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【　功労賞受賞者（５名）】

氏名 推薦団体 推薦理由（功績） 氏　　名 所　属 大　会　名

武田　　功 山形県立ミヤマ荘 　第６４回全日本社会人レスリング選手権大会　マスターズＢ　７６ｋｇ級　　第３位

河合　　享 山形市消防本部　西崎 　第１６回全日本マスターズレスリング選手権大会　４６～５０歳の部　５５ｋｇ級　　第１位

吉田　泰仁 山形クラブ 　第１６回全日本マスターズレスリング選手権大会　５１～５５歳の部　６９ｋｇ級　　第２位

相原　　隆 山形クラブ 　第１６回全日本マスターズレスリング選手権大会　６６歳以上の部　　５８ｋｇ級　　第１位

出井久美子 　第３３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ＳＢ９　　第２位

【　特別賞受賞者（６名）　】

氏名 推薦団体 推薦理由（功績）

渡辺　耶唯 山形市水泳連盟 　第１３回世界水泳選手権大会　２００ｍバタフライ　日本代表

【　敢闘賞受賞者（１６名）　】 曲山　紫乃 山形市水泳連盟 　第１０回アジア水泳選手権大会　第２位

氏　　名 所　属 大　会　名 細谷　香奈 山形市水泳連盟 　第１０回アジア水泳選手権大会　第２位

齋藤　慎司 山形県立山形盲学校 　第１６回全国障害者スポーツ大会　　ソフトボール投げ・砲丸投げ　　第１位 鈴木　琴莉 山形市水泳連盟 　第１０回アジア水泳選手権大会　第２位

金子　　茂 　第３７回全日本マスターズ陸上競技選手権大会　５０　３０００ｍ障害　　第１位 鈴木　透生 山形市水泳連盟 　２０１６水球世界ユース選手権大会　第１１位

細谷　尚寿 山形県立山形南高等学校 　平成２８年度全国高等学校総合体育大会　バスケットボール競技　　第３位 佐藤　美羽 山形市バスケットボール協会 　第２３回　FIFA　ASIA　U-１８　女子バスケットボール選手権大会　日本代表

