
名

小学生 282 名

中学生 95 名

高校生 9 名

一般 25 名

団体 名

名

名

名464

①功労賞

項目

候補者

個人

平成25年度

3

411

43

7

0

平成2５年度公益財団法人山形市体育協会表彰

功労賞・敢闘賞・特別賞・感謝状

【受賞候補者名簿】

名

合計

備考

②敢闘賞

③特別賞

④感謝状



功労賞
【 スポーツの普及，及び振興に寄与したものに対し行うもの 】

おがた げんじ

尾形 源二

推薦理由
（功 績）

昭和   ～平成11年度 スポーツ少年団本部員
平成12年度～平成18年度 スポーツ少年団副本部長
平成19年度～平成24年度 スポーツ少年団本部長
平成25年度～現在    スポーツ少年団顧問

 昭和の時代から平成11年度まで本部員として、副本部長を3期6年、
本部長も同じく3期6年務め、平成25年度までの永きにわたり少年団本
部運営に携わり、少年団本部の発展に尽力された。
 特に本部長時の平成22年に、現在も続いている市内少年団による馬
見ヶ崎川河川敷の清掃を実施し、市内スポーツ少年団のボランティア活
動を通して地域から認識される少年団として、また、平成23年には少年
団本部の活動・運営状況を知ってもらうため登録団員（父兄）・指導者
の全員に、会報誌「夢に向かって」を創刊配布し、開かれた少年団本部
として、先頭にたって少年団本部運営に手腕をふるわれた。
 なお、本部長を退任後も顧問として少年団本部運営に指導を頂いてい
る。

推薦団体 山形市スポーツ少年団



つねかわ たかし

功労賞
【 スポーツの普及，及び振興に寄与したものに対し行うもの 】

推薦団体 山形地区野球連盟

推薦理由
（功 績）

 地域に野球スポーツ少年団を創設するために奔走し、それから15年間
と長い間子供たちを指導・育成し地域スポーツの向上に大きく寄与して
きた。また昭和53年より山形地区野球連盟強化指導部に所属し山形市内
の小学生及び中学生へ、野球の楽しさ・技術のみならずスポーツマン
シップの大切さを指導・育成する傍ら、後進の指導者の育成にも尽力し
てきた。
 今日の山形市の学童・少年野球の礎を築き、長い間、野球の底辺拡大
とレベルアップを図ることに大きく貢献している。

・平成元年～ 平成15年うめばちスポーツ少年団（山八小）コーチ・監
督
・昭和53年～ 山形地区野球連盟強化指導部入籍
・平成17年～ 山形地区野球連盟強化指導部長（山形県野球連盟評議
員）
・平成24年～ 山形県野球連盟 強化指導部長

□第15回山形実業人野球ベストナイン【捕手部門】（昭和54年10月）
□第52回国民体育大会（なみはや国体）軟式野球競技成年1部 壮年5
位

常川 孝



推薦団体 山形市水泳連盟

推薦理由
（功 績）

 山形市に室内プールができ、市民水泳講座が開講された時から指導員
として成人のための講座の運営に協力してきた。また、小学校の地区ご
との水泳教室が開催されていた時期には、各高校ＯＢ会が協力していた
が、商業高校のＯＢとして受け持ち地区の指導に参加し、またＯＢのと
りまとめをして頂いた。
 平成6年ころからは、各種大会の記録の整理にもかかわり、平成13年
山形県水泳連盟に情報システム委員会が作られてからは山形市水泳連盟
の情報システム委員長として、委員会に参画し、記録の整理等に活躍さ
れた。
 平成22年からは、山形市水泳連盟副会長、平成23年には県水泳連盟
の情報システム副委員長として、連盟の運営に活躍されている。
 外部団体では、平成17年度から平成21年度まで市水泳連盟選出の山
形市体育協会評議員をされている。

いけの ひさよし

池野 久儀

功労賞
【 スポーツの普及，及び振興に寄与したものに対し行うもの 】



特別賞
【 スポーツ界において，特に顕著な活躍をしたものに対し行うもの 】

氏  名 所 属

おおが くにあき

国立大学法人山形大学
大神 訓章

推薦団体 山形市バスケットボール協会

大会名 第3回FIBA ASIA U-16男子バスケットボール選手権大会

成績 第3位

大会期日 平成25年9月25日～10月4日

会場 イラン・テヘラン（Azadi Stadium Compiex Twhran）

氏  名 所 属

山形県立南高等学校

成績 第3位

大会期日 平成25年9月25日～10月4日

会場 イラン・テヘラン（Azadi Stadium Compiex Twhran）

大会名 第3回FIBA ASIA U-16男子バスケットボール選手権大会

まえだ さとる

前田 悟

推薦団体 山形市バスケットボール協会



特別賞
【 スポーツ界において，特に顕著な活躍をしたものに対し行うもの 】

氏  名 所 属

くにい まお

日本大学山形高等学校
国井 麻緒

推薦団体 日本大学山形高等学校

大会名 第32回世界新体操選手権大会

成績
団体総合8位

※新体操ナショナル選抜団体チームのメンバーとして出場

大会期日 平成25年8月27日～9月1日

会場 ウクライナ・キエフ

山形市立商業高等学校
後藤 沙奈

推薦団体 山形市バスケットボール協会

大会名 第3回FIBA ASIA U-16女子バスケットボール選手権大会

成績 第2位

大会期日 平成25年11月23日～30日

会場 スリランカ・コロンボ（Sugathadasa Indoor Stadium）

氏  名 所 属

ごとう さな



特別賞
【 スポーツ界において，特に顕著な活躍をしたものに対し行うもの 】

氏  名 所 属
にほんだいがく

やまがたこうとうがっこう
日本大学山形高等学校 野球部

日本大学山形高等学校

推薦団体 公益財団法人山形市体育協会

大会名 第95回全国高等学校野球選手権大会

成績 ベスト４（県勢初）

大会期日 平成25年8月8日～22日

会場 阪神甲子園球場

会場 ロシア・ソチ

氏  名 所 属

うぃりあむそん しえん

山形県立山形中央高等学校
ウィリアムソン 師円

推薦団体 公益財団法人山形市体育協会

成績
2２年ぶりに高校生でスピードスケート種目（5000Ｍ）

の選手として選出される

大会期日 平成26年2月6日～23日

大会名 第22回オリンピック冬季競技大会 2014ソチ



特別賞
【 スポーツ界において，特に顕著な活躍をしたものに対し行うもの 】

氏  名 所 属

おくむら のぶゆき

日本大学山形高等学校 野球部
奥村 展征

推薦団体 公益財団法人山形市体育協会

大会名  第26回18Ｕワールドカップ

成績
準優勝（代表メンバーに選出）

※勝負強い打撃で主軸として活躍

大会期日 平成25年8月30日～9月8日

会場 台湾



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

第8回水の里杯選手権大会　団体組手 3位

第2回　和道会北日本空手道選手権大会　小学5・6年生男子個人形（無段の部） 1位

第2回　和道会北日本空手道選手権大会　小学5・6年生男子個人組手（無段の部） 3位

第２３回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学５年生男子組手 2位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学５年生男子組手 1位

會田　壱成 山形市立南沼原小学校 6 東北ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 2位

青木　宝 山形市立南沼原小学校 6 東北ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 2位

秋野　竜輝 山形市立東小学校 2 第24回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　小学2年生男子個人組手 1位

秋葉　裕規 山形市立第七小学校 6 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県スポーツ少年団50周年記念山形県少年少女スポーツ交流大会少年少女軟式野球競技　県大会ブロック 3位

朝倉　茜音 山形市立第十小学校 4 第38回山形県選抜学童水泳記録会　4年生以下女子50ｍ平泳ぎ 1位

朝倉　航聖 山形市立第十小学校 6 第38回山形県選抜学童水泳記録会　小学5・6年男子100ｍバタフライ 2位

浅野　凌茉 山形市立南小学校 6 全日本少年サッカー大会山形県大会 2位

第2回　和道会北日本空手道選手権大会　小学5・6年生男子個人組手（無段の部） 1位

第２７回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学５年生男子組手 1位

第２３回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学５年生男子組手 1位

第１回東北少年少女選手権大会　小学５年生男子組手 3位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学５年生男子組手 3位

第24回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　〈組手の部〉男子小学1年生の部 2位

第24回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　〈形の部〉男子小学1年生の部 3位

第３１回　山形県ジュニア空手道選手権大会　〈形の部〉男子小学１年生の部 3位

安達　伸之輔 山形市立第二小学校 5 2013年コカ・コーラ杯争奪山形県Ｕ－１１新人サッカー大会 1位

安倍　鈴菜 山形市立千歳小学校 4 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県少年少女スポーツ交流大会 2位

安倍　鈴菜 山形市立千歳小学校 4 ファミリーマートカップ第33回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 2位

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

相沢　歩生 山形市立蔵王第一小学校 5

飛鳥　成宣 山形市立南小学校 5

安達　滉太朗 山形市立第十小学校 1



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県少年少女スポーツ交流大会 2位

ファミリーマートカップ第33回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 2位

阿部　響 山形市立西小学校 6 第26回東北選手権水球競技大会　小学生の部 1位

安部　穂乃可 山形市立千歳小学校 2 平成25年度　全日本少年少女武道（なぎなた）錬成大会　演技競技 3位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 2位

山形県新人（Ｕ－１１）大会 3位

天野　継斗 山形市立楯山小学校 5 第26回東北選手権水球競技大会　小学生の部 1位

「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県少年少女スポーツ交流大会 2位

ファミリーマートカップ第33回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 2位

6 東北少年少女交流大会 1位

6 山形県少年柔道大会 1位

荒川　淳之助 山形市立第七小学校 6 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県スポーツ少年団50周年記念山形県少年少女スポーツ交流大会少年少女軟式野球競技　県大会ブロック 3位

