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男 柴田　健久（東根一） 川俣　　輝（余　目） 森本　涼雅（酒田六）

女 登坂　綾乃(酒田一） 阿蘓　梨花(立　川) 田中　日菜(酒田三）

男 柴田　健久（東根一） 森本　涼雅（酒田六） 川俣　　輝（余　目）

女 阿蘓　梨花(立　川) 剱持　栞奈（櫛　引） 登坂　綾乃(酒田一）

男 柴田　健久（東根一） 志田　昂暁（余　目） 川俣　　輝（余　目）

男 志田　昂暁（余　目） 川俣　　輝（余　目） 森本　涼雅（酒田六）

女 阿蘓　梨花(立　川) 登坂　綾乃(酒田一） 三宅　菜月（東根一）

男 柴田　健久（東根一） 森本　涼雅（酒田六） 川俣　　輝（余　目）

女 田中　日菜(酒田三） 登坂　綾乃(酒田一） 中村　里紅(山形三)

女 金原　円香（上山北） 登坂　綾乃(酒田一） 阿蘓　梨花(立　川)

男 齋藤　　凌（遊　佐） 菅原　隆広(鳥海八幡)

男 齋藤　　凌（遊　佐） 菅原　隆広(鳥海八幡)

男 齋藤　　凌（遊　佐） 堀　　翔偉(鳥海八幡) 荒生　一星(鳥海八幡)

女 奥山　綺奈（楯　岡） 長濱　陽佳（山形四） 三浦　志輝（余　目）

女 大崎　華世（天童一） 小松　玲亜（東根一） 平間　奈悠（山形六）

男 渋谷　光希（鶴岡一） 大島　千聖（天童二） 後藤　駿斗（鶴岡三） 山本　祐貴（鶴岡五）

女 伊藤　汐里（天童二） 小関　杏奈（天童四） 花輪　祥子（天童一） 吉田　　爽（山形三）

男 神居大輝・鈴木将也（米沢五）清野翔太・小野優真（鶴岡一）大滝晃太郎・高橋宏介（鶴岡五 渡部剛史・内ヶ崎智広（鶴岡二）

女 小柴文奈・原田淑麗（山形三）柿崎わかば・高橋里佳（新　庄伊藤清華・岡田梓沙（天童二） 本間優芽・小関萌花（日　新）

男 遠藤　駿介（米沢四） 亀井　智也（長井北） 佐藤　　圭(山形八） 加藤　宏基（飯　豊）

女 大場　夏紀(山形四) 佐直　春香(河　北) 川崎　七海（米沢一） 加藤由季乃（飯　豊）

男 斎藤　真澄（鶴岡二） 佐々木京介（鶴岡一） 菅原　大歩（三　川） 伊藤　晴哉（鶴岡三）

女 梅津　美唯（酒田二） 佐藤　有珠（余　目） 須田　歩実（鶴岡四） 斎藤　彩美（酒田三）

男 伊藤　晴哉（鶴岡三） 斎藤　真澄（鶴岡二） 亀井　智也（長井北） 齋藤　星夜（鶴岡二）

女 佐藤　有珠（余　目） 須田　歩実（鶴岡四） 大場　夏紀(山形四) 伊藤日向子（鳥海八幡）

男 矢田目清龍（山形四） 高梨　和樹（高畠一） 鈴木　貴大（町立朝日） 今井　祐太（町立朝日）

女 穂積　咲朱（山大附） 佐藤　亜美（町立朝日） 丹野　愛美（山形四） 遠藤みのり（町立朝日）

男 白崎　心路（遊　佐） 安藤　正尊（酒田四） 柏倉　拓人（尾花沢） 小野木智也（藤　島）

女 井上　瑞稀（松　山） 阿部まりな（酒田四） 佐々木彩華（松　山） 阿部　羽奏（遊　佐）

男 小松　　聖（遊　佐） 鈴木　貴大（町立朝日） 逸見　和永（蔵王一） 小野木智也（藤　島）

女 佐藤　亜美（町立朝日） 阿部　羽奏（遊　佐） 井上　瑞稀（松　山） 丹野　愛美（山形四）

男 秋葉　　拓（酒田一） 工藤　　晟（三　川） 内構　拳斗（最　上） 石井　竜也（酒田二）

男 木村　隼也（米沢一） 阿﨑　龍史（日　新） 大場　　竜（舟　形） 矢口　　龍（日　新）

南 黒田　大希(山形十) 木村　友哉(上山南） 柏倉　魁和（陵　東） 後藤　　仁(高畠三）

北 大場　　竜（舟　形） 尾形隆之介（鶴岡三） 板垣　元気（楯　岡） 佐藤　汰樹（東根一）

決勝 木村　友哉(上山南） 黒田　大希(山形十) 尾形隆之介（鶴岡三） 後藤　　仁(高畠三）

南 豊田　拓哉(山形九） 増川　和也(山形七) 笹原　大幹(上山南) 公平　理登（大　江）

北 高山裕次郎（日　新） 佐藤　麗王（真室川） 中村　啓人（萩　野） 木内　泰成（神　町）

決勝 豊田　拓哉(山形九） 増川　和也(山形七) 高山裕次郎（日　新） 笹原　大幹(上山南)