国松真太郎 山形県立山形南高等学校 　平成２８年度全国高等学校総合体育大会　バスケットボール競技　　第３位

堀米祐一郎 山形県立山形南高等学校 　平成２８年度全国高等学校総合体育大会　バスケットボール競技　　第３位 【　感謝状（３名）　】

神尾　成人 山形県立山形南高等学校 　平成２８年度全国高等学校総合体育大会　バスケットボール競技　　第３位

岸　　隼佑 国士舘大学 　第４２回スポーツチャンバラ全日本選手権大会　　第２位

平成２８年度　公益財団法人山形市体育協会表彰式　　受賞者

斉藤　亮子 山形市水泳連盟

　昭和５１年に山形市霞城屋内プールができ、第１回婦人水泳教室の卒業生。終了後同時に卒業

したメンバーと水泳愛好会「さくらんぼ水遊会」を結成。市主催の小学生の水泳教室に水泳連盟

の指導員として協力。水泳連盟の競技役員として小学生からマスターズまでの大会の競技役員と

して参加。特に、平日日中の水泳指導、大会運営に関しては、長きにわたり水泳連盟の指導員、

競技役員として活躍する方たちを育成してきている。平成２４年から、市水泳連盟普及副委員長

として委員長を補佐し小学生の水泳教室や大会の運営に携わっている。

杉沼　　徹 山形市ソフトボール協会

　ソフトボール競技が一般に普及していない昭和３０年代から、長年に亘ってソフトボール競技

の普及発展に尽力した。また、山形市ソフトボール協会の発足に携わり、幹部役員の中枢として

市協会を積極的に牽引し、協会主催の各種大会の開催や、審判員・記録員の養成など、広範にわ

たって市協会運営に大きな功績を残した。市協会の副会長、村山協会及び県協会に理事、日本ソ

フトボール協会の評議員を務められ、各協会の運営に尽力した。

渡邉　直幸 上山市役所

　第６７回日本実業団水泳競技大会　　３０歳以上　　男子５０ｍ背泳ぎ　　　　　　　第２位

　日本スポーツマスターズ　２０１６　水泳競技　３０～３４歳　男子５０ｍ背泳ぎ　　第１位

　　　／　男子１００ｍ背泳ぎ　　　　　第１位　／　男子５０ｍ平泳ぎ　　　　　　　第２位

豊田　千春 山形信用金庫
　日本スポーツマスターズ　２０１６　水泳競技　３０～３４歳　女子５０ｍ平泳ぎ　　第１位

　　　／　女子１００ｍバタフライ　　　第１位　／　女子２００ｍ個人メドレー　　　第１位

八巻　忠美 山形市ゲートボール協会

　平成８年より、市協会総務委員長としての役員に就任。平成１２年東南村山地区連絡協議会事

務局を兼務。平成１６年より市協会副会長に就任し、現在に至る。

　日本ゲートボール連盟公認１級審判

　東南村山地区の審判講習会を主催し、審判技術の向上と技術力向上に功績大である。現役競技

者として普及拡大にも努めている。競技歴にはねんりんピックを始め各種全国大会に県代表とし

て出場。

齋藤　利樹 山形市役所
　日本スポーツマスターズ　２０１６　水泳競技　３５～３９歳　男子５０ｍ平泳ぎ　　第１位

　　　／　男子１００ｍ平泳ぎ　　　　　第１位

東海林　大

氏　　名

長谷川博明　　　　　　　城戸口庄悦　　　　　　　武田　功一

山形県立上山高等養護学校

　第１９回日本知的障害者選手権（５０ｍ）　水泳競技大会　２００ｍ個人メドレー　　第１位

　２０１６ジャパンパラ水泳競技大会　２００ｍ個人メドレー　　　第１位

　　　／　２００ｍ自由形　　　　　　　第１位

　第１６回全国障害者スポーツ大会　２０１６希望郷いわて大会　　５０ｍ自由形　　　第１位

　　　／　５０ｍ背泳ぎ　　　　　　　　第１位

　第３３回日本身体障がい者水泳選手権大会　　２００ｍ個人メドレー　　第１位

　　　／　２００ｍ自由形　　　　　　　第１位

　第１９回日本知的障害者選手権（２５ｍ）水泳競技大会　　２００ｍ個人メドレー　　第１位

　　　／　１００ｍ自由形　　　　　　　第１位　　／　１００ｍ平泳ぎ　　　　　　　第１位

三浦　礼司 山形市弓道連盟

平成１６年～２６年　山形市弓道連盟副会長を務める。平成４年べにばな国体競技役員を務め

る。

平成９年　べにばなねんりんピックＢチーム監督を務める。　平成８年９月　五段を認許

平成２１年２月　錬士拝受　　平成２３年～２６年　弓道講座講師　(山形市体育協会）

平成２３年～２９年　東海大山形高校弓道部コーチを務める

中学生・初心者の指導（外国人を含む）の、指導にあたり、弓道人口の普及に努める。

佐藤　　薫 大曾根地区体育推進委員会

　主に八中学区の小中生及び社会人が会員となり大曽根卓球愛好会が昭和５５年に発足して今年

で３７年目になる。会の発足に大きな役割を果たし、その後、卓球スポ少の指導者になり、子供

の育成にも努める。現在会長として地域の卓球大会を主催し、初心者も参加出来る種目も作り卓

球愛好者の増大と普及に力を入れている。卓球の大会は、１５回実施。また、他の卓球クラブと

の交流も行っている。

敢闘賞（一般）



NO, チーム名 大会名

1 山形市鈴川小学校 ”日清食品カップ”全国小学生陸上競技交流山形県予選会兼山形県小学生陸上競技大会　女子４×１００ｍＲ

2 山形中部道院拳友会 ２０１６年少林寺拳法山形県大会

3 山形市立第三中学校女子バレーボール部 第４６回東北中学校バレーボール大会

4 みつばちユナイテッド男子 第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　男子の部

5 山形六小男子バレーボールスポーツ少年団 ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　男子の部

6 山形六小男子バレーボールスポーツ少年団 第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　男子の部

7 クローバーＪＶＣ ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　女子の部

8 クローバーＪＶＣ 第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　女子の部

9 わかたけＪＶＣ ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　女子の部

10 わかたけＪＶＣ 第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　女子の部

11 わかたけＪＶＣ 第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　女子の部

12 山形六小女子ＪＶＣ ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　女子の部

13 山形六小女子ＪＶＣ 第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　女子の部

14 鈴川剣友スポーツ少年団 第４７回山形県少年剣道錬成大会兼第２７回安藤捴吉杯争奪剣道大会

15 山形県立山形南高等学校バスケットボール部 平成２８年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技

16 山形市立第一中学校　男子駅伝チーム 平成２８年度東北中学校体育大会　第３２回東北中学校男子駅伝競走大会

17 安達道場 第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学３・４年生の部　団体戦　組手の部　

18 安達道場Ａチーム 第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学５・６年生の部　団体戦　組手の部　

19 安達道場Ｂチーム 第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学５・６年生の部　団体戦　組手の部　

20 山形市立滝山小学校
第４１回山形県選抜学童水泳記録会　男子２００ｍメドレーリレー

　　　　　　　　　　　　　　　　　男子２００ｍフリーリレー

21 山形市立第二中学校
第４８回東北中学校水泳競技大会　　男子４００ｍフリーリレー

　　　　　　　　　　　　　　　　　男子４００ｍメドレーリレー

22 山形水球クラブ 第３９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東北予選会　Ａ区分小学男女の部

23 山形水球クラブ 第３９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東北予選会　Ｂ区分小学男子の部

24 山形市立滝山小学校
平成２８年度　第４１回山形県選抜学童水泳記録会　男子２００ｍメドレーリレー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子２００ｍリレー

敢闘賞（団体）



NO, チーム名 大会名

25 鈴川サッカースポーツ少年団 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生8人制サッカー大会　山形県大会

26 山形ＦＣジュニア
２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会

２０１６　山形県信用金庫協会杯Ｕ１１山形県大会

27 アバンツァーレ山形ＳＣ ２０１６年バーモンドカップ第２６回全日本少年フットサル大会　山形県大会

28 崇武館 第２４回山形県少年少女スポーツ交流大会

29 崇武館本部 第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学３・４年生の部　男子　団体組手

30 崇武館本部 第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学３・４年生の部　女子　団体組手

31 崇武館本部 第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学５・６年生の部　男子団体組手

32 深瀬道場空手スポーツ少年団 第２４回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学５・６年生　女子団体形

33 深瀬道場空手スポーツ少年団 第２４回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学５・６年生　男子団体形

34 深瀬道場空手スポーツ少年団 第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学５・６年生　女子　組手団体戦