荒木　恒紀 山形大学付属小学校 6 全日本少年サッカー大会山形県大会 2位

飯野　顕之介 山形大学付属小学校 6 全日本少年サッカー大会山形県大会 2位

山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 1位

べにばな杯 2位

第23回全日本少年フットサル大会山形大会 3位

伊倉　優太 山形大学付属小学校 6 全日本少年サッカー大会山形県大会 2位

石井　創 山形市立南沼原小学校 6 東北ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 2位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 2位

山形県新人（Ｕ－１１）大会 3位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 1位

山形県新人（Ｕ１１）大会 2位

山形市立南沼原小学校

山形市立第九小学校

荒井　健友

飯野　大空斗

阿部　遥奈 山形市立千歳小学校 6

阿部　祐太 山形市立千歳小学校 3

荒井　華歩 山形市立千歳小学校 6

6

石井　優希 山形市立桜田小学校 3

石澤　歩晟 山形市立楯山小学校 5



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県少年少女スポーツ交流大会 2位

ファミリーマートカップ第33回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 2位

「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県少年少女スポーツ交流大会 2位

ファミリーマートカップ第33回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 2位

スポーツエアロビック2013北海道オープン（JOC北海道大会）　ユース１トリオ部門 1位

スポーツエアロビック２０１３宮城オープン　ユースフライト部門小学５・６年生の部 3位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 2位

山形県新人（Ｕ－１１）大会 3位

石山　大凱 山形市立出羽小学校 5 山形県少年柔道大会 1位

第2回　和道会北日本空手道選手権大会　小学3・4年生男子個人形（無段の部） 3位

第8回水の里杯選手権大会　団体組手 3位

第2回和道会北日本空手道選手権大会　復興祭　小学３・４年生　団体組手 2位

第８回水の里杯　小学４年生男子個人組手 1位

第２７回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学４年生男子形 3位

第２７回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学４年生男子組手 1位

第２３回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学４年生男子形 3位

第１回　東北少年少女選手権大会　小学４年生男子組手 1位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学４年生男子組手 1位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学４年生男子形 3位

板橋　和真 山形市立南沼原小学校 6 東北ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 2位

市野　満羽衣 山形市立鈴川小学校 3 第24回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　小学3年生女子個人組手 3位

伊藤　康太 山形市立第六小学校 4 第38回山形県選抜学童水泳記録会　4年生以下男子50ｍ自由形 1位

山形市立千歳小学校石橋　玲那

石橋　琉衣 山形市立千歳小学校 2

5

石本　早紀 山形大学付属小学校 6

石山　士恩 山形市立南山形小学校 3

石山　太郎 山形市立第六小学校 4



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

第37回全日本少年サッカー山形県大会 1位

べにばな杯 1位

山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 2位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 2位

山形県新人（Ｕ－１１）大会 3位

第37回全日本少年サッカー山形県大会 1位

べにばな杯 1位

山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 2位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 2位

山形県新人（Ｕ－１１）大会 3位

伊藤　孟 山形市立東小学校 6 第48回全国道場少年剣道大会全国道場少年剣道選手権山形県予選会　個人 3位

第2回　和道会北日本空手道選手権大会　小学3・4年生女子個人形（無段の部） 3位

第８回水の里杯　小学３年生女子個人組手 2位

第２７回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学３年生女子形 1位

第２７回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学３年生女子組手 1位

第１回東北少年少女選手権大会　小学３年生女子形 3位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学３年生女子形 1位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 1位

山形県新人（Ｕ１１）大会 2位

伊藤　琉偉 山形市立出羽小学校 5 第37回全日本少年サッカー山形県大会 1位

べにばな杯 1位

山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 2位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 2位

山形県新人（Ｕ－１１）大会 3位

稲毛　胡宇 山形市立第二小学校 5 2013年コカ・コーラ杯争奪山形県Ｕ－１１新人サッカー大会 1位

山形市立高瀬小学校

山形市立出羽小学校

伊藤　航太

伊藤　琉偉

5

伊藤　貴史 山形市立蔵王第一小学校 5

伊藤　瑠愛 山形市立第一小学校 3

伊東　瑠偉 山形市立滝山小学校 5

5



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 1位

山形県新人（Ｕ１１）大会 2位

犬飼　秀冴 山形市立南沼原小学校 6 東北ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 2位

井上　あかり 山形市立第九小学校 5 山形県少年少女交流大会 2位

井上　蓮斗 山形市立南沼原小学校 6 東北ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 2位

平成25年度「べにばな国体」記念第21回山形県スポーツフェスティバル少年少女スポーツ交流大会　4年生以下男子の部 2位

第9回山形県クラブ対抗小学生ソフトテニス大会　男子の部 3位

第13回全国小学生ソフトテニス大会山形県予選会（4年生男子） 3位

第21回小嶋源吉・佐藤忠太郎杯　山形県小学生ソフトテニス（学年別大会）兼東北小学生ソフトテニス（学年別大会）県予選会　4年生以下男子の部 3位

岩井　さくら 山形大学付属小学校 4 第3回山形県少年少女県道個人錬成大会　小学校4年生　女子の部 3位

岩井　悠哉 山形大学付属小学校 6 全日本少年サッカー大会山形県大会 2位

第38回山形県選抜学童水泳記録会　小学校男子200ｍメドレーリレー 1位

第38回山形県選抜学童水泳記録会　小学校男子200ｍフリーリレー 2位

岩間　晴紀 山形市立南沼原小学校 6 第38回山形県選抜学童水泳記録会　小学5・6年男子50ｍ背泳ぎ 2位

岩本　いち江 山形市立東小学校 6 第29回全国小学生陸上競技交流大会山形県予選会　女子走り幅跳び 2位

上田　健太郎 山形市立第七小学校 5 第21回山形県民スポーツフェスティバル少年サッカー大会 2位

梅津　光 山形市立第七小学校 5 山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 1位

べにばな杯 2位

第23回全日本少年フットサル大会山形大会 3位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 2位

山形県新人（Ｕ－１１）大会 3位

山形市立第七小学校梅津　光

稲田　哲兵 山形市立滝山小学校 5

入江　快成 山形市立第七小学校 3

岩田　開拓 山形大学付属小学校 6

5

漆山　颯太 山形市立第六小学校 4



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 1位

べにばな杯 2位

第23回全日本少年フットサル大会山形大会 3位

遠藤　愛蘭 山形市立第三小学校 4 第20回東北スポーツチャンバラ選手権大会　基本動作の部 1位

遠藤　光星 山形市立第七小学校 5 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県スポーツ少年団50周年記念山形県少年少女スポーツ交流大会少年少女軟式野球競技　県大会ブロック 3位

遠藤　孝太郎 山形市立千歳小学校 4 ルーセント杯全国選抜小学生ソフトテニス大会　ローの部 2位

遠藤　大夢 山形市立滝山小学校 5 第13回全国小学生山形県予選 2位

山形県ジュニア新体操選手権大会　フープ団体の部（小5年～中3年の部）総合 2位

山形県ジュニア新体操選手権大会　Bクラス（小５年～６年の部）個人総合 2位

遠藤　悠馬 山形市立第七小学校 6 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県スポーツ少年団50周年記念山形県少年少女スポーツ交流大会少年少女軟式野球競技　県大会ブロック 3位

及川　愛海 山形市立第九小学校 2 山形県ジュニア新体操選手権大会　Ｓクラス（小1年～2年の部）個人総合 3位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 1位

山形県新人（Ｕ１１）大会 2位

第2回　和道会北日本空手道選手権大会　小学1・2年生男子個人形（無段の部） 3位

第２７回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学１年生男子形 3位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学１年生男子組手 2位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学１年生男子形 3位

第２７回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学１年生男子組手 1位

大木　空 山形市立第七小学校 5 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県スポーツ少年団50周年記念山形県少年少女スポーツ交流大会少年少女軟式野球競技　県大会ブロック 3位

大木　翼 山形市立第七小学校 3 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県スポーツ少年団50周年記念山形県少年少女スポーツ交流大会少年少女軟式野球競技　県大会ブロック 3位

大滝　駿介 山形市立第七小学校 4 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県スポーツ少年団50周年記念山形県少年少女スポーツ交流大会少年少女軟式野球競技　県大会ブロック 3位

大築　芙蓉 山形市立第七小学校 5 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県スポーツ少年団50周年記念山形県少年少女スポーツ交流大会少年少女軟式野球競技　県大会ブロック 3位

大場　脩平 山形市立南小学校 5 山形県少年少女スポーツ交流大会　トーナメント 3位

大場　一真 山形市立鈴川小学校 5 山形県少年少女スポーツ交流大会　男子Ａブロック 1位

岡崎　昂太 山形市立第七小学校 5 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県スポーツ少年団50周年記念山形県少年少女スポーツ交流大会少年少女軟式野球競技　県大会ブロック 3位

山形大学付属小学校大泉　彰護

枝松　諒真 6

遠藤　美桜 山形市立みはらしの丘小学校 5

山形市立みはらしの丘小学校

5

大江　翔大 山形市立第七小学校 1



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

岡澤　ｵｻｲﾘｽ
ｸﾜﾋﾞﾅ　ﾒﾝｻ

山形大学付属小学校 6 第29回山形県小学生陸上競技大会　小学男子1000ｍ 3位

山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 1位

べにばな杯 2位

第23回全日本少年フットサル大会山形大会 3位

山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 1位

べにばな杯 2位

第23回全日本少年フットサル大会山形大会 3位

第2回　和道会北日本空手道選手権大会　小学5・6年生男子個人形（有段の部） 3位

第２７回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学６年生男子組手 3位

第１回　東北少年少女選手権大会　小学６年生男子形 3位

第３１回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学６年生男子組手 3位

第２回　和道会北日本空手道選手権大会　男子５・６年有段者形 3位

第１回東北小学生空手道選手権大会　小学６年生男子形 3位

第１回東北小学生空手道選手権大会　山形予選会　小学６年生男子形 3位

柿崎　颯樹 山形大学付属小学校 3 第2回　和道会北日本空手道選手権大会　小学3・4年生男子個人形（無段の部） 2位

第２７回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学３年生男子組手 3位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学３年生男子組手 2位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学３年生男子形 1位

