元（鶴岡一）

女 小野寺　翠（酒田五） 日向　優奈（藤　島） 神林　鞠夏（藤　島） 青山　千里（遊　佐）

男 田内　雄大（山形四） 志田　晋浩（山形四） 伊藤　   優（遊　佐） 松田　祐典（山形四）

女 佐藤あいみ（天童一） 日向　優奈（藤　島） 板垣　佑果（山形四） 結城　朱莉（天童三）

男 吉田　竜平（酒田四） 原田　純也（舟　形） 新楯　広大（明　倫） 斉藤　和憲（大　蔵）

男 梅津駿之介（小　国） 松浦　祐也（藤　島） 五十嵐唯人（三　川） 齋藤　　 匠（及　位）

南 長瀬　　 陸（山形四） 福井　一貴（宮　内） 保科　大地（長井南） 松田裕太郎（蔵王一）

北 高谷　英司（葉　山） 柴倉　拓也（日　新） 須藤　優吾（舟　形） 丹　　寿和（金　山）

決勝 高谷　英司（葉　山） 長瀬　　 陸（山形四） 福井　一貴（宮　内） 保科　大地（長井南）

南 高橋　周平（高畠三） 酒井　政通（大　江） 富田　雄大（中　山） 笹原　静也（山形八）

北 八鍬　大芽（戸　沢） 武田　凌輔（神　町） 佐々木伸啓（櫛　引） 上野　拡夢（立　川）

決勝 上野　拡夢（立　川） 八鍬　大芽（戸　沢） 富田　雄大（中　山） 酒井　政通（大　江）

南 安達　智樹（山形八） 武井　俊三（山大附） 鈴木　　樹（中　山） 遠藤　康太（米沢四）

北 長沢寿貴斗（日　新） 齋藤　　要（鶴岡一） 佐藤　一貴（温　海） 高橋　　渉（遊　佐）

決勝 安達　智樹（山形八） 佐藤　一貴（温　海） 齋藤　　要（鶴岡一） 遠藤　康太（米沢四）

南 佐藤　佑樹（天童三） 今野　仁成（山形九） 伊藤　光希（飯　豊） 清野　郷一（山形八）

北 森谷　翔悟（東根一） 加藤　尚輝（宮　沢） 長南　広之（立　川） 佐藤　　翼（真室川）

決勝 森谷　翔悟（東根一） 佐藤　佑樹（天童三） 加藤　尚輝（宮　沢） 今野　仁成（山形九）

南 八嶋　克弥（川西一） 田中　健大（山形四） 菊地　隼人（大　江） 黒田　　駿（天童一）

北 奥山　弘祐（立　川） 叶内　大誠（日　新） 笹木　崇利（楯　岡） 綱渕　拓光（酒田六）

決勝 奥山　弘祐（立　川） 八嶋　克弥（川西一） 田中　健大（山形四） 叶内　大誠（日　新）

南 土田　敏幸（川西一） 田中　広大（山形四） 内野　裕二（上山南） 早坂　亮太（米沢二）

北 奥山　清智（萩　野） 菊池　寿樹（尾花沢） 上野　誉浩（鶴岡三） 高坂　武志（酒田二）

決勝 田中　広大（山形四） 内野　裕二（上山南） 早坂　亮太（米沢二） 土田　敏幸（川西一）

南 佐藤　孔亮（蔵王一） 飛塚　悠人（山　辺） 田原　侑季（山形九） 五十嵐椋亮（川西一）

北 武田　　暉（明　倫） 石山　蒔恩（神　町） 高橋　　翼（遊　佐） 本間　　涼（福　原）

決勝 佐藤　孔亮（蔵王一） 飛塚　悠人（山　辺） 武田　　暉（明　倫） 石山　蒔恩（神　町）

南 大江　一磨（山形一） 菊地　大道（大　江） 伊藤　史弥（山形九） 阿部　稔彦（山形十）