35 山形市立第三中学校 第５６回山形県中学校総合体育大会バレーボール競技

36 山形市立第三中学校 第４６回東北中学校バレーボール大会

37 山形市立第三中学校　 東北中学生テニス選手権大会　女子団体　

38 山形市立第三中学校 東北中学生テニス選手権大会　男子団体

39 山形ＲＧ 第３４回全日本ジュニア新体操選手権大会　東北ブロック予選会　団体競技

40 山形ＲＧ　do 平成２８年度山形県ジュニア新体操選手権大会　団体競技

41 山形市立第六中学校　テニス部　男子 第３８回東北中学生テニス選手権大会　男子団体

42 山形市立第六中学校　テニス部　女子 第３８回東北中学生テニス選手権大会　女子団体

43 山形市立第六中学校　テニス部　女子 第２９回東北中学生新人テニス選手権大会

44 山形市ジュニアソフトテニススポーツ少年団 第１２回山形県クラブ対抗小学生ソフトテニス大会　男子の部

45 千歳スポーツ少年団バレーボール部男子 山形県少年少女スポーツ交流大会　

46 山形市立第十中学校 平成２８年度　東北中学校体育大会　第４４回東北中学校ソフトテニス大会　男子団体

47 ふじかげバドミントンスポーツ少年団 第３２回　若葉カップ全国小学生バドミントン大会　山形県予選会　男子団体

48 ふじかげバドミントンスポーツ少年団 第３２回　若葉カップ全国小学生バドミントン大会　山形県予選会　女子団体

49 山形六中クラブ 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部

50 山形四中クラブ 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部

敢闘賞（団体）



NO, チーム名 大会名

51 山形八中クラブ 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部

52 山形六中クラブ 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部

53 山形三中クラブ 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部

54 山形八中クラブ 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部

敢闘賞（団体）



NO. 氏 名 所属（学校） 学年 大会名／成績 推薦団体

1 安部 美吹 山形市立金井小学校 6 平成２８年度　山形県ジュニア新体操選手権大会　Ｂクラス個人総合　第３位 山形市体操協会

2 江口 奏輝 山形市立金井小学校 5
２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　優勝

２０１６　山形県信用金庫協会杯Ｕ１１山形県大会　　　　　　　　　　　　優勝
山形市サッカー協会

3 小笠原 爽太 山形市立金井小学校 6 第３２回　若葉カップ全国小学生バドミントン大会　山形県予選会　男子団体　第１位 ふじかげﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団

4 小笠原 大騎 山形市立金井小学校 3 第３２回　若葉カップ全国小学生バドミントン大会　山形県予選会　男子団体　第１位 ふじかげﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団

5 齋藤 彩華 山形市立金井小学校 6
第３２回山形県小学生陸上競技大会兼第３３回全国小学生陸上競技交流大会山形県予選会　女

子８０ｍハードル走　優勝
山形市立金井小学校

6 佐藤 希良 山形市立金井小学校 6
第３２回山形県小学生陸上競技大会兼第３２回全国小学生陸上競技交流大会山形県予選会　男

子走り幅跳び　優勝
山形市立金井小学校

7 手塚 琉惺 山形市立金井小学校 5 ２０１６　バーモンドカップ第２６回全日本少年フットサル大会　山形県大会　優勝 山形市サッカー協会

8 三沢 大和 山形市立金井小学校 5
２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　優勝

２０１６　山形県信用金庫協会杯Ｕ１１山形県大会　　　　　　　　　　　　優勝
山形市サッカー協会

9 宮崎 瑛士 山形市立金井小学校 3 第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第１位 山形地区バレーボール協会

10 茂俣 温人 山形市立金井小学校 5 ２０１６年少林寺拳法山形県大会　最優秀賞 山形市少林寺拳法協会

11 渡邉 天斗 山形市立金井小学校 5
２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　優勝

２０１６　山形県信用金庫協会杯Ｕ１１山形県大会　　　　　　　　　　　　優勝
山形市サッカー協会

12 大江 愛美 山形市立蔵王第一小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第１位 山形地区バレーボール協会

13 大山 真央 山形市立蔵王第一小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第１位 山形地区バレーボール協会

14 寺島 香凛 山形市立蔵王第一小学校 4 第４１回山形県選抜学童水泳記録会　小学４年生以下　女子５０ｍ　平泳ぎ：１位 山形市水泳連盟

15 船水 寧々 山形市立蔵王第一小学校 3
第４回全日本ジュニア／ユースライフセービング・プール競技会／５０ｍ障害物スイム小学生

３・４年生女子２位
山形ライフセービングクラブ

16 山口 朋之慎 山形市立蔵王第一小学校 6 ２０１６年少林寺拳法山形県大会　最優秀賞 山形市少林寺拳法協会

17 山口 謙眞 山形市立蔵王第一小学校 4 ２０１６年少林寺拳法山形県大会　最優秀賞 山形市少林寺拳法協会

18 山口 ひなの 山形市立蔵王第一小学校 1 ２０１６年少林寺拳法山形県大会　最優秀賞 山形市少林寺拳法協会

19 山中 大輔 山形市立蔵王第一小学校 4 第２３回山形県スポーツチャンバラ選手権大会　少年の部（小太刀）　優勝 山形県スポーツチャンバラ協会

20 伊藤 悠哉 山形市立蔵王第二小学校 6
第３１回全国小学生陸上競技交流大会山形県予選兼第３１回山形県小学生陸上競技大会／走り

高跳び　第４位
山形市立蔵王第二小学校

21 大沼 文太 山形市立蔵王第二小学校 6 ２０１６全日本ジュニア空手道選手権大会／小学6年男子中級クラス　ベスト８ 山形市立蔵王第二小学校

22 安藤 誠悟 山形市立桜田小学校 5
２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　優勝

２０１６　山形県信用金庫協会杯Ｕ１１山形県大会　　　　　　　　　　　　優勝
山形市サッカー協会

23 小島原 篤信 山形市立桜田小学校 6 ２０１６年少林寺拳法山形県大会　最優秀賞 山形市少林寺拳法協会

24 齋藤 風雅 山形市立桜田小学校 4 第４１回山形県選抜学童水泳記録会　小学４年生以下　男子５０ｍ　背泳ぎ：３位 山形市水泳連盟

25 高内 麻衣 山形市立桜田小学校 4 第４１回山形県選抜学童水泳記録会　小学４年生以下　女子５０ｍ　自由形：３位 山形市水泳連盟
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26 荒井 りさ子 山形市立鈴川小学校 6

”日清食品カップ”全国小学生陸上競技交流山形県予選会兼山形県小学生陸上競技大会／女子４

×１００ｍＲ　第３位

第２４回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学５・６年生　女子団体形　優勝

第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学５・６年生女子　組手団体　第２位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学６年生　女子個人組手　第３位