加藤　慎二郎 山形市立東小学校 4 第20回東北スポーツチャンバラ選手権大会　基本動作・長剣両手 2位

加藤　大智 山形市立南小学校 6 全日本少年サッカー大会山形県大会 2位

スポーツエアロビック2013北海道オープン（JOC北海道大会）　ユース１トリオ部門 1位

スポーツエアロビック２０１３宮城オープン　ユースフライト部門小学５・６年生の部 2位

加藤　隆太郎 山形市立東小学校 6 第20回東北スポーツチャンバラ選手権大会　小太刀の部 1位

柿崎　翔舞

奥野　歌 山形市立第二小学校 6

織田　馨太 山形市立千歳小学校 6

山形大学付属小学校 6

柿崎　颯樹 山形大学付属小学校 3

加藤　千聖 山形大学付属小学校 6



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 1位

べにばな杯 2位

第23回全日本少年フットサル大会山形大会 3位

東北少年少女交流大会 1位

山形県少年柔道大会 1位

第33回東北ブロックスポーツ少年団柔道交流大会　団体戦 1位

第26回マルちゃん杯　東北少年柔道大会　団体戦 3位

山形県少年柔道大会 1位

第13回山形県少年健全育成柔道大会兼第10回全国小学生学年別柔道大会県予選大会　男子5年45kg級 2位

鎌上　将大 山形市立西小学校 5 第38回山形県選抜学童水泳記録会　小学5・6年男子100ｍ自由形 1位

神尾　健斗 山形市立宮浦小学校 6 山形県少年少女スポーツ交流大会　トーナメント 3位

第37回全日本少年サッカー山形県大会 1位

べにばな杯 1位

山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 2位

神尾　北斗 山形市立宮浦小学校 6 山形県少年少女スポーツ交流大会　トーナメント 3位

宮城県ジュニアテニスサーキット　第4戦ミズノカップ　13歳以下男子シングルス 2位

山形県ジュニアテニス選手権　１２歳以下男子シングルス 1位

山形県小学生テニス選手権大会第１８回ジャワ杯　小学生男子シングルス 1位

第６回山形県夏季小学生テニス選手権大会　男子シングルス 1位

山形県小学生テニス選手権大会庄司・武田杯　小学生男子シングルス 1位

菅野　芽生 山形大学付属小学校 6 山形県ジュニア新体操選手権大会　フープ団体の部（小5年～中3年の部）総合 3位

山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 1位

べにばな杯 2位

第23回全日本少年フットサル大会山形大会 3位

山形市立第七小学校

叶　知紘

菊池　航祐

金子　巧 山形市立第七小学校 6

山形市立第七小学校 6

叶　尚基 5

神尾　泰生 山形市立第十小学校 6

川崎　理比人 山形市立本沢小学校 6

6山形市立第十小学校



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

菊地　悠仁 山形市立第七小学校 6 第21回山形県民スポーツフェスティバル少年サッカー大会 2位

岸　大斗 山形市立第二小学校 5 2013年コカ・コーラ杯争奪山形県Ｕ－１１新人サッカー大会 1位

木嶋　拓哉 山形市立第十小学校 4 全国小学生山形県最終選考会 3位

木嶋　寧々 山形市立第十小学校 5 第13回全国小学生山形県予選 3位

北澤　怜朗 山形市立第四小学校 4 第38回山形県選抜学童水泳記録会　4年生以下男子50ｍバタフライ 1位

木村　翔馬 山形市立鈴川小学校 5 山形県少年少女スポーツ交流大会　男子Ａブロック 1位

木村　智也 山形市立滝山小学校 6 第26回東北選手権水球競技大会　小学生の部 1位

木村　遥也 山形市立滝山小学校 3 第26回東北選手権水球競技大会　小学生の部 1位

第24回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　〈組手の部〉男子小学1年生の部 3位

第３１回山形県ジュニア空手道選手権大会　〈組手の部〉男子小学1年生の部 3位

山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 1位

べにばな杯 2位

工藤　虎南 山形市立滝山小学校 6 第23回全日本少年フットサル大会山形大会 3位

工藤　草太 山形市立第七小学校 4 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県スポーツ少年団50周年記念山形県少年少女スポーツ交流大会少年少女軟式野球競技　県大会ブロック 3位

第10回クライミングコンペ・仙台カップ2013 兼 平成25年度宮城県民体育大会　山岳競技　クライミング競技 総合ジュニア 1位

第10回クライミングコンペ・仙台カップ2013 兼 平成25年度宮城県民体育大会　山岳競技　ハートクライミング競技 ジュニア 1位

第10回クライミングコンペ・仙台カップ2013 兼 平成25年度宮城県民体育大会　山岳競技　ボルダリング競技 ジュニア 1位

第10回クライミングコンペ・仙台カップ2013 兼 平成25年度宮城県民体育大会　山岳競技　ボルダリング競技キッズ 1位

第10回クライミングコンペ・仙台カップ2013 兼 平成25年度宮城県民体育大会　山岳競技　クライミング競技キッズ 2位

工藤　隆也 山形市立南小学校 6 全日本少年サッカー大会山形県大会 2位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 2位

山形県新人（Ｕ－１１）大会 3位

草苅　瑠音 山形市立南山形小学校 1

工藤　虎南 山形市立滝山小学校 6

工藤　空 山形市立東小学校 2

工藤　花 山形市立東小学校 4

黒木　大誠 山形市立楯山小学校 3



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

第37回全日本少年サッカー山形県大会 1位

べにばな杯 1位

山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 2位

第24回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　〈組手の部〉女子小学4年生の部 3位

第３１回山形県ジュニア空手道選手権大会　〈組手の部〉女子小学４年生の部　 3位

山形県少年少女スポーツ交流大会（空手道競技）　〈女子組手〉小学４年生の部 3位

黒田　圭太郎 山形市立西山形小学校 5 東北少年少女交流大会 1位

第37回全日本少年サッカー山形県大会 1位

べにばな杯 1位

山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 2位

黒沼　慈央 山形大学付属小学校 5 第38回山形県選抜学童水泳記録会　小学5・6年男子50ｍ平泳ぎ 2位

桑原　亮太 山形市立西小学校 5 ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 1位

桑原　亮太 山形市立西小学校 5 山形県新人（Ｕ１１）大会 2位

小関　麗陽 山形市立第七小学校 4 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県スポーツ少年団50周年記念山形県少年少女スポーツ交流大会少年少女軟式野球競技　県大会ブロック 3位

後藤　清花 山形市立第五小学校 5 第26回東北選手権水球競技大会　小学生の部 1位

後藤　悠介 山形市立第二小学校 5 2013年コカ・コーラ杯争奪山形県Ｕ－１１新人サッカー大会 1位

東北少年少女交流大会 1位

山形県少年柔道大会 1位

スポーツエアロビック2013宮城オープン　ユースフライト部門　小学校4年生以下の部 1位

第４回全国ユースフライト選手権大会　全国大会　小学校４年生以下の部 ６位

小林　涼雅 山形大学付属小学校 4 全国小学生山形県最終選考会 3位

根田　直樹 山形市立南沼原小学校 6 東北ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 2位

第34回蔵王ジュニア総合スキー大会　小学校男子5年の部　回転 1位

第34回蔵王ジュニアジャイアントスラローム大会　小学校男子５年の部大回転 1位

今野　初芽 山形大学付属小学校 6 第25回全日本エアロビクスコンテスト東北大会　小学生高学年シングル部門 2位

黒木　隆成 山形市立楯山小学校 6

黒木　涼香 山形市立第八小学校 4

黒田　大楼 山形市立南沼原小学校 6

小林　力仁 6

小林　莉乃 4

山形市立明治小学校

山形市立東小学校

今野　拓人 山形大学付属小学校 6



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

斎藤　旬太 山形大学付属小学校 6 全日本少年サッカー大会山形県大会 2位

斎藤　颯太 山形市立南小学校 6 全日本少年サッカー大会山形県大会 2位

第35回東北ジュニアテニス選手権大会　東北予選会　12歳以下男子ダブルス 3位

平成25年度山形県ジュニアテニス選手権大会兼東北大会山形県予選会 　12歳以下男子ダブルス 1位

平成25年度山形県ジュニアテニス選手権大会兼東北大会山形県予選会 　12歳以下男子シングルス 2位

斉藤　望 山形市立南沼原小学校 5 東北ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 2位

齋藤　結 山形市立明治小学校 4 山形県少年少女交流大会 2位

齋藤　優菜 山形市立第七小学校 3 仙台市スポーツ少年団バドミントン新春交流大会兼南三県交流大会　3年以下女子ダブルス 3位

西塔　呼春 山形市立千歳小学校 4 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県少年少女スポーツ交流大会 2位

西塔　呼春 山形市立千歳小学校 4 ファミリーマートカップ第33回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 2位

山形県ジュニア新体操選手権大会　Ａクラス（小3年～4年の部）個人総合 2位

第27回東北ジュニア体操競技新体操選手権大会 6位

佐柄　怜音 山形市立楯山小学校 6 第29回山形県小学生陸上競技大会　女子ボール投げ 1位

佐々木　恵梧 山形市立第七小学校 5 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県スポーツ少年団50周年記念山形県少年少女スポーツ交流大会少年少女軟式野球競技　県大会ブロック 3位

