
  【団　　体】

種　　　　目 第  １  位 第   ２   位

男 楯　岡 余　目 東根一

女 山形六 余　目 米沢二

男 鳥海八幡

女 楯　岡 東根一 陵　南

男 天童二 鶴岡一 新　庄 米沢二

女 天童二 長井南 鶴岡三 山形三

男 長井北 河　北 山形八 天童二

女 河　北 山形一 山形八 陵　南

男 酒田三 平　田 鶴岡一 鶴岡三

女 平　田 酒田五 鶴岡一 鶴岡三

男 長井北 酒田三 河　北 山形八

女 河　北 平　田 山形八 鶴岡一

男 長井北 山形一 山形二 天童一

女 山形二 米沢三 長井南 陵　南

男 酒田六 鶴岡四 酒田三 鶴岡四

女 余　目 明　倫 真室川 鶴岡一

男 長井北 酒田六 鶴岡四 山形一

女 山形二 余　目 明　倫 米沢三

Ａ男 金　井 上山南 赤　湯 米沢五

Ｂ男 山形六 白鷹東 高畠一 河　北

Ａ女 山形二 上山南 米沢二 中　山

Ｂ女 町立朝日 米沢七 長井南 天童四

Ａ男 藤　島 東根一 酒田四 真室川

Ｂ男 鶴岡五 明　倫 酒田六 東根二

Ａ女 余　目 酒田四 神　町 萩　野

Ｂ女 酒田三 鶴岡三 明　倫 東根一

男 金　井 藤　島 鶴岡五 山形六

女 余　目 酒田三 山形二 町立朝日

Ａ 鮭　川 羽　黒 櫛　引 酒田三

Ｂ 鶴岡一 萩　野 酒田六 神　町

Ｃ 山形三 上山北 米沢三 天童一

Ｄ 山形四 赤　湯 天童三 上山南

Ｅ 長井南 陵　南 山形六 米沢二

Ｆ 高　楯 米沢七 長井北 宮　内

鮭　川 鶴岡一 山形三 山形四

Ａ 赤　湯 陵　南 上山北 長井南

Ｂ 米沢一 河　北 天童三 山形一

羽　黒　 遊　佐 楯　岡 新　庄

決勝 女 赤　湯 羽　黒　 米沢一

男 小国北部 陵　西 山形四 山形六

女 蔵王一 長井南 山　辺 金　井

バレーボール 男 櫛　引 酒田三 余　目 鶴岡一

女 酒田二 酒田四 酒田三 大　蔵

男 陵　西 小国北部 山形四 山形六

女 蔵王一 山　辺 金　井 長井南

一部 男 鶴岡一 日　新 明　倫

二部 男 新　庄 日　新 最　上

男 山　辺 山形四 山形九 陵　南

女 陵　南 山形十 沖　郷 中　山

柔　  道 男 日　新 楯　岡 鶴岡三 金　山

女 東根一 鶴岡一 神　町 三　川

男 山　辺 日　新 鶴岡三 山形九

女 山形十 沖　郷 東根一 三　川

男 山形四 山大附 天童一 町立朝日

女 山形四 町立朝日 山大附 高畠四

剣 　 道 男 遊　佐 酒田三 藤　島 余　目

女 遊　佐 藤　島 余　目 最　上

男 山形四 天童一 山大附 藤　島

女 山形四 遊　佐 最　上 藤　島

Ａ 陵　南 上山南 高畠二 長井南

野 　 球 Ｂ 天童四 米沢三 山形二 上山北

遊　佐 鶴岡五 大石田 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 小林　和喜（楯　岡） 柴崎　　匠（楯　岡） 伊藤　勝道（酒田六）