第２７回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　小学６年生女子個人組手競技　第３位

山形市立鈴川小学校

山形市空手道連盟

27 市野 満羽衣 山形市立鈴川小学校 6
第２４回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学５・６年生　女子団体形　優勝

第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学５・６年生女子　組手団体　第２位
山形市空手道連盟

28 井上 龍向 山形市立鈴川小学校 4 第４１回山形県選抜学童水泳記録会　小学４年生以下　男子５０ｍ　背泳ぎ：２位
山形市立鈴川小学校

山形市水泳連盟

29 大滝 芳孟 山形市立鈴川小学校 5 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　第２位 山形市サッカー協会

30 大宮 叶翔 山形市立鈴川小学校 4 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　第２位 山形市サッカー協会

31 鏡 愛 山形市立鈴川小学校 6
”日清食品カップ”全国小学生リ屋上競技交流山形県予選会兼山形県小学生陸上競技大会／女子

４×１００ｍＲ　第３位
山形市立鈴川小学校

32 岸 憲吾 山形市立鈴川小学校 5 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　第２位 山形市サッカー協会

33 黒田 凌雅 山形市立鈴川小学校 5 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　第２位 山形市サッカー協会

34 児玉 旭 山形市立鈴川小学校 6 第４７回山形県少年剣道錬成大会兼第２７回安藤捴吉杯争奪剣道大会　第１位 山形市剣道連盟

35 笹原 璃玖斗 山形市立鈴川小学校 4 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　第２位 山形市サッカー協会

36 鹿野 久深 山形市立鈴川小学校 6 第４７回山形県少年剣道錬成大会兼第２７回安藤捴吉杯争奪剣道大会　第１位 山形市剣道連盟

37 志田 泰誠 山形市立鈴川小学校 5
第２４回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学５年生男子個人組手競技　第二位

第２７回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　小学５年生男子個人組手競技　第三位
山形市空手道連盟

38 鈴木 らら 山形市立鈴川小学校 2 第３０回東北ジュニア新体操選手権大会　個人競技　Ｓクラス　優勝 山形市体操協会

39 武田 明子 山形市立鈴川小学校 6
”日清食品カップ”全国小学生陸上競技交流山形県予選会兼山形県小学生陸上競技大会／女子４

×１００ｍＲ　第３位
山形市立鈴川小学校

40 武田 大空 山形市立鈴川小学校 5 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　第２位 山形市サッカー協会

41 武田 琉聖 山形市立鈴川小学校 4 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　第２位 山形市サッカー協会

42 田中 恵利 山形市立鈴川小学校 6
”日清食品カップ”全国小学生陸上競技交流山形県予選会兼山形県小学生陸上競技大会／女子４

×１００ｍＲ　第３位
山形市立鈴川小学校

43 田中 羚 山形市立鈴川小学校 3 第２４回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学３年生男子個人組手競技　第三位 山形市空手道連盟

44 富塚 玲音 山形市立鈴川小学校 5 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　第２位 山形市サッカー協会

45 留場 大翔 山形市立鈴川小学校 6 第４７回山形県少年剣道錬成大会兼第２７回安藤捴吉杯争奪剣道大会　第１位 山形市剣道連盟

46 友部 大心 山形市立鈴川小学校 5 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　第２位 山形市サッカー協会

47 中田 美伶 山形市立鈴川小学校 6 第４７回山形県少年剣道錬成大会兼第２７回安藤捴吉杯争奪剣道大会　第１位 山形市剣道連盟

48 中村 翔琉 山形市立鈴川小学校 5 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　第２位 山形市サッカー協会

49 延澤 陽翔 山形市立鈴川小学校 5 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　第２位 山形市サッカー協会

50 半田 竜羽 山形市立鈴川小学校 5 第２４回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学５年生男子個人組手　第三位 山形市空手道連盟
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51 藤岡 悠斗 山形市立鈴川小学校 5 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　第２位 山形市サッカー協会

52 細矢 航佑 山形市立鈴川小学校 5 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　第２位 山形市サッカー協会

53 松宮 翔大 山形市立鈴川小学校 4 第２４回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学３・４年生男子個人形　第三位 山形市空手道連盟

54 丸山 海璃 山形市立鈴川小学校 5 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　第２位 山形市サッカー協会

55 水澤 日真莉 山形市立鈴川小学校 6 第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学５・６年生女子　組手団体　第２位 山形市空手道連盟

56 斉藤 愛梨 山形市立第九小学校 4
スポーツエアロビック２０１６　宮城オープン公式競技ジュニアトリオ　優勝

東北フライトエアロビック選手権　小学４年生以下部門　準優勝
山形市エアロビック協会

57 伊藤 瑠愛 山形市立第一小学校 6

第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学６年生　女子形　３位

第２４回山形県少年少女スポーツ交流大会　５・６年生　女子個人形　優勝

第２７回山形県誦に選抜空手道選手権大会　小学６年生女子形　３位

山形市空手道連盟

58 小坂 蓮斗 山形市立第一小学校 5
２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　優勝

２０１６　山形県信用金庫協会杯Ｕ１１山形県大会　　　　　　　　　　　　優勝
山形市サッカー協会

59 高橋 真央 山形市立第一小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第２位 山形地区バレーボール協会

60 池田 樹里 山形市立第九小学校 4
第１３回全日本ジュニア・ライフセービング競技会／ランスイムラン小学３・４年生女子　第

１位
山形ライフセービングクラブ

61 井戸 愛弓 山形市立第九小学校 4
スポーツエアロビック２０１６　宮城オープン　公式競技　ジュニアトリオ　優勝

第２回東北エアロビック小学４年生以下　優勝
山形市エアロビック協会

62 金山 大心 山形市立第九小学校 4 第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第３位 山形地区バレーボール協会