第37回全日本少年サッカー山形県大会 1位

べにばな杯 1位

山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 2位

佐々木　滉典 山形市立第十小学校 6 山形県少年少女スポーツ交流大会　トーナメント 3位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 1位

山形県新人（Ｕ１１）大会 2位

第37回全日本少年サッカー山形県大会 1位

べにばな杯 1位

山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 2位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 2位

山形県新人（Ｕ－１１）大会 3位

佐々木　康祐

齋藤　大希 山形市立金井小学校 6

坂井　ことは 山形市立第七小学校 4

6

佐々木　俊輔 山形市立滝山小学校 5

佐々木　悠汰 山形市立第七小学校 5

山形市立第七小学校



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

佐竹　優斗 山形市立第二小学校 5 2013年コカ・コーラ杯争奪山形県Ｕ－１１新人サッカー大会 1位

佐藤　綾人 山形大学付属小学校 6 全日本少年サッカー大会山形県大会 2位

佐藤　岳 山形市立南沼原小学校 6 東北ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 2位

第38回山形県選抜学童水泳記録会　小学校男子200ｍメドレーリレー 1位

第38回山形県選抜学童水泳記録会　小学校男子200ｍフリーリレー 2位

佐藤　寛太 山形市立西小学校 6 山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 1位

べにばな杯 2位

第23回全日本少年フットサル大会山形大会 3位

第2７回和道会北日本空手道選手権大会　小学5・6年生男子個人組手（有段の部） 3位

第２７回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学６年生男子組手 3位

第2回和道会北日本空手道選手権大会　復興祭　小学５・６年生　団体組手 1位

佐藤　聖真 山形市立南沼原小学校 4 第38回山形県選抜学童水泳記録会　4年生以下男子50ｍ背泳ぎ 3位

佐藤　大悟 山形市立第七小学校 4 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県スポーツ少年団50周年記念山形県少年少女スポーツ交流大会少年少女軟式野球競技　県大会ブロック 3位

佐藤　太一 山形市立南小学校 6 全日本少年サッカー大会山形県大会 2位

佐藤　寧々 山形市立鈴川小学校 6 第13回全国小学生学年別柔道大会県大会 1位

佐藤　寧々 山形市立鈴川小学校 6 山形県少年柔道大会 1位

佐藤　冬萌 山形市立滝山小学校 4 第32回山形市長杯トランポリン競技大会　Ｄクラス女子 2位

佐藤　美翔 山形市立桜田小学校 6 第38回山形県選抜学童水泳記録会　小学5・6年女子50ｍ自由形 3位

佐藤　大和 山形市立南沼原小学校 6 東北ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 2位

佐藤　陽菜子 山形大学付属小学校 6 2013年度少林寺拳法山形大会　中学生級の部 最優秀賞

澤田　琉稀 山形市立南小学校 6 全日本少年サッカー大会山形県大会 2位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 1位

山形県新人（Ｕ１１）大会 2位

志田　玲奈 山形市立鈴川小学校 5 第31回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学5年生女子個人組手 2位

篠田　みちる 山形市立第二小学校 5 2013年コカ・コーラ杯争奪山形県Ｕ－１１新人サッカー大会 1位

佐藤　岳 山形大学付属小学校 6

山形市立西小学校 6

佐藤　慈弘 山形市立南小学校 6

宍戸　涼真 山形市立滝山小学校 5

佐藤　寛太



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

柴崎　翔太 山形市立第七小学校 5 第21回山形県民スポーツフェスティバル少年サッカー大会 2位

渋谷　杏璃 山形市立鈴川小学校 4 第21回県少年少女スポーツ交流大会空手道競技　小学4年生女子個人組手 3位

庄司　圭佑 山形大学付属小学校 3 第3回山形県少年少女県道個人錬成大会　小学校3年生　男子の部 3位

庄司　敬太 山形市立第七小学校 6 第21回山形県民スポーツフェスティバル少年サッカー大会 2位

庄司　流生 山形市立南沼原小学校 5 東北ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 2位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 1位

山形県新人（Ｕ１１）大会 2位

第27回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学3年生男子組手 1位

第２７回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学３年生男子形 3位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学３年生男子組手 1位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学３年生男子形 3位

第2回　和道会北日本空手道選手権大会　小学1・2年生女子個人組手（無段の部） 3位

第８回水の里杯　小学１年生女子個人組手 3位

第2回　和道会北日本空手道選手権大会　小学1・2年生女子個人形（無段の部） 3位

第２７回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学１年生女子形 3位

第２７回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学１年生女子組手 2位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学１年生女子組手 3位

神保　伯虎 山形市立桜田小学校 5 第26回東北選手権水球競技大会　小学生の部 1位

第1回　東北少年少女選手権大会　小学6年生男子組手 3位

第2回和道会北日本空手道選手権大会　復興祭　小学５・６年生　団体組手 1位

第２７回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学６年生男子組手 2位

第２３回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学６年生男子組手 2位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学６年生男子組手 2位

第38回山形県選抜学童水泳記録会　小学校男子200ｍメドレーリレー 1位

第38回山形県選抜学童水泳記録会　小学校男子200ｍフリーリレー 2位

進藤　竜 山形市立第十小学校 5

山形市立村木沢小学校 3

神保　那智 山形市立村木沢小学校 1

菅原　大輔 山形大学付属小学校 6

杉田　悠介 山形大学付属小学校 6

神保　拓真



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

鈴木　愛菜 山形市立第十小学校 6 山形県ジュニア新体操選手権大会　フープ団体の部（小5年～中3年の部）総合 3位

鈴木　朝尋 山形市立出羽小学校 6 山形県少年柔道大会 1位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 1位

山形県新人（Ｕ１１）大会 2位

「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県少年少女スポーツ交流大会 2位

ファミリーマートカップ第33回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 2位

第27回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学6年生女子形 3位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学６年生女子形 3位

山形県ジュニア空手道選手権大会　個人形 3位

第24回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　小学2年生男子個人形 3位

第３１回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学２年生男子個人形 3位

鈴木　珠莉 山形市立東小学校 6 第29回全国小学生陸上競技交流大会山形県予選会　女子80ｍハードル 2位

第1回　東北少年少女選手権大会　小学1年生女子組手 3位

第8回水の里杯　団体組手 3位

第8回水の里杯　小学１年生女子個人組手 2位

第２７回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学１年生女子形 3位

第２７回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学１年生女子組手 3位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学１年生女子組手 1位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学１年生女子形 3位

鈴木　陽斗 山形市立鈴川小学校 5 山形県少年少女スポーツ交流大会　男子Ａブロック 1位

鈴木　凛音 山形市立南沼原小学校 5 東北ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 2位

平　修一 山形市立第二小学校 3 第20回東北スポーツチャンバラ選手権大会　長剣の部 1位

髙内　愛斗 山形市立桜田小学校 4 第38回山形県選抜学童水泳記録会　4年生以下男子50ｍ背泳ぎ 1位

高木　環 山形市立第八小学校 4 第32回山形市長杯トランポリン競技選手権大会（県大会）　Ｄクラス女子 1位

鈴木　海里 山形市立南山形小学校 6

鈴木　海良 山形市立千歳小学校 2

鈴木　真海 山形市立南山形小学校 1

山形市立第十小学校 5

鈴木　彩香 山形市立千歳小学校 3

鈴木　朝陽



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

第8回水の里杯　小学４年生女子個人組手 3位

第２７回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学４年生女子個人組手 1位

第２３回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学４年生女子組手 2位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学４年生女子組手 3位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学４年生女子形 3位

高瀬　由菜 山形市立蔵王第一小学校 6 第32回山形県トランポリン競技選手権大会　Ｃクラス女子 1位

髙梨　美宙 山形市立楯山小学校 4 山形県少年少女交流大会 2位

第2回　和道会北日本空手道選手権大会　小学3・4年生男子個人形（無段の部） 1位

第2回和道会北日本空手道選手権大会　復興祭　小学３・４年生　団体組手 2位

第２７回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学４年生男子組手 3位

第２３回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学４年生男子組手 1位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学４年生男子組手 3位

高橋　慶伍 山形市立西小学校 6 第26回東北選手権水球競技大会　小学生の部 1位

高橋　萌永 山形市立みはらしの丘小学校 5 第4回山形県小学生シングルソフトテニス大会 1位

高橋　優奈 山形市立第七小学校 5 山形県ジュニア新体操選手権大会　フープ団体の部（小5年～中3年の部）総合 2位

高橋　遼平 山形市立西小学校 2 第26回東北選手権水球競技大会　小学生の部 1位

滝口　公輝 山形大学付属小学校 3 第31回　山形県ジュニア選手権大会　小学3年生男子組手 3位

武田　一聖 山形市立第七小学校 5 第38回山形県選抜学童水泳記録会　小学5・6年男子100ｍ背泳ぎ 1位

竹田　憂斗 山形市立南小学校 6 全日本少年サッカー大会山形県大会 2位

田子　葵 山形市立第十小学校 1 第24回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　〈組手の部〉女子小学1年生の部 1位

第３１回山形県ジュニア空手道選手権大会　〈形の部〉女子小学１年生の部 3位

第３１回山形県ジュニア空手道選手権大会　〈組手の部〉女子小学１年生の部 3位

田子　純成 山形市立第十小学校 3 第24回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　〈組手の部〉男子小学3年生の部 2位