南 松田　壮貴(山形七) 佐藤　宏星（宮　内） 野村　武弘（米沢四） 布施　佑晟（高畠一）

北 石原　恭介（立　川） 池田　立樹（酒田四） 庄司　大地（金　山） 庄司　　陸（萩　野）

決勝 布施　佑晟（高畠一） 松田　壮貴(山形七) 野村　武弘（米沢四） 庄司　大地（金　山）

南 武田　光明（高畠一） 菊地　弘通（山形六） 佐藤　克海（山形七） 半沢　　望（上山南）

北 鈴木　　肇(立　川) 佐藤　吉彦(三　川) 藤田　陽大（真室川） 佐藤　新吾（神　町）

決勝 鈴木　　肇(立　川) 佐藤　吉彦(三　川) 菊地　弘通（山形六） 武田　光明（高畠一）

南 武田　和士(山形八） 馳尾幸太郎（山　辺） 佐藤　　淳（川　西） 佐藤　直哉（上山南）

北 臼井　哲平（立　川） 佐藤　秀弥（最　上） 赤澤　大輔（神　町） 石山　直樹（遊　佐）

決勝 佐藤　　淳（川　西） 臼井　哲平（立　川） 馳尾幸太郎（山　辺） 武田　和士(山形八）

南 栗原慎太郎（山形十） 荒木　　駿（山形十） 大木　　雄(天童一) 山口　拓毅（飯　豊）

北 越後　貴登（神　町） 阿部　雄大（最　上） 星川　航大（大石田） 阿部　大伸（酒田六）

決勝 越後　貴登（神　町） 栗原慎太郎（山形十） 大木　　雄(天童一) 荒木　　駿（山形十）

南 相田　　輝（高畠一） 遠藤　哲士(山形四） 田原　俊希（山形九） 永山　哲平（山形十）

北 荒木　大晴（立　川） 阿部　拓馬（最　上） 石黒　空太（酒田三） 姉﨑　啓人（真室川）

決勝 相田　　輝（高畠一） 遠藤　哲士(山形四） 荒木　大晴（立　川） 田原　俊希（山形九）

南 片桐　勇弥(天童一) 稲村　　龍（山　辺） 五十嵐滉平（山形十） 安部　俊佑（川　西）

北 本多　稜貴（三　川） 山科　快斗（日　新） 柿崎　大樹（真室川） 小松　巧未（遊　佐）

決勝 柿崎　大樹（真室川） 片桐　勇弥(天童一) 本多　稜貴（三　川） 五十嵐滉平（山形十）

南 尾形　恵理（高　楯） 安部　佳奈（小　国） 冨樫　　まい（山　寺） 佐藤　綾子（町立朝日）

北 渡部　桂衣（萩　野） 吉田　千優（楯　岡） 石山　夏海（東根一） 佐藤　初奈（真室川）

決勝 渡部　桂衣（萩　野） 吉田　千優（楯　岡） 尾形　恵理（高　楯） 安部　佳奈（小　国）

南 酒井　菜緒（山　辺） 清水菜々子（山形七） 月野　花梨（山形七） 寒河江　葵（川西一）

北 鈴木　美祐（三　川） 松田　妃那（尾花沢） 松澤　彩花（日　新） 進藤　とあ（酒田四）

決勝 酒井　菜緒（山　辺） 鈴木　美祐（三　川） 清水菜々子（山形七） 月野　花梨（山形七）

南 猪野ちひろ（高畠一） 高橋　紗希（山　辺） 沼尻　真優（山　辺） 小関明日香（川　西）

北 寒河江詩緒里（戸　沢） 青柳ほのか（戸　沢） 江藤　友香（東根一） 高山　　雅（明　倫）

決勝 猪野ちひろ（高畠一） 青柳ほのか（戸　沢） 沼尻　真優（山　辺） 高橋　紗希（山　辺）

南 佐藤　真衣（天童一） 上野　莉緒（山　辺） 門脇　結希（山形十） 石黒　麻希（山形七）

北 伊藤　　瞳（日　新） 本間　里菜(戸　沢) 細矢菜々子（尾花沢） 井上　愛莉（東根一）

決勝 上野　莉緒（山　辺） 佐藤　真衣（天童一） 門脇　結希（山形十） 伊藤　　瞳（日　新）

南 小林　静香（山形四） 庄司はるな（山　辺） 保科　稔実（川　西） 荒井美智佳（山形一）

北 亀井　奈々（新　庄） 半田紗里奈(戸　沢)

決勝 小林　静香（山形四） 庄司はるな（山　辺） 亀井　奈々（新　庄） 保科　稔実（川　西）

南 峯田　千裕（山　辺） 遠藤　　悠（川　西） 仁藤　　望（陵　南） 小関　　蓮（川　西）

北 今野　亜美(鶴岡一)

決勝 仁藤　　望（陵　南） 遠藤　　悠（川　西） 峯田　千裕（山　辺） 今野　亜美(鶴岡一)

南 中川　麗菜（山　辺） 日下部彩香（陵　南） 福武　花恋（中　山） 吉田　瑞姫（金　井）

北 福嶋　佳愛（萩　野） 大滝　由瑞（立　川） 古野真奈実（鶴岡一） 遠藤　理瑚（東根一）

決勝 中川　麗菜（山　辺） 福嶋　佳愛（萩　野） 日下部彩香（陵　南） 福武　花恋（中　山）
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相　　撲

リ ボ ン

北ブロック

決　　勝

個人１年生

個人２年生

シングルス

ダブルス

南ブロック

北ブロック

体　　操

バドミントン

卓　　球

個人総合

床運動

あん馬

跳　馬

鉄　棒

段違い平行棒

平均台

決　　勝

南ブロック

スティック

リング

剣　　道

新体操

個人総合

クラブ