63 神野 晃成 山形市立第九小学校 3
第７１回国民体育大会デモンストレーションスポーツチャンバラ競技

／基本動作　小学生３～４年生の部　第２位
山形県スポーツチャンバラ協会

64 斎藤 真裕 山形市立第九小学校 4 第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第１位 山形地区バレーボール協会

65 斎藤 宗一郎 山形市立第九小学校 2 第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第３位 山形地区バレーボール協会

66 鈴木 依桜 山形市立第九小学校 5 第４１回山形県選抜学童水泳記録会　小学５・６年　女子１００ｍ　バタフライ：３位 山形市水泳連盟

67 福田 乃慧 山形市立第九小学校 4 平成２８年度　山形県ジュニア新体操選手権大会　Ａクラス個人総合　第３位 山形市体操協会

68 村形 蓮 山形市立第九小学校 1
第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　組手の部第３位／第２７回山形県ジュニア選抜空

手道選手権大会　組手の部第２位／形の部第３位
山形市空手道連盟

69 吉田 遥登 山形市立第九小学校 4
第４回全日本ジュニア／ユースライフセービング・プール競技会／５０ｍ障害物スイム小学生

３・４年生男子２位・１００ｍレスキューチューブトウ小学生３・４年生男子２位
山形ライフセービングクラブ

70 佐藤 隆太 山形市立第五小学校 5
第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　組手の部第３位／山形県少年少女スポーツ交流大

会組手の部第１位
山形市空手道連盟

71 志鎌 莉菜 山形市立第五小学校 5 小嶋佐藤杯山形県小学生学年別大会第２位５年／全国小学生山形県最終選考会第３位５年 山形地区ソフトテニス連盟

72 丹野 愛海 山形市立大郷小学校 6 第２４回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学５・６年生　女子団体形　優勝 山形市空手道連盟

73 井上 茉尋 山形市立第三小学校 6 第１２回山形県クラブ対抗小学生ソフトテニス大会　男子の部　優勝 山形ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団

74 柴田 悠貴 山形市立第三小学校 6 第４１回山形県選抜学童水泳記録会　小学５・６年　男子５０ｍ　背泳ぎ：３位 山形市水泳連盟

75 長岡 海涼 山形市立第三小学校 3 第４１回山形県選抜学童水泳記録会　小学４年生以下　女子５０ｍ　バタフライ：３位 山形市水泳連盟
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76 松田 弦皇 山形市立第三小学校 4
第３９回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東北予選会　Ａ区分（小

学男女の部）第３位
山形市水泳連盟

77 安達 滉太朗 山形市立第十小学校 4

第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　組手の部第２位／形の部第３位／第２７回山形県

ジュニア選抜空手道選手権大会　組手の部第２位／形の部第３位／山形県少年少女スポーツ交

流大会組手の部第１位

山形市空手道連盟

78 小山 真央 山形市立第十小学校 6 第３２回　若葉カップ全国小学生バドミントン大会　山形県予選会　女子団体　第１位 ふじかげﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団

79 倉田 桜 山形市立第十小学校 5

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第３位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第２位

山形地区バレーボール協会

80 小貫山 航羽 山形市立第十小学校 5 第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第１位 山形地区バレーボール協会

81 小貫山 碧羽 山形市立第十小学校 1 第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第１位 山形地区バレーボール協会

82 小松 巧武 山形市立第十小学校 6 ２０１６　バーモンドカップ第２６回全日本少年フットサル大会　山形県大会　優勝 山形市サッカー協会

83 志田 涼菜 山形市立第十小学校 5

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第３位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第２位

山形地区バレーボール協会

84 杉本 向日葵 山形市立第十小学校 6

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第３位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第２位

山形地区バレーボール協会

85 田子 純成 山形市立第十小学校 6
第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　組手の部第２位／第２７回山形県ジュニア選抜空

手道選手権大会　組手の部第３位
山形市空手道連盟

86 田子 葵 山形市立第十小学校 4 第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　組手の部第３位 山形市空手道連盟

87 長瀬 和大 山形市立第十小学校 4
２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　優勝

２０１６　山形県信用金庫協会杯Ｕ１１山形県大会　　　　　　　　　　　　優勝
山形市サッカー協会

88 長谷部 ゆり 山形市立第十小学校 6
ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第３位
山形地区バレーボール協会

89 廣谷 光咲 山形市立第十小学校 5 ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位 山形地区バレーボール協会

90 森谷 美紅 山形市立第十小学校 5

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第３位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第２位

山形地区バレーボール協会

91 油井 颯飛 山形市立第十小学校 5 第３２回　若葉カップ全国小学生バドミントン大会　山形県予選会　男子団体　第１位 ふじかげﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団

92 入江 快成 山形市立第七小学校 6

第１２回山形県クラブ対抗小学生ソフトテニス大会　男子の部　優勝

第２７回東北小学生曽ｒふとテニス選手権大会　第２位

第２４回「べにばな国体」記念県民スポーツフェスティバル少年少女スポーツ交流大会

山形ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団

93 遠藤 夏那 山形市立第七小学校 4
スポーツエアロビック２０１６　宮城オープン戦　４年生以下フライト部門　第３位

ジュニアトリオ部門　優勝
山形市エアロビック協会
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94 大江 翔大 山形市立第七小学校 4
第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学３・４年生男子　団体組手　３位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学４年生　男子組手　３位
山形市空手道連盟

95 大沼 諒公 山形市立第七小学校 5 第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第１位
山形地区バレーボール協会

山形市立第七小学校

96 黒沢 風空 山形市立第七小学校 5 第３２回　若葉カップ全国小学生バドミントン大会　山形県予選会　女子団体　第１位 ふじかげﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団

97 後藤 真汎 山形市立第七小学校 5 第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第１位
山形地区バレーボール協会