舘内　直哉 山形市立第七小学校 5 山形県少年少女スポーツ交流大会（空手道競技）　〈男子組手〉小学5年生の部 3位

田中　伶 山形市立鈴川小学校 6 第21回県少年少女スポーツ交流大会空手道競技　小学生男子個人形 3位

高瀬　結衣 山形市立南山形小学校 4

高橋　慶 山形市立西山形小学校 4

田子　葵 山形市立第十小学校 1



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

田村　翔 山形市立金井小学校 6 平成25年度　東北春季ジュニアテニス大会山形県予選会　シングルス12歳以下の部 1位

田村　直生 山形市立第二小学校 5 2013年コカ・コーラ杯争奪山形県Ｕ－１１新人サッカー大会 1位

丹野　愛海 山形市立大郷小学校 3 第24回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　小学3年生女子個人形 2位

第24回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　小学2年生男子個人組手 3位

第３１回山形県ジュニア空手道選手権大会  小学２年生男子個人組手 3位

土屋　太陽 山形市立南沼原小学校 5 第13回全国小学生山形県予選 2位

常井　翔矢 山形大学付属小学校 6 全日本少年サッカー大会山形県大会 2位

恒儀　晃太 山形市立第七小学校 6 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県スポーツ少年団50周年記念山形県少年少女スポーツ交流大会少年少女軟式野球競技　県大会ブロック 3位

寺澤　昂汰 山形市立鈴川小学校 6 山形県少年少女スポーツ交流大会　男子Ａブロック 1位

寺島　健太 山形市立蔵王第一小学校 5 第38回山形県選抜学童水泳記録会　小学5・6年男子100ｍ自由形 3位

東海林　侑 山形大学付属小学校 6 全日本少年サッカー大会山形県大会 2位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 2位

山形県新人（Ｕ－１１）大会 3位

豊泉　寛旭 山形市立第一小学校 4 第38回山形県選抜学童水泳記録会　4年生以下男子50ｍバタフライ 2位

中澤　陽 山形市立第十小学校 4 第32回山形市長杯トランポリン競技大会　Ｄクラス男子 3位

永野　隼一 山形市立第四小学校 6 第26回東北選手権水球競技大会　小学生の部 1位

永見　健太郎 山形大学付属小学校 6 全日本少年サッカー大会山形県大会 2位

中村　亜蓮 山形市立第二小学校 4 2013年コカ・コーラ杯争奪山形県Ｕ－１１新人サッカー大会 1位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 2位

山形県新人（Ｕ－１１）大会 3位

成田　尚永 山形市立南沼原小学校 6 東北ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 2位

難波　右京 山形大学付属小学校 4 第38回山形県選抜学童水泳記録会　4年生以下男子50ｍ背泳ぎ 2位

難波　美紅 山形市立西小学校 5 山形県ジュニア新体操選手権大会　フープ団体の部（小5年～中3年の部）総合 3位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 2位

山形県新人（Ｕ－１１）大会 3位
西田　琉貴 山形市立西小学校 4

丹野　亘 山形市立出羽小学校 2

富樫　奏太 山形市立滝山小学校 3

中村　慧 山形市立楯山小学校 3



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県少年少女スポーツ交流大会 2位

ファミリーマートカップ第33回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 2位

野口　大輔 山形市立第七小学校 6 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県スポーツ少年団50周年記念山形県少年少女スポーツ交流大会少年少女軟式野球競技　県大会ブロック 3位

第38回山形県選抜学童水泳記録会　小学5・6年生男子　50m背泳ぎ 3位

第38回山形県選抜学童水泳記録会　小学校男子200ｍメドレーリレー 1位

第38回山形県選抜学童水泳記録会　小学校男子200ｍフリーリレー 2位

第37回全日本少年サッカー山形県大会 1位

べにばな杯 1位

山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 2位

羽角　めい 山形市立西小学校 5 山形県ジュニア新体操選手権大会　フープ団体の部（小5年～中3年の部）総合 3位

長谷川　喬士 山形市立第七小学校 5 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県スポーツ少年団50周年記念山形県少年少女スポーツ交流大会少年少女軟式野球競技　県大会ブロック 3位

長谷川　稔 山形市立滝山小学校 5 山形県少年少女スポーツ交流大会　トーナメント 3位

濱中　舞雪 山形大学付属小学校 4 第33回山形県ジュニア体操競技　新体操選手権大会 4位

早坂　伶央 山形市立南沼原小学校 6 山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 1位

べにばな杯 2位

第23回全日本少年フットサル大会山形大会 3位

第32回山形市長杯トランポリン競技選手権大会（県大会）　Ｃクラス男子 1位

第2回東北トランポリン競技選手権大会　ジュニアＡクラス男子個人 3位

第32回山形県トランポリン競技選手権大会兼東北トランポリン競技選手権大会予選会　Ｄクラス男子個人 1位

第32回山形県トランポリン競技選手権大会兼東北トランポリン競技選手権大会予選会　Ｄクラス男子団体 3位

「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県少年少女スポーツ交流大会 2位

ファミリーマートカップ第33回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 2位

平間　翼 山形市立南沼原小学校 5 東北ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 2位

平山　翔馬 山形市立第二小学校 4 2013年コカ・コーラ杯争奪山形県Ｕ－１１新人サッカー大会 1位

深瀬　太陽 山形市立南小学校 6 全日本少年サッカー大会山形県大会 2位

日野　雛々 山形市立千歳小学校 4

橋本　愉誠 山形大学付属小学校 6

早坂　伶央 山形市立南沼原小学校 6

播磨谷　圭太 山形市立第七小学校 3

仁藤　向日里 山形市立千歳小学校 6

野村　雄昂 山形大学付属小学校 6



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

深瀬　貴也 山形市立鈴川小学校 5 山形県少年少女スポーツ交流大会　男子Ａブロック 1位

山形県少年健全育成柔道大会　男子6年50kg級 2位

山形県少年少女スポーツ交流大会　男子Ａブロック 1位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 1位

山形県新人（Ｕ１１）大会 2位

東北ジュニア新体操選手権大会　Ａクラス（小3年～4年の部）個人総合 3位

山形県ジュニア新体操選手権大会　Aクラス（小３年～４年の部）個人総合 1位

東北ジュニア新体操選手権大会　徒手 1位

東北ジュニア新体操選手権大会　ロープ 4位

東北ジュニア新体操選手権大会　個人総合 3位

前田　夏煕 山形市立南沼原小学校 5 東北ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 2位

松岡　龍之介 山形市立第二小学校 5 2013年コカ・コーラ杯争奪山形県Ｕ－１１新人サッカー大会 1位

丸子　玲央 山形市立第七小学校 5 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県スポーツ少年団50周年記念山形県少年少女スポーツ交流大会少年少女軟式野球競技　県大会ブロック 3位

丸山　美玲 山形市立桜田小学校 3 第31回　山形県ジュニア選手権大会　小学3年生女子形 3位

三浦　祥輝 山形大学付属小学校 6 全日本少年サッカー大会山形県大会 2位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 1位

山形県新人（Ｕ１１）大会 2位

三澤　康太 山形市立第七小学校 5 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県スポーツ少年団50周年記念山形県少年少女スポーツ交流大会少年少女軟式野球競技　県大会ブロック 3位

水野　杏音 山形市立宮浦小学校 6 2013JKJO東北ジュニア空手道選手権大会　小学6年女子40kg未満の部 1位

オープントーナメント第9回東北極真カップ空手道選手権大会　型　幼少年部　青帯 1位

極真会館東北総本部田端道場チャレンジカップ２０１３夏の陣リベンジ大会　型　幼少年　白～オレンジ帯 1位

極真会館東北総本部田端道場チャレンジカップ２０１３春の陣　型　幼少年　白・オレンジ帯 2位

峰田　啓生 山形市立第二小学校 5 2013年コカ・コーラ杯争奪山形県Ｕ－１１新人サッカー大会 1位

峰田　理生 山形市立桜田小学校 5 第31回　山形県ジュニア選手権大会　小学5年生女子組手 3位

前田　明梨 山形市立蔵王第一小学校 4

三浦　奈子 山形市立宮浦小学校 5

南幅　大空 山形大学付属小学校 6

深瀬　拓也 山形市立鈴川小学校 6

本田　晴瑠斗 山形市立鈴川小学校 5



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

第2回　和道会北日本空手道選手権大会　小学5・6年生男子個人組手（有段の部） 1位

第8回水の里杯選手権大会　団体組手 3位

第2回和道会北日本空手道選手権大会　復興祭　小学５・６年生　団体組手 1位

第２７回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学６年生男子組手 1位

第２３回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学６年生男子組手 1位

第１回　東北少年少女選手権大会　小学６年生男子組手 2位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学６年生男子組手 1位

第2回　和道会北日本空手道選手権大会　小学3・4年生男子個人形（無段の部） 3位

第8回水の里杯選手権大会　団体組手 3位

第2回和道会北日本空手道選手権大会　復興祭　小学３・４年生　団体組手 2位

第２７回山形県ジュニア選抜選手権大会　小学４年生男子組手 2位

第１回東北少年少女選手権大会　小学４年生男子組手 3位

第３１回山形県ジュニア選手権大会　小学４年生男子組手 2位

山形県少年健全育成柔道大会　男子5年45kg級 3位

山形県少年少女スポーツ交流大会　男子Ａブロック 1位

山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 1位

べにばな杯 2位

第23回全日本少年フットサル大会山形大会 3位

「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県少年少女スポーツ交流大会 2位

ファミリーマートカップ第33回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 2位

森谷　陽菜 山形市立金井小学校 4 山形県ジュニア新体操選手権大会　Ａクラス（小3年～4年の部）個人総合 3位

門間　太陽 山形市立南沼原小学校 6 東北ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 2位

門間　翼 山形市立第七小学校 6 第21回山形県民スポーツフェスティバル少年サッカー大会 2位

矢口　瑛健 山形大学付属小学校 2 第31回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学2年生男子組手 2位