女 守屋　　萌（鶴岡一） 橋本みなみ（山形六） 原　　未咲（酒田一）

男 小林　和喜（楯　岡） 柴崎　　匠（楯　岡） 伊藤　勝道（酒田六）

女 守屋　　萌（鶴岡一） 橋本みなみ（山形六） 高田　彩乃（余　目）

男 伊藤　勝道（酒田六） 鈴木　颯太（酒田三） 柴崎　　匠（楯　岡）

男 小林　和喜（楯　岡） 菅井　直人（楯　岡）

女 菅原　　愛（櫛　引） 原　未咲（酒田一） 遠藤　ゆい（朝　日）

男 柴崎　　匠（楯　岡） 小林　和喜（楯　岡） 菅井　直人（楯　岡）

女 原　　未咲（酒田一） 橋本みなみ（山形六） 守屋　　萌（鶴岡一）

女 橋本みなみ（山形六） 守屋　　萌（鶴岡一） 井澤那奈香（山形六）

女 浅野　凪砂（山形五） 橋本　佳奈（山大附） 和田　宇未（豊　浦）

女 国井　麻緒（山形六） 菊地　詩乃（蔵王一） 對馬さくら（神　町）

男 渋谷　勇希(鶴岡一) 齋藤　大慎(新　庄) 齋藤　輝希(鶴岡三） 笹原　尚弥(山形二）

女 伊藤　由季(天童二） 八木　瑞月(長井南) 菅　　夏澄(天童四） 早坂　美里(山形三）

男 伊藤　駿・鈴木　翔(天童二） 小野　文太・高橋　勇希(新庄)相馬　雄貴・林　泰成(山形三）工藤　歩・本間　稜人(鶴岡一）

女 青木　望・高橋　明帆(米沢六）伊藤　稚・伊藤　千里(天童二） 岡本　舞・安部菜美子（長井南） 村山明日香・村山晴香(天童二）

男 左右田颯斗（長井北） 山上　尚紀（長井北） 羽村　崇伸(長井北） 伊藤　俊介（長井北）

女 高橋　　麗(河　北) 佐直みなみ(河　北) 内藤　麻衣(天童四) 原田　美香（河　北）

男 笹原　竜太(酒田三） 菅原　大貴(鶴岡三） 岸　凛汰郎（鶴岡三） 広瀬　雅治（福　原）

女 小野寺美典(平　田) 本間　杏和(鶴岡四） 中野　遥香(神　町) 阿彦　愛永（酒田五）

男 左右田颯斗（長井北） 笹原　竜太(酒田三） 山上　尚紀（長井北） 菅原　大貴(鶴岡一）

女 小野寺美典(平　田) 本間　杏和(鶴岡四） 向田　琴美（山形八） 佐直みなみ（河　北）

男 田内　雄大（山形四） 川井　太誠（天童一） 栗田　一輝（山形四） 菅井　蓮（町立朝日）

女 黒田奈々子（山形四） 渡部　千尋（白鷹西） 鈴木　翔子（町立朝日） 齋藤　桂子（山形四）

男 難波　広大(立　 川) 羽田　伊秀(酒田三） 池田　　優(余 　目) 加藤　匠美(立　 川)

女 柴田　菜那(遊 　佐) 菅　　　瞳(最 　上) 青山　千里(遊　 佐) 菅原 万莉(遊 　佐)