山形市立第七小学校

98 小林 紗依 山形市立第七小学校 5

山形県小学生シングルスソフトテニス大会第２位５年／小嶋佐藤杯山形県小学生学年別大会第

３位５年／平成２８年度スポーツ交流大会第３位５・６年／全国小学生山形県最終選考会第２

位５年

山形地区ソフトテニス連盟

山形市立第七小学校

99 小林 千紗 山形市立第七小学校 5

山形県小学生シングルスソフトテニス大会第３位５年／小嶋佐藤杯山形県小学生学年別大会第

１位５年／岩手カップ東北小学生シングルスソフトテニス大会第３位５年／全国小学生山形県

最終選考会第１位５年

山形地区ソフトテニス連盟

山形市立第七小学校

100 齋藤 優菜 山形市立第七小学校 6 第３２回　若葉カップ全国小学生バドミントン大会　山形県予選会　女子団体　第１位
山形市立第七小学校

ふじかげﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団

101 齋藤 陽太 山形市立第七小学校 2 第３２回　若葉カップ全国小学生バドミントン大会　山形県予選会　男子団体　第１位 ふじかげﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団

102 佐藤 美月 山形市立第七小学校 6
山形県小学生ソフトテニス選手権第３位／全日本小学生選手権大会団体第１位／小嶋佐藤杯山

形山形県小学生学年別選手権第３位６年／山形県小学生インドアソフトテニス大会第３位

山形地区ソフトテニス連盟

山形市立第七小学校

103 中鉢 絢音 山形市立第七小学校 6

山形県小学生ソフトテニス選手権第３位／全日本小学生選手権大会団体第１位／小嶋佐藤杯山

形県小学生学年別大会第３位６年／山形県インドアソフトテニス大会第３位

第２６回東北小学生ソフトテニス選手権大会　第３位

山形地区ソフトテニス連盟

山形市立第七小学校

104 目黒 陽茉莉 山形市立第七小学校 6 第１２回山形県クラブ対抗小学生ソフトテニス大会　男子の部　優勝 山形ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団

105 山川 結衣 山形市立第七小学校 5 第３２回　若葉カップ全国小学生バドミントン大会　山形県予選会　女子団体　第１位 ふじかげﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団

106 山川 恵実 山形市立第七小学校 3 第３２回　若葉カップ全国小学生バドミントン大会　山形県予選会　女子団体　第１位 ふじかげﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団

107 安部 翔大 山形市立第二小学校 4 第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第３位 山形地区バレーボール協会

108 伊藤 茉宏 山形市立第二小学校 1
第７１回国民体育大会デモンストレーションスポーツチャンバラ競技

／基本動作　小学生１～２年生の部　第１位
山形県スポーツチャンバラ協会

109 岡 航希 山形市立第二小学校 6 日清食品カップ全国小学生陸上競技交流大会山形県予選会兼山形県小学生陸上競技大会 山形市立第二小学校

110 鎌上 瑞希 山形市立第二小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第２位 山形地区バレーボール協会

111 笹原 和花 山形市立第二小学校 3 第３５回山形県トランポリン競技選手権大会　Ｄクラス女子　１位 山形市トランポリン協会

112 佐竹 花凛 山形市立第二小学校 4
ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第３位
山形地区バレーボール協会

113 渋谷 寛騎 山形市立第二小学校 2 第３２回　若葉カップ全国小学生バドミントン大会　山形県予選会　男子団体　第１位 ふじかげﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団

114 千﨑 雅也 山形市立第二小学校 1 第２３回山形県スポーツチャンバラ選手権大会／小学生１～２年生の部（長剣）　第１位 山形県スポーツチャンバラ協会

115 千葉 亮太 山形市立第二小学校 1 第２３回山形県スポーツチャンバラ選手権大会／小学生１～２年生の部（基本動作）　第１位 山形県スポーツチャンバラ協会
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116 東海林 龍 山形市立第二小学校 2 第３２回　若葉カップ全国小学生バドミントン大会　山形県予選会　男子団体　第１位 ふじかげﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団

117 成澤 純太 山形市立第二小学校 5 第３２回　若葉カップ全国小学生バドミントン大会　山形県予選会　男子団体　第１位 ふじかげﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団

118 早坂 瑠南 山形市立第二小学校 4
ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第３位
山形地区バレーボール協会

119 栗田 涼香 山形市立第八小学校 6 第４１回山形県選抜学童水泳記録会　小学５・６年　女子５０ｍ　自由形：２位
山形市立第八小学校

山形市水泳連盟

120 庄司 裕飛 山形市立第八小学校 3
第３９回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東北予選会　Ａ区分（小

学男女の部）第３位
山形市水泳連盟

121 高木 聖 山形市立第八小学校 4 第３５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 山形市トランポリン協会

122 市川 幸永 山形市立第四小学校 3
スポーツエアロビック２０１６　北海道オープン　４年生以下フライト　準優勝

ジュニアトリオ　準優勝
山形市エアロビック協会

123 石山 次郎 山形市立第六小学校 3

第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学３・４年生男子　団体組手　３位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学３年生　男子組手　１位

第２７回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　小学３年生　男子組手　２位

山形市空手道連盟

124 伊東 丈 山形市立第六小学校 5
２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　優勝

２０１６　山形県信用金庫協会杯Ｕ１１山形県大会　　　　　　　　　　　　優勝
山形市サッカー協会

125 伊藤 大輝 山形市立第六小学校 4 第４１回山形県選抜学童水泳記録会　小学４年生以下　男子５０ｍ　平泳ぎ：１位 山形市水泳連盟

126 稲葉 駿 山形市立第六小学校 5 ２０１６　バーモンドカップ第２６回全日本少年フットサル大会　山形県大会　優勝 山形市サッカー協会

127 太田 凜 山形市立第六小学校 6

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第１位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第１位

山形地区バレーボール協会

128 川野 陸 山形市立第六小学校 5
ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位

第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第３位
山形地区バレーボール協会

129 北澤 凜 山形市立第六小学校 6

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第１位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第１位