矢口　恵登 山形市立第二小学校 5 2013年コカ・コーラ杯争奪山形県Ｕ－１１新人サッカー大会 1位

村岡　廉 山形市立東小学校 5

森　大地 山形市立東小学校 6

森　ほのか 山形市立千歳小学校 6

村井　慶太郎 山形市立滝山小学校 6

村井　煕明 山形市立滝山小学校 4

村井　煕明 山形市立滝山小学校 4



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

矢口　晴喜 山形市立第二小学校 4 2013年コカ・コーラ杯争奪山形県Ｕ－１１新人サッカー大会 1位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 1位

山形県新人（Ｕ１１）大会 2位

山岸　大 山形大学付属小学校 6 全日本少年サッカー大会山形県大会 2位

「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県少年少女スポーツ交流大会 2位

ファミリーマートカップ第33回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 2位

山形県ジュニア新体操選手権大会　フープ団体の部（小5年～中3年の部）総合 2位

山形県ジュニア新体操選手権大会　Bクラス（小５年～６年の部）個人総合 3位

第38回山形県選抜学童水泳記録会　4年生以下女子50ｍバタフライ 3位

山形県新年フェスティバル水泳競技大会　10歳以下女子100ｍ個人メドレー 1位

山形県新年フェスティバル水泳競技大会　10歳以下女子200ｍ個人メドレー 1位

第27回東北ジュニア新体操選手権大会　Ｓクラス（小1年～2年の部）個人総合 2位

第３３回山形県ジュニア新体操選手権大会　Sクラス（小１年～２年の部）個人総合 1位

山村　莉史 山形市立桜田小学校 1 第31回山形県ジュニア空手道選手権大会　〈組手の部〉男子小学1年生の部 3位

第37回全日本少年サッカー山形県大会 1位

べにばな杯 1位

山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 2位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 2位

山形県新人（Ｕ－１１）大会 3位

第38回山形県選抜学童水泳記録会　小学5・6年女子50ｍ背泳ぎ 1位

エージグループチャンピオンシップ水泳競技大会　５０ｍ・１００ｍ背泳ぎ 3位

結城　樹 山形市立第七小学校 5 第21回山形県民スポーツフェスティバル少年サッカー大会 2位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 1位

山形県新人（Ｕ１１）大会 2位

結城　康生 山形市立第二小学校 5 2013年コカ・コーラ杯争奪山形県Ｕ－１１新人サッカー大会 1位

山本　紗香 山形市立本沢小学校 5

結城　快也 山形市立第十小学校 5

山口　千乃 山形市立第七小学校 4

山崎　心春 山形大学付属小学校 2

山本　航大 山形市立第六小学校 5

矢萩　洸成 山形市立鈴川小学校 5

山口　愛佳 山形市立千歳小学校 6

山口　栞奈 山形市立桜田小学校 6



氏 名 学 校 学年 大 会 名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

結城　竜雅 山形市立第十小学校 5 第24回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　〈組手の部〉男子小学5年生の部 3位

ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 1位

山形県新人（Ｕ１１）大会 2位

吉田　拓弥 山形市立第七小学校 5 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県スポーツ少年団50周年記念山形県少年少女スポーツ交流大会少年少女軟式野球競技　県大会ブロック 3位

渡邉　大智 山形市立金井小学校 6 第17回山形県小学生バドミントン学年別選手権大会兼第19回東北小学生バドミントン大会山形県予選会　男子ダブルス 3位

吉田　行輝 山形市立滝山小学校 5



氏　名 学校（所属） 学年 大会名 成績

第4回北海道・東北中学校ラグビーフットボール大会 2位

第24回東北中学校ラグビーフットボール大会 3位

平成25年度東北中学校体育大会東北中学校バレーボール大会 2位

第43回東北中学校バレーボール大会 2位

第43回東北中学校バレーボール大会 1位

平成25年度東北中学校体育大会第43回東北中学校バレーボール大会 1位

第43回東北中学校バレーボール大会 1位

平成25年度東北中学校体育大会第43回東北中学校バレーボール大会 1位

2013年度　第6回全日本ユース（Ｕ－１５）水球競技選手権大会　-桃太郎カップ-　男子の部 3位

第36回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会水球競技大会　Ｂ区分（中学男子の部） 3位

阿部　佑耶 山形市立第三中学校 2 第35回東北中学校テニス選手権大会 3位

平成25年度東北中学校体育大会東北中学校バレーボール大会 2位

第43回東北中学校バレーボール大会 2位

石井　楓 山形市立第五中学校 1 平成25年度東北中学校体育大会東北中学校バレーボール大会 2位

3

3

3

3

3

3山形市立第五中学校荒井　珠生

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

山形市立第一中学校

山形市立第五中学校

山形市立第六中学校

山形市立第六中学校

山形市立第二中学校

會田　充輝

會田　里緒奈

渥美　俊明

安倍　拓海

阿部　凪



氏　名 学校（所属） 学年 大会名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

石井　楓 山形市立第五中学校 1 第43回東北中学校バレーボール大会 2位

石川　実奈 山形市立第五中学校 2 東北ジュニア新体操選手権大会　フープ団体の部（小5年～中3年の部）総合 1位

SUZUKI JAPPAN CUP 2013　第30回全日本エアロビック選手権大会　東北地区大会 3位

スポーツエアロビック2013宮城オープン（ＪＯＣジュニアオリンピックカップ宮城大会）中学生の部 2位

平成25年度東北中学校体育大会第43回東北中学校バレーボール大会 1位

第43回東北中学校バレーボール大会 1位

遠藤　寛季 山形市立第三中学校 3 第35回東北中学校テニス選手権大会 3位

第43回東北中学校バレーボール大会 1位

平成25年度東北中学校体育大会第43回東北中学校バレーボール大会 1位

第4回北海道・東北中学校ラグビーフットボール大会 2位

第24回東北中学校ラグビーフットボール大会 3位

第4回北海道・東北中学校ラグビーフットボール大会 2位

第24回東北中学校ラグビーフットボール大会 3位

小野　優真 山形市立第六中学校 3 第43回東北中学校バレーボール大会 1位

尾崎　廉 山形市立第一中学校 2

2

1

3

3

山形市立第六中学校

山形市立第一中学校

小國　武尊

奥山　拓海

山形市立第四中学校

山形市立第六中学校

板垣　夏実

江口　育



氏　名 学校（所属） 学年 大会名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

小野　優真 山形市立第六中学校 3 平成25年度東北中学校体育大会第43回東北中学校バレーボール大会 1位

片桐　美穂 山形市立第七中学校 1 東北ジュニア新体操選手権大会　フープ団体の部（小5年～中3年の部）総合 1位

2013年度　第6回全日本ユース（Ｕ－１５）水球競技選手権大会　-桃太郎カップ-　男子の部 3位

第36回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会水球競技大会　Ｂ区分（中学男子の部） 3位

加藤　陽太 山形市立第十中学校 2 カワサキ杯東日本ジュニア選抜ソフトテニス研修大会　男子 2位

加藤　涼 山形市立第四中学校 1 第36回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会水球競技大会　Ｂ区分（中学男子の部） 3位

