
平成 22 年度 第 50 回山形県中学校総合体育大会（夏季）成績一覧 

【 個 人 】                          ２０１０．７．２３～７．３１ 

種    目 第 1 位 第 2 位 第 3 位 

体   操 
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） 亀谷久美子（酒田二）  

新 体 操 女 佐々木真子（山形六） 国井 麻緒（山形六） 渡邉 優花（山形六）  

ソフトテニス 
男 石塚・佐藤（鶴岡一） 大津・石井（余 目） 工藤・田中（鶴岡四） 相沢・板垣（山 辺）

女 八木・佐藤（立 川） 平 ・西牧（宮 内） 佐藤・三浦（余 目） 平藤・今井（羽 黒）

卓   球 
男 左右田颯斗（長井北） 遠藤 幹士（町立朝日） 石川 祐貴（酒田二） 木村 尚貴（鶴岡三）

女 大場 綾香（山形四） 後藤 瑞希（長井北） 後藤 藍（長井北） 小野寺美典（平 田）

柔   道 

男５０ｋｇ 福井 一貴（宮 内） 松田裕太郎（蔵王一） 開沼 大助（山形十） 岸  勇介（戸 沢）

男５５ｋｇ 上野 拡夢（立 川） 鈴木 武蔵（長井北） 髙谷 英司（葉 山） 八鍬 大芽（戸 沢）

男６０ｋｇ 長澤寿貴斗（日 新） 安達 智樹（山形八） 竹田斗紀哉（山形十） 富田 雄大（中 山）

男６６ｋｇ 牧田 絃汰（天童一） 加藤 尚輝（宮 沢） 森谷 翔吾（東根一） 今野 仁成（山形九）

男７３ｋｇ 佐藤 佑樹（天童三） 叶内 大誠（日 新） 八嶋 克弥（川西一） 田中 健大（山形四）

男８１ｋｇ 奥山 弘祐（立 川） 田中 広大（山形四） 内野 裕二（上山南） 土田 敏幸（川西一）

男９０ｋｇ 佐藤 孔亮（蔵王一） 飛塚 悠人（山 辺） 石山 蒔恩（神 町） 武田  暉（明 倫）

男９０ｋｇ超 新楯 広大（明 倫） 大江 一磨（山形一） 植松 晃史（東根一） 小嶋 一世（萩 野）

女４４ｋｇ 冨樫 まや（山 寺） 小松 華奈（中 山） 齋藤  菜（鶴岡四） 生亀 史恵（神 町）

女４８ｋｇ 石栗  舞（三 川） 鈴木 晴奈（沖 郷） 尾崎里緒奈（山形六） 鈴木ひかる（山形十）

女５２ｋｇ 門脇 豊華（立 川） 須藤 美希（蔵王一） 斎藤なつみ（蔵王一） 海野 美里（町立朝日）

女５７ｋｇ 齋藤  桃（鶴岡四） 大内あずさ（山形六） 横山葉瑠果（長井北） 小川あかね（真室川）

女６３ｋｇ 佐藤 由起（三 川） 橋間  叶（中 山） 森谷ひなた（山形十） 阿部瑛李渚（新 庄）

女７０ｋｇ 鈴木 淳美（陵 南） 山田 茅里（蔵王一） 菅原結光花（神 町） 大河原麻衣（川西一）

女７０ｋｇ超 近藤ゆう菜（真室川） 森  遥香（日 新） 伊藤あかり（天童三） 柴倉 沙貴（宮 内）

剣   道 
男 佐藤  舜（山大附） 川井 太誠（天童一） 石田 卓也（天童一） 伊藤  優（遊 佐）

女 板垣 佑果（山形四） 結城 朱莉（天童三） 小野寺 翠（酒田五） 冨樫 菜摘（藤 島）

相   撲 

柏戸杯 原田 純也（舟 形） 吉田 竜平（酒田四） 斉藤 和憲（大 蔵） 松浦 祐也（藤 島）

1 部 原田 純也（舟 形） 吉田 竜平（酒田四） 斉藤 和憲（大 蔵） 土田 真成（鮭 川）

2 部 松浦 祐也（藤 島） 齋藤  匠（及 位） 加藤  武（酒田四） 石橋  翔（藤 島）

3 部 宮原 武希（鶴岡一） 髙橋 彰大（酒田五） 西尾 浩暉（舟 形） 二坂 義喜（及 位）

バドミントン 

男シングル 渋谷 勇希（鶴岡一） 五十嵐 優（鶴岡四） 奥山 皓太（天童四） 菊地 琢真（長井南）

男ダブルス 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・工藤（鶴岡一）

女シングル 矢萩 樺恋（天童二） 伊藤 由季（天童二） 鈴木 彩代（長井南） 八木 瑞月（長井南）

女ダブルス 安部・安部（米沢二） 堀米・斎藤（米沢六） 荒井・櫻庭（山形十） 山口・菅 （天童四）

 

 