山形地区バレーボール協会

130 熊谷 彩未 山形市立第六小学校 5 第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第１位 山形地区バレーボール協会

131 郷野 魁星 山形市立第六小学校 3
ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位

第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第３位
山形地区バレーボール協会

132 後藤 こころ 山形市立第六小学校 6

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第１位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第１位

山形地区バレーボール協会

133 後藤 竜ノ輔 山形市立第六小学校 4

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位

第３９回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東北予選会　Ａ区分（小

学男女の部）第３位

山形地区バレーボール協会

山形市水泳連盟
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134 近野 皐 山形市立第六小学校 3 ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位 山形地区バレーボール協会

135 佐藤 夏帆 山形市立第六小学校 6

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第１位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第１位

山形地区バレーボール協会

136 中村 來太郎 山形市立第六小学校 6
ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第１位
山形地区バレーボール協会

137 細川 遥生 山形市立第六小学校 6
ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第１位
山形地区バレーボール協会

138 細川 颯太 山形市立第六小学校 3
ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位

第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第３位
山形地区バレーボール協会

139 本間 歩 山形市立第六小学校 6

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第１位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第１位

山形地区バレーボール協会

140 本間 満 山形市立第六小学校 4
ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第１位
山形地区バレーボール協会

141 三沢 琉奈 山形市立第六小学校 5 第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第１位 山形地区バレーボール協会

142 村岡 佑紀 山形市立第六小学校 6

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第１位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第１位

山形地区バレーボール協会

143 渡辺 愛理 山形市立第六小学校 4 第４１回山形県選抜学童水泳記録会　小学４年生以下　女子５０ｍ　背泳ぎ：１位 山形市水泳連盟

144 伊藤 陽 山形市立滝山小学校 2 第３４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　１位 山形市空手道連盟

145 稲田 英太 山形市立滝山小学校 4
２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　優勝

２０１６　山形県信用金庫協会杯Ｕ１１山形県大会　　　　　　　　　　　　優勝
山形市サッカー協会

146 岩田 圭 山形市立滝山小学校 5 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第１位 山形地区バレーボール協会

147 遠藤 心夏 山形市立滝山小学校 6 第１７回全国小学生ＡＢＣバドミントン大会　女子Ａグループ準優勝 山形市滝山小学校

148 大井 柚希 山形市立滝山小学校 6

第４１回山形県選抜学童水泳記録会　小学５・６年　男子５０ｍ　自由形：３位

第４１回山形県選抜学童水泳記録会　男子２００ｍメドレーリレー　第１位

　　　　　　　　　　　　　　　　　男子２００ｍフリーリレー　第２位

山形市水泳連盟

山形市立滝山小学校

149 奥山 あげは 山形市立滝山小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第１位 山形地区バレーボール協会

150 木村 遥也 山形市立滝山小学校 6
第４１回山形県選抜学童水泳記録会　男子２００ｍメドレーリレー　第１位

　　　　　　　　　　　　　　　　　男子２００ｍフリーリレー　第２位

山形市水泳連盟

山形市立滝山小学校

151 笹金 蒼也 山形市立滝山小学校 5 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第１位 山形地区バレーボール協会

152 佐藤 輝人 山形市立滝山小学校 3 第２７回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　小学３年生男子形　３位 山形市空手道連盟
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153 佐藤 瑞姫 山形市立滝山小学校 5
第２０回山形県小学生バドミントン学年別選手権大会兼第２２回東北小学生山形県予選会　５

年生以下女子複　優勝
南部シャトルスポーツ少年団

154 鶴田 緋香 山形市立滝山小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第１位 山形地区バレーボール協会

155 長澤 玲海 山形市立滝山小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第１位 山形地区バレーボール協会

156 長谷川 直紀 山形市立滝山小学校 6
第４１回山形県選抜学童水泳記録会　男子２００ｍメドレーリレー　第１位

　　　　　　　　　　　　　　　　　男子２００ｍフリーリレー　第２位

山形市水泳連盟

山形市立滝山小学校

157 長谷川 蓮 山形市立滝山小学校 6 第４１回山形県選抜学童水泳記録会　男子２００ｍフリーリレー　第２位
山形市水泳連盟

山形市立滝山小学校

158 松橋 憲佑 山形市立滝山小学校 3
第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　組手の部第３位／第２７回山形県ジュニア選抜空

手道選手権大会　組手の部第１位／山形県少年少女スポーツ交流大会組手の部　第２位
山形市空手道連盟

159 山下 楓乃 山形市立滝山小学校 4
第４回全日本ジュニア／ユースライフセービング・プール競技会／５０ｍ障害物スイム小学生

３・４年生女子３位
山形ライフセービングクラブ

160 山中 大輔 山形市立滝山小学校 4 第２３回山形県スポーツチャンバラ選手権大会／小学生３～４年生の部（小太刀）　第１位 山形県スポーツチャンバラ協会

161 吉田 達哉 山形市立滝山小学校 6
第４１回山形県選抜学童水泳記録会　小学５・６年男子２００ｍ個人メドレー２位

第４１回山形県選抜学童水泳記録会　男子２００ｍメドレーリレー　第１位

山形市水泳連盟

山形市立滝山小学校

162 渡根 陸心 山形市立滝山小学校 6 第３５回山形市長杯トランポリン競技選手権大会　Ｃクラス男子　２位 山形市トランポリン協会

163 穂積 樹 山形市立楯山小学校 3 第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第３位 山形地区バレーボール協会

164 穂積 楓 山形市立楯山小学校 6

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第３位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第２位

山形地区バレーボール協会

165 安達 唯真 山形市立千歳小学校 4
スポーツエアロビック２０１６　北海道オープン戦　小学生４年生以下フライト部門１位

ジュニアトリオ部門　２位
山形市エアロビック協会

166 阿部 祐太 山形市立千歳小学校 6
第３９回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東北予選会　Ａ区分（小