男 田内　雄大（山形四） 難波　広大(立　 川) 栗田　一輝（山形四） 入君　綾人（山形四）

女 青山　千里(遊　 佐) 黒田奈々子（山形四） 齋藤　桂子（山形四） 本間智夏津（遊佐）

男 齋藤　　匠（及　位） 五十嵐唯人（三　川） 松浦　祐也（藤　島） 安彦駿之介（鮭　川）

男 西尾　浩暉（舟　形） 宮原　武希（鶴岡一） 高橋　彰大（酒田五） 三浦　拓人（鶴岡一）

南 開沼　大助(山　形) 鹿俣　顕典(米沢二） 佐々木峻史(山形一） 渡部　　耀（宮　川）

北 木村　光希(最　上) 板垣　正勝（楯　岡） 石川　貴裕（鶴岡三） 鈴木　翔吾（神　町）

決勝 開沼　大助(山　形) 鹿俣　顕典(米沢二） 板垣　正勝（楯　岡） 渡部　　耀（宮　川）

南 鈴木　武蔵〔長井北） 鎌倉　　司(山形十) 松田裕太郎(蔵王一） 佐藤　雄大(山形四）

北 須藤　優吾（舟　形） 武藤　亘輝（鶴岡三） 進藤　龍司（酒田四） 大類　愁斗（尾花沢）

決勝 鈴木　武蔵〔長井北） 鎌倉　　司(山形十) 須藤　優吾（舟　形） 松田裕太郎(蔵王一）

南 遠藤　康太(米沢四） 小林　史弥(山形七） 菊地　涼也(山形六) 丸川　　丞（白鷹東）

北 臼井　広大（立　川） 齋藤　僚太（鶴岡三） 青柳　雄大（金　山） 佐藤　魁星（豊　浦）

決勝 臼井　広大（立　川） 菊地　涼也(山形六) 佐藤　魁星（豊　浦） 青柳　雄大（金　山）

南 三沢　友樹(山形四） 遠藤　広貴(川西一） 我妻　真希(米沢三） 橋本　陽貴(白鷹東）

北 新山壮一朗（日　新） 五十嵐純平（温海） 高橋　　渉（遊　佐） 須藤　悠平（尾花沢）

決勝 新山壮一朗（日　新） 三沢　友樹(山形四） 高橋　　渉（遊　佐） 我妻　真希(米沢三）

南 渡部　　匠(山　辺) 後藤　　剛(高畠三） 松浦　　亮(山形六） 沖津　竜馬（陵　南）

北 叶内　大誠（日　新） 柿崎　比呂（楯　岡） 佐々木優太（櫛　引） 阿部　晶人（遊　佐）

決勝 佐々木優太（櫛　引） 渡部  　匠(山　辺) 柿崎　比呂（楯　岡） 叶内　大誠（日　新）

南 飛塚　旺史(山　辺) 高橋　知己(宮　内) 多田　拓樹(山　辺) 渡辺　大貴（陵　南）

北 笹木　崇利（楯　岡） 菊池　　優（楯　岡） 髙坂　武志（酒田二） 鈴木　泰介（鶴岡三）

決勝 笹木　崇利（楯　岡） 多田　拓樹(山　辺) 髙坂　武志（酒田二） 鈴木　泰介（鶴岡三）

南 高田　一誠(山形九） 長谷川　魁(山形九） 花輪　　徹(天童一） 日下部弘太(陵　南)

北 高橋　恭平（明　倫） 石山　蒔恩（神　町） 佐藤　達児（櫛　引） 沼澤　亮太（日　新）

決勝 高橋　恭平（明　倫） 石山　蒔恩（神　町） 高田　一誠(山形九） 佐藤　達児（櫛　引）

南 峯田　龍折(山　辺) 岸　　正樹(山形四） 須賀　皓成(金　井) 佐藤　　慎(川西一）

北 上野　誉浩（鶴岡三） 髙橋　悠斗（楯　岡） 佐藤　孝成（鶴岡三） 佐藤　泰輝（酒田六）

決勝 須賀　皓成(金　井) 上野　誉浩（鶴岡三） 岸　　正樹(山形四） 峯田　龍折(山　辺)

南 小松　華奈（中　山） 小関　優芽（山形七） 鈴木　るえ（米沢六） 齋藤衣緒理（蔵王一）

北 斎藤　　菜（鶴岡四） 遠藤　愛香（神　町） 五十嵐里紗（酒田四） 芦野　莉奈（楯　岡）

決勝 小松　華奈（中　山） 斎藤　　菜（鶴岡四） 小関 優芽（山形七） 遠藤　愛香（神　町）

南 冨樫　まや（山　寺） 加藤あすか（上山南） 峯田　実歩（山　辺） 武田　桃李（陵　南）

北 五十嵐友海（鶴岡三） 佐々木亜美（真室川） 長谷川千夏（酒田四） 黒田　怜那（楯　岡）

決勝 冨樫　まや（山　寺） 武田　桃李（陵　南） 峯田　実歩（山　辺） 長谷川千夏（酒田四）

南 鈴木ひかる（山形十） 菊地　憂美（長井南） 須藤　　幸（高畠一） 北村うらん（蔵王一）

北 石山　春華（東根一） 沓澤　　　梢（真室川） 佐藤　凪紗（鶴岡一） 斎藤　美咲（酒田三）

決勝 石山　春華（東根一） 鈴木ひかる（山形十） 菊地　憂美（長井南） 沓澤　　　梢（真室川）

南 鈴木みなみ（沖　郷） 渡邉　安奈（陵　南） 西塔　優希（高　楯） 武田　琴美（山形九）

北 薮田  祐奈（鶴岡三） 坂尾さつき（鶴岡一） 近藤　麻未（真室川） 森山　碧衣（宮　沢）

決勝 鈴木みなみ（沖　郷） 薮田  祐奈（鶴岡三） 坂尾さつき（鶴岡一） 渡邉　安奈（陵　南）

南 森谷ひなた（山形十） 永野川知佳（高畠一） 瀧澤　恵理（沖　郷） 伊藤　光希（大　江）

北 安部　真由（東根一） 五十嵐優花（温　海） 武田　実咲（神　町） 髙橋　里英（酒田四）

決勝 森谷ひなた（山形十） 永野川知佳（高畠一） 安部　真由（東根一） 瀧澤　恵理（沖　郷）

南 鈴木　淳美（陵　南） 大河原弥生（高畠一） 山口　瑞貴（山　辺） 木村　　愛（山形四）

北 後藤ちづる（神　町） 吉田　好花（東根一） 柿崎佳生梨（金　山） 鈴木　優美（宮　沢）

決勝 鈴木　淳美（陵　南） 後藤ちづる（神　町） 吉田　好花（東根一） 柿崎佳生梨（金　山）

南 伊藤あかり（天童三） 柴倉　沙貴（宮　内） 鹿俣　　　文（米沢四） 寒河江美月（蔵王一）

北 中鉢　千尋（酒田六） 髙橋　柚貴（真室川） 菅野穂乃香（大石田）

決勝 柴倉　沙貴（宮　内） 鹿俣　　　文（米沢四） 中鉢　千尋（酒田六） 伊藤あかり（天童三）
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