北 新楯　広大（明　倫） 小嶋　一世（萩　野） 植松　晃史（東根一） 吉田　有志（東根一）

決勝 大江　一磨（山形一） 新楯　広大（明　倫） 菊地　大道（大　江） 伊藤　史弥（山形九）

南 冨樫　まや（山　寺） 小関　優芽（山形七） 長岡あずさ（蔵王一） 今田明日香（天童一）

北 遠藤悠里香（神　町） 生亀　史恵（神　町） 伊藤　　希（日　新） 五十嵐友海（鶴岡三）

決勝 冨樫　まや（山　寺） 小関　優芽（山形七） 生亀　史恵（神　町） 遠藤悠里香（神　町）

南 鈴木ひかる（山形十） 尾崎里緒奈（山形六） 鈴木　晴奈（沖　郷） 菊地　憂美（長井南）

北 石栗　　 舞（三　川） 門脇　豊華（立　川） 保科　未月（葉　山） 沓澤　有那（日　新）

決勝 石栗　　 舞（三　川） 鈴木ひかる（山形十） 門脇　豊華（立　川） 保科　未月（葉　山）

南 東海林あかり（天童三） 斎藤なつみ（蔵王一） 須藤　美希（蔵王一） 伊藤　菜穂（山形三）

北 小玉　純加（葉　山） 藪田　祐奈（鶴岡三） 佐藤　　梓（酒田四） 五十嵐令子（三　川）

決勝 斎藤なつみ（蔵王一） 東海林あかり（天童三） 須藤　美希（蔵王一） 伊藤　菜穂（山形三）

南 鈴木さくら（長井北） 橋間　　叶（中　山） 海野　美里（町立朝日） 大内あずさ（山形六）

北 小川あかね（真室川） 佐藤　由起（三　川） 斎藤　　桃（鶴岡四） 岩田　涼音（日　新）

決勝 斎藤　　桃（鶴岡四） 鈴木さくら（長井北） 海野　美里（町立朝日） 大内あずさ（山形六）

南 森谷ひなた（山形十） 滝澤　恵理（沖　郷） 棚井　　翠（山　辺） 庄司　萌乃（天童三）

北 阿部瑛李渚（新　庄） 白畑　歩美（金　山） 栗田　歩美（神　町） 西塚　瑞葉（玉　野）

決勝 森谷ひなた（山形十） 栗田　歩美（神　町） 白畑　歩美（金　山） 庄司　萌乃（天童三）

南 安達　多恵（金　井） 渡部　志ノ（小　国） 木村　　愛（山形四） 山口　瑞貴（山　辺）

北 菅原結光花（神　町） 山田　芽里（鶴岡一） 柿崎佳生梨（金　山） 鈴木　優美（宮　沢）

決勝 菅原結光花（神　町） 山田　芽里（鶴岡一） 渡部　志ノ（小　国） 安達　多恵（金　井）

南 柏倉　碧生（山形六） 伊藤あかり（天童三） 海谷　愛美（山形五） 荒井彩智佳（山形一）

北 森　遥香（日　新） 近藤ゆう菜（真室川） 後藤ちづる（神　町）

決勝 近藤ゆう菜（真室川） 後藤ちづる（神　町） 柏倉　碧生（山形六）

個人二部

シングルス

ダブルス

南ブロック

北ブロック

決　　勝

南ブロック

平均台

ボール

ク ラ ブ

北ブロック

決　　勝

個人一部

体　　操

バドミントン

新体操

卓　　球

個人総合

床運動

あん馬

跳　馬

鉄　棒

平行棒

剣　　道

相　　撲

柔　　道

５０Ｋｇ

５５Ｋｇ

４４Ｋｇ

４８Ｋｇ

６０Ｋｇ

６６Ｋｇ

７３Ｋｇ

８１Ｋｇ

７０Ｋｇ超

男

女

５２Ｋｇ

５７Ｋｇ

６３Ｋｇ

７０Ｋｇ

９０Ｋｇ

９０Ｋｇ超