第20回東北スポーツチャンバラ選手権大会　基本動作の部 1位

第20回東北スポーツチャンバラ選手権大会 1位

平成25年度東北中学校体育大会　第45回東北中学校水泳競技大会　女子400ｍリレー 1位

平成25年度東北中学校体育大会　第45回東北中学校水泳競技大会　女子400ｍフリーリレー 1位

第43回東北中学校バレーボール大会 1位

平成25年度東北中学校体育大会第43回東北中学校バレーボール大会 1位

第4回北海道・東北中学校ラグビーフットボール大会 2位

第24回東北中学校ラグビーフットボール大会 3位

工藤　大地 山形市立第六中学校 3

3

3

2

3

山形市立第四中学校

山形市立金井中学校

山形市立第二中学校

山形市立第一中学校

加藤　時也

金内　陽介

川村　亜悠美

工藤　優



氏　名 学校（所属） 学年 大会名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

第4回北海道・東北中学校ラグビーフットボール大会 2位

第24回東北中学校ラグビーフットボール大会 3位

第4回北海道・東北中学校ラグビーフットボール大会 2位

第24回東北中学校ラグビーフットボール大会 3位

2013年度　第6回全日本ユース（Ｕ－１５）水球競技選手権大会　-桃太郎カップ-　男子の部 3位

第36回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会水球競技大会　Ｂ区分（中学男子の部） 3位

第43回東北中学校バレーボール大会 1位

平成25年度東北中学校体育大会第43回東北中学校バレーボール大会 1位

2013年度　第6回全日本ユース（Ｕ－１５）水球競技選手権大会　-桃太郎カップ-　男子の部 3位

第36回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会水球競技大会　Ｂ区分（中学男子の部） 3位

小林　静香 山形市立第四中学校 2 第36回東北中学校柔道大会　女子63kg級 1位

五味　龍人 山形市立第十中学校 2 カワサキ杯東日本ジュニア選抜ソフトテニス研修大会　男子 2位

近野　暁斗 山形市立第三中学校 3 第35回東北中学校テニス選手権大会 3位

斎藤　紘希 山形市立第十中学校 2 カワサキ杯東日本ジュニア選抜ソフトテニス研修大会　男子 2位

2

2

3

3

2

山形市立第一中学校國井　馨

山形市立第一中学校

山形市立第四中学校

山形市立第六中学校

山形市立第一中学校

熊谷　卓朗

小出　唯斗

後藤　精輝

後藤　清吾



氏　名 学校（所属） 学年 大会名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

2013年度　第6回全日本ユース（Ｕ－１５）水球競技選手権大会　-桃太郎カップ-　男子の部 3位

第36回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会水球競技大会　Ｂ区分（中学男子の部） 3位

坂西　凛 山形市立第六中学校 1 平成25年度東北中学校体育大会第43回東北中学校バレーボール大会 1位

2013年度　第6回全日本ユース（Ｕ－１５）水球競技選手権大会　-桃太郎カップ-　男子の部 3位

第36回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会水球競技大会　Ｂ区分（中学男子の部） 3位

佐藤　開理 山形市立第三中学校 3 第35回東北中学校テニス選手権大会 3位

第4回北海道・東北中学校ラグビーフットボール大会 2位

第24回東北中学校ラグビーフットボール大会 3位

第4回北海道・東北中学校ラグビーフットボール大会 2位

第24回東北中学校ラグビーフットボール大会 3位

第4回北海道・東北中学校ラグビーフットボール大会 2位

第24回東北中学校ラグビーフットボール大会 3位

平成25年度東北中学校体育大会　第45回東北中学校水泳競技大会　女子400ｍリレー 1位

平成25年度東北中学校体育大会　第45回東北中学校水泳競技大会　女子400ｍフリーリレー 1位

佐藤　良洋 山形市立第一中学校 2

3

2

2

3

2

齋藤　礼喜

佐藤　界人

佐藤　雄一郎

鹿野　誠

設楽　ひかる

山形市立第六中学校

山形市立第二中学校

山形市立第一中学校

山形市立第一中学校

山形市立第二中学校



氏　名 学校（所属） 学年 大会名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

第4回北海道・東北中学校ラグビーフットボール大会 2位

第24回東北中学校ラグビーフットボール大会 3位

渋谷　尚輝 山形市立第三中学校 3 第35回東北中学校テニス選手権大会 3位

第4回北海道・東北中学校ラグビーフットボール大会 2位

第24回東北中学校ラグビーフットボール大会 3位

第4回北海道・東北中学校ラグビーフットボール大会 2位

第24回東北中学校ラグビーフットボール大会 3位

鈴木　杏菜 山形市立第九中学校 2 第35回東北中学校スケート・アイスホッケー競技大会　スピードスケート競技　1500ｍ・3000ｍ（中学女子） 1位

第43回東北中学校バレーボール大会 2位

平成25年度東北中学校体育大会東北中学校バレーボール大会 2位

2013年度　第6回全日本ユース（Ｕ－１５）水球競技選手権大会　-桃太郎カップ-　男子の部 3位

第36回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会水球競技大会　Ｂ区分（中学男子の部） 3位

鈴木　伸 山形市立第一中学校 1 第36回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会水球競技大会　Ｂ区分（中学男子の部） 3位

鈴木　透生 山形市立第一中学校 2 2013年度　第6回全日本ユース（Ｕ－１５）水球競技選手権大会　-桃太郎カップ-　男子の部 3位

3

3

2

3

3

山形市立第一中学校

山形市立第一中学校

山形市立第五中学校

山形市立第一中学校

斯波　良太

神保　周太郎

杉山　幸佑

山形市立第一中学校

鈴木　風花

鈴木　健



氏　名 学校（所属） 学年 大会名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

鈴木　透生 山形市立第一中学校 2 第36回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会水球競技大会　Ｂ区分（中学男子の部） 3位

鈴木　真奈 山形市立第四中学校 1 第4回全国ユースフライト選手権大会全国大会　中学生の部 6位

平成25年度東北中学校体育大会第43回東北中学校バレーボール大会 1位

第43回東北中学校バレーボール大会 1位

平成25年度東北中学校体育大会東北中学校バレーボール大会 2位

第43回東北中学校バレーボール大会 2位

平　りさこ 山形市立第二中学校 3 平成25年度東北中学校体育大会　第45回東北中学校水泳競技大会　女子400ｍリレー 1位

高橋　明日香 山形市立第二中学校 2 平成25年度東北中学校体育大会　第36回東北中学校柔道大会 3位

平成25年度東北中学校体育大会　第45回東北中学校水泳競技大会　女子400ｍリレー 1位

平成25年度東北中学校体育大会　第45回東北中学校水泳競技大会　女子400ｍフリーリレー 1位

第43回東北中学校バレーボール大会 2位

平成25年度東北中学校体育大会東北中学校バレーボール大会 2位

第20回東北スポーツチャンバラ選手権大会　長剣の部 1位

第20回東北スポーツチャンバラ選手権大会 1位

2

2

3

3

2

山形市立第六中学校

山形市立第五中学校

山形市立第二中学校

山形市立第五中学校

山形市立第三中学校

清野　成美

高橋　梓

高橋　凪彩

高橋　宏夢

清藤　竜哉



氏　名 学校（所属） 学年 大会名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

高橋　勇太 山形市立第三中学校 3 第35回東北中学校テニス選手権大会 3位

平成25年度東北中学校体育大会東北中学校バレーボール大会 2位

第43回東北中学校バレーボール大会 2位

第4回北海道・東北中学校ラグビーフットボール大会 2位

第24回東北中学校ラグビーフットボール大会 3位

田原　俊希 山形市立第九中学校 3 第36回東北中学校柔道大会　男子90kg超級 3位

千歳　龍人 山形市立第六中学校 1 第36回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会水球競技大会　Ｂ区分（中学男子の部） 3位

東海林　大介 山形市立第十中学校 2 カワサキ杯東日本ジュニア選抜ソフトテニス研修大会　男子 2位

第4回北海道・東北中学校ラグビーフットボール大会 2位

第24回東北中学校ラグビーフットボール大会 3位

東海林　のん 山形市立第二中学校 1 平成25年度東北中学校体育大会　第45回東北中学校水泳競技大会　女子400ｍリレー 1位

第43回東北中学校バレーボール大会 1位

平成25年度東北中学校体育大会第43回東北中学校バレーボール大会 1位

長岡　怜 山形市立第三中学校 3 第35回東北中学校テニス選手権大会 3位

2

2

1

3

山形市立第五中学校

山形市立第一中学校

山形市立第一中学校

山形市立第六中学校

武田　望愛

武田　真風

東海林　拓実

冨田　功貴



氏　名 学校（所属） 学年 大会名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

中村　彰吾 山形市立第十中学校 2 カワサキ杯東日本ジュニア選抜ソフトテニス研修大会　男子 2位

第43回東北中学校バレーボール大会 1位

平成25年度東北中学校体育大会第43回東北中学校バレーボール大会 1位

平成25年度東北中学校体育大会東北中学校バレーボール大会 2位

第43回東北中学校バレーボール大会 2位

第43回東北中学校バレーボール大会 1位

平成25年度東北中学校体育大会第43回東北中学校バレーボール大会 1位

半田　和葵 山形市立第十中学校 2 カワサキ杯東日本ジュニア選抜ソフトテニス研修大会　男子 2位

平成25年度東北中学校体育大会東北中学校バレーボール大会 2位

第43回東北中学校バレーボール大会 2位

樋口　瀬菜 山形市立第七中学校 1 スズキジャパン2013　第30回全日本エアロビック選手権大会東北大会　ユース１トリオ部門 2位

第4回北海道・東北中学校ラグビーフットボール大会 2位

第2４回東北中学校ラグビーフットボール大会 ３位

平間　奈悠 山形市立第六中学校 3 東北ジュニア新体操選手権大会　フープ団体の部（小5年～中3年の部）総合 1位

1

3

3

3

1

山形市立第五中学校

山形市立第六中学校

山形市立第五中学校

山形市立第一中学校

山形市立第六中学校

樋口　斗羅

新関　忠稀

新関　日春望

新関　侑稀

樋口　海夢



氏　名 学校（所属） 学年 大会名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

第43回東北中学校バレーボール大会 1位

平成25年度東北中学校体育大会第43回東北中学校バレーボール大会 1位

平成25年度東北中学校体育大会東北中学校バレーボール大会 2位

第43回東北中学校バレーボール大会 2位

第4回北海道・東北中学校ラグビーフットボール大会 2位

第24回東北中学校ラグビーフットボール大会 3位

第4回北海道・東北中学校ラグビーフットボール大会 2位

第24回東北中学校ラグビーフットボール大会 3位

本田　悠 山形市立第九中学校 1 第36回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会水球競技大会　Ｂ区分（中学男子の部） 3位

平成25年度東北中学校体育大会東北中学校バレーボール大会 2位

第43回東北中学校バレーボール大会 2位

三浦　友也 山形市立第十中学校 2 カワサキ杯東日本ジュニア選抜ソフトテニス研修大会　男子 2位

三浦　雪乃 山形市立第一中学校 3 第41回全日本ジュニアトランポリン競技選手権大会　ダブルミニトランポリン競技　中学生女子 2位

村岡　香琳 山形大学付属中学校 3 SUZUKI JAPPAN CUP 2013　第30回全日本エアロビック選手権大会　全国大会　ユース2女子シングル部門 8位

3

1

1

3

2

山形市立第五中学校

山形市立第一中学校

山形市立第五中学校

山形市立第六中学校

古澤　愛也

細谷　直希

松山　花穂

山形市立第一中学校

福井　俊輔

札野　夢葉



氏　名 学校（所属） 学年 大会名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

村岡　香琳 山形大学付属中学校 3 スズキジャパン2013　第30回全日本エアロビック選手権大会東北大会　ユース２女子シングル部門 2位

矢萩　晴 山形市立第五中学校 3 第45回東北中学校水泳競技大会　女子200m自由形 3位

山川　修太 山形市立第一中学校 3 第36回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会水球競技大会　Ｂ区分（中学男子の部） 3位

山口　翼 山形市立第十中学校 1 カワサキ杯東日本ジュニア選抜ソフトテニス研修大会　男子 2位

2013年度　第6回全日本ユース（Ｕ－１５）水球競技選手権大会　-桃太郎カップ-　男子の部 3位

第36回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会水球競技大会　Ｂ区分（中学男子の部） 3位

第4回北海道・東北中学校ラグビーフットボール大会 2位

第24回東北中学校ラグビーフットボール大会 3位

平成25年度東北中学校体育大会　第45回東北中学校水泳競技大会　女子400ｍリレー 1位

平成25年度東北中学校体育大会　第45回東北中学校水泳競技大会　女子400ｍフリーリレー 1位

3

2

3山形市立第一中学校

山形市立第二中学校

山形市立第四中学校

渡邉　喬一

渡邉　世名

結城　翼



氏　名 学校（所属） 学年 大会名 成績

市村　朋也 山形県立山形工業高等学校 1 2013年度　第6回全日本ユース（Ｕ－１５）水球競技選手権大会　-桃太郎カップ-　男子の部 3位

佐藤　丈一 山形県立山形工業高等学校 1 2013年度　第6回全日本ユース（Ｕ－１５）水球競技選手権大会　-桃太郎カップ-　男子の部 3位

澁井　柚実 日本大学山形高等学校 2 第36回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 3位

鈴木　雄大 日本大学山形高等学校 2 第95回全国高等学校野球選手権記念大会
ベスト

4

浅沼　孝紀 日本大学山形高等学校 3 第95回全国高等学校野球選手権記念大会
ベスト

4

池田　優貴 日本大学山形高等学校 3 第95回全国高等学校野球選手権記念大会
ベスト

4

佐藤　大公 日本大学山形高等学校 3 第95回全国高等学校野球選手権記念大会
ベスト

4

庄司　瑞 日本大学山形高等学校 3 第95回全国高等学校野球選手権記念大会
ベスト

4

三浦　惇 日本大学山形高等学校 3 第95回全国高等学校野球選手権記念大会
ベスト

4

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】



氏　名 所　属 大会名 成績

第9回全日本社会人バスケットボール選手権大会 1位

第46回全日本実業団バスケットボール競技大会 1位

第9回全日本社会人バスケットボール選手権大会 1位

第46回全日本実業団バスケットボール競技大会 1位

第9回全日本社会人バスケットボール選手権大会 1位

第46回全日本実業団バスケットボール競技大会 1位

第9回全日本社会人バスケットボール選手権大会 1位

第46回全日本実業団バスケットボール競技大会 1位

第9回全日本社会人バスケットボール選手権大会 1位

第46回全日本実業団バスケットボール競技大会 1位

第9回全日本社会人バスケットボール選手権大会 1位

第46回全日本実業団バスケットボール競技大会 1位

大澤　健夫 郵便事業株式会社 第61回全日本社会人レスリング選手権大会　マスターズＡ96kg級 1位

山形銀行

山形銀行

山形銀行

相澤　妹佳

青山　彩七

山形銀行

山形銀行

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

赤川　愛

阿部　愛美

糸井　貴子

上野　千尋

山形銀行



氏　名 所　属 大会名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

大谷　嘉芳 東北芸術工科大学山形大学 第30回日本身体障害者水泳選手権大会　女子50ｍ平泳ぎシニア　クラスＳＢ7 2位

金子　茂 大江町立左沢小学校藤田の丘分校 第34回全日本マスターズ陸上競技選手権大会　Ｍ50　3000ｍ障害 1位

河合　亨 山形市消防署東出張所 第13回全日本マスターズレスリング選手権大会　41～45歳の部　55kg級 1位

齋藤　利樹 山形市役所 日本スポーツマスターズ2013水泳競技　30～34歳男子100ｍ平泳ぎ 1位

第9回全日本社会人バスケットボール選手権大会 1位

第46回全日本実業団バスケットボール競技大会 1位

第9回全日本社会人バスケットボール選手権大会 1位

第46回全日本実業団バスケットボール競技大会 1位

鈴木　芳晴 株式会社　アルテ 第13回全日本マスターズレスリング選手権大会　51～55歳の部　58kg級 1位

武田　聡 山形市議会議員 日本スポーツマスターズ2013水泳競技　45～49歳男子200ｍ個人メドレー 1位

田崎　元一 第34回全日本マスターズ陸上競技選手権大会　Ｍ85　80ｍ障害 1位

豊田　千春 山形信用金庫 第64回日本実業団水泳競技大会　一般女子200ｍ個人メドレー 3位

難波　美奈 山形銀行 第9回全日本社会人バスケットボール選手権大会 1位

山形銀行

山形銀行澁谷　実菜子

佐藤　優香



氏　名 所　属 大会名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

難波　美奈 山形銀行 第46回全日本実業団バスケットボール競技大会 1位

二位関　尭 湯の町乗馬クラブ 第68回国民体育大会　馬術競技　青年男子標準障害飛越競技 3位

第9回全日本社会人バスケットボール選手権大会 1位

第46回全日本実業団バスケットボール競技大会 1位

細谷　槇一 第34回全日本マスターズ陸上競技選手権大会　Ｍ９０　砲丸投・やり投 1位

第9回全日本社会人バスケットボール選手権大会 1位

第46回全日本実業団バスケットボール競技大会 1位

第9回全日本社会人バスケットボール選手権大会 1位

第46回全日本実業団バスケットボール競技大会 1位

渡辺　耶唯 神奈川大学 ＦＩＮＡ競泳ワールドカップ東京2013　女子200ｍバタフライ 2位

山形銀行

山形銀行

山形銀行

福島　雅人

本田　雅衣

宮崎　優子



チーム名 大会名 成績

ＦＣドラゴン 全日本少年サッカー大会山形県大会 2位

ＯＳＡ　フォルトナ山形フットボールクラブ 第37回全日本少年サッカー山形県大会 1位

ＯＳＡ　フォルトナ山形フットボールクラブ べにばな杯 1位

ＯＳＡ　フォルトナ山形フットボールクラブ 山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 2位

ＯＳＡ　フォルトナ山形フットボールクラブ 山形県新人（Ｕ－１１）大会 3位

ＳＦＣ　ジェラーレ 山形リーグＵ－１２チャンピオンカップサッカー大会 1位

ＳＦＣ　ジェラーレ べにばな杯 2位

ＳＦＣ　ジェラーレ 第23回全日本少年フットサル大会山形大会 3位

加藤塾・Ｂ 第20回東北スポーツチャンバラ選手権大会 1位

柔道スポーツ少年団　大道館 山形県少年少女スポーツ交流大会　トーナメント 3位

鈴川柔道スポーツ少年団 山形県少年少女スポーツ交流大会　男子Ａブロック 1位

鈴川道場 第48回全国道場少年剣道大会全国道場少年剣道選手権山形県予選会　個人 3位

崇武館Ａチーム 第8回水の里杯選手権大会　団体組手 3位

崇武館本部Ａ 第2回　和道会北日本空手道選手権大会　復興祭　小学3・4年生団体組手 2位

崇武館本部Ａ 第2回　和道会北日本空手道選手権大会　復興祭　小学5・6年生団体組手 1位

高橋道場 東北少年少女交流大会 1位

高橋道場 山形県少年少女交流大会 2位

高橋道場 山形県少年柔道大会 1位

男子バレーボール部 平成25年度東北中学校体育大会第43回東北中学校バレーボール大会 1位

千歳スポーツ少年団バレーボール部 ファミリーマートカップ第33回全日本バレーボール小学生大会　山形県大会 2位

千歳スポーツ少年団バレーボール部 「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル山形県少年少女スポーツ交流大会 2位

日本大学山形高等学校野球部 第95回全国高等学校野球選手権記念大会 ベスト４

ふじかげＳＣ山形 2013年コカ・コーラ杯争奪山形県Ｕ１１新人サッカー大会 1位

みつばちサッカースポーツ少年団 第21回山形県民スポーツフェスティバル少年サッカー大会 2位

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】



チーム名 大会名 成績

敢闘賞
【 スポーツ界で優秀な成績をおさめたものに対して行う 】

南沼原サッカースポーツ少年団 東北ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 2位

山形ＦＣジュニア ＪＡ全農ちびりんピック小学生8人制サッカー大会山形県大会 1位

山形ＦＣジュニア 山形県新人（Ｕ１１）大会 2位

山形県選抜 2013年度　第6回全日本ユース（U-15）水球競技選手権大会―桃太郎カップ―　男子の部 3位

山形市立第一中学校ラグビー部 第4回北海道・東北中学校ラグビーフットボール大会 2位

山形市立第一中学校ラグビー部 第24回東北中学校ラグビーフットボール大会 3位

山形市立第五中学校 平成25年度東北中学校体育大会　東北中学校バレーボール大会 2位

山形市立第五中学校女子バレーボール部 第43回東北中学校バレーボール大会 2位

山形市立第三中学校　テニス部男子　団体 第35回東北中学校テニス選手権大会 3位

山形市立第十中学校ソフトテニス部男子 カワサキ杯東日本ジュニア選抜ソフトテニス研修大会　男子 2位

山形市立第二中学校 第45回東北中学校水泳競技大会　中学女子400ｍフリーリレー 1位

山形市立第二中学校　水泳部 平成25年度東北中学校体育大会　第45回東北中学校水泳競技大会　女子400ｍリレー 1位

山形市立第六中学校男子バレーボール部 第43回東北中学校バレーボール大会 1位

山形水球クラブ 第26回東北選手権水球競技大会　小学生の部 1位

山形水球クラブ
第36回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会水球競技大会　Ｂ区分（中学男子の
部）

3位

山形大学付属小学校 第38回山形県選抜学童水泳記録会　小学校男子200ｍメドレーリレー 1位

山形大学付属小学校 第38回山形県選抜学童水泳記録会　小学校男子200ｍフリーリレー 2位

ライヤーズ（山形銀行） 第9回全日本社会人バスケットボール選手権大会 1位

山七小ブラックタイガース
「べにばな国体」記念第21回山形県民スポーツフェスティバル
山形県スポーツ少年団50周年記念山形県少年少女スポーツ交流大会少年少女軟式野球競技　県大会ブロック

3位