学男女の部）第３位
山形市水泳連盟

167 五十嵐 拓海 山形市立千歳小学校 6 第４７回山形県少年剣道錬成大会兼第２７回安藤捴吉杯争奪剣道大会　第１位 山形市剣道連盟

168 木村 洸太 山形市立千歳小学校 6
山形県少年少女スポーツ交流大会　第３位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第２位

千歳ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部男子

山形地区バレーボール協会

169 木村 太智 山形市立千歳小学校 2 山形県少年少女スポーツ交流大会　第３位 千歳ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部男子

170 熊谷 大輝 山形市立千歳小学校 6
山形県少年少女スポーツ交流大会　第３位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第２位

千歳ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部男子

山形地区バレーボール協会

171 佐藤 閃真 山形市立千歳小学校 6
山形県少年少女スポーツ交流大会　第３位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第２位

千歳ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部男子

山形地区バレーボール協会

172 佐藤 光 山形市立千歳小学校 6
山形県少年少女スポーツ交流大会　第３位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第２位

千歳ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部男子

山形地区バレーボール協会
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173 佐藤 灯真 山形市立千歳小学校 2 山形県少年少女スポーツ交流大会　第３位 千歳ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部男子

174 鈴木 海良 山形市立千歳小学校 5

第２４回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学５・６年生　男子団体形　優勝

第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学５年生男子個人組手競技　第二位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学５年生男子個人形競技　第二位

第２７回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　小学５年生男子個人組手競技　第二位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学５年生男子個人形競技　第二位

山形市空手道連盟

175 関口 旺佑 山形市立千歳小学校 5
２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　優勝

２０１６　山形県信用金庫協会杯Ｕ１１山形県大会　　　　　　　　　　　　優勝
山形市サッカー協会

176 武田 陸斗 山形市立千歳小学校 5 第１２回山形県クラブ対抗小学生ソフトテニス大会　男子の部　優勝 山形ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団

177 多田 侑ノ介 山形市立千歳小学校 4 山形県少年少女スポーツ交流大会　第３位 千歳ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部男子

178 丹野 剛志 山形市立千歳小学校 6
山形県少年少女スポーツ交流大会　第３位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第２位

千歳ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部男子

山形地区バレーボール協会

179 丹野 大輔 山形市立千歳小学校 3 山形県少年少女スポーツ交流大会　第３位 千歳ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部男子

180 中野 快星 山形市立千歳小学校 6
山形県少年少女スポーツ交流大会　第３位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第２位

千歳ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部男子

山形地区バレーボール協会

181 中野 来飛 山形市立千歳小学校 4 山形県少年少女スポーツ交流大会　第３位 千歳ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部男子

182 樋口 隼 山形市立千歳小学校 5
山形県少年少女スポーツ交流大会　第３位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第２位

千歳ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部男子

山形地区バレーボール協会

183 小野 聖 山形市立出羽小学校 6 第４７回山形県少年剣道錬成大会兼第２７回安藤捴吉杯争奪剣道大会　第１位 山形市剣道連盟

184 小原 希々颯 山形市立出羽小学校 6 第４１回山形県選抜学童水泳記録会　小学５・６年　女子５０ｍ　平泳ぎ：１位
山形市水泳連盟

山形市立出羽小学校

185 新堀 奏 山形市立出羽小学校 6 第４１回山形県選抜学童水泳記録会男子６年１００ｍ　第３位 山形市立出羽小学校

186 青木 拓真 山形市立西小学校 5
２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　優勝

２０１６　山形県信用金庫協会杯Ｕ１１山形県大会　　　　　　　　　　　　優勝
山形市サッカー協会

187 日下部 耕太 山形市立西小学校 5
２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　優勝

２０１６　山形県信用金庫協会杯Ｕ１１山形県大会　　　　　　　　　　　　優勝
山形市サッカー協会

188 高橋 遼平 山形市立西小学校 5
第３９回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東北予選会　Ａ区分（小

学男女の部）第３位
山形市水泳連盟

189 滝口 虹 山形市立西小学校 6 第１２回山形県クラブ対抗小学生ソフトテニス大会　男子の部　優勝 山形ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団

190 寺岡 亜咲実 山形市立西小学校 6 スズキジャパンカップ２０１６山形県大会　第３位 山形市エアロビック協会

191 永野 敦也 山形市立西小学校 5
２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　優勝

２０１６　山形県信用金庫協会杯Ｕ１１山形県大会　　　　　　　　　　　　優勝
山形市サッカー協会

192 長谷川 和海 山形市立西小学校 4 小嶋佐藤杯山形県小学生学年別大会第３位４年／平成２８年スポーツ交流大会第３位４年 山形地区ソフトテニス連盟

193 星川 こころ 山形市立西小学校 1 第２７回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　小学１年生女子組手　２位 山形市空手道連盟

194 村山 太一 山形市立西小学校 3 第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第１位 山形地区バレーボール協会
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195 村山 智加 山形市立西小学校 6

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第３位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第２位

山形地区バレーボール協会

196 赤城 日向朗 山形市立西山形小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

197 安達 真央 山形市立西山形小学校 5 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

198 飯野 叶羽 山形市立西山形小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

199 飯野 瑠唯 山形市立西山形小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

200 伊藤 稚菜 山形市立西山形小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

201 黒沼 卓也 山形市立西山形小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

202 佐藤 雄大 山形市立西山形小学校 4 第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第３位 山形地区バレーボール協会

203 鈴木 遥乃 山形市立西山形小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

204 高野 杏奈 山形市立西山形小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

205 高橋 佳良 山形市立西山形小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

206 土屋 元暉 山形市立西山形小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

207 明泉 知樹 山形市立東沢小学校 6
山形県小学生ソフトテニス選手権第１位／山形県小学生シングルスソフトテニス大会６年　第

３位
山形地区ソフトテニス連盟

208 秋野 竜輝 山形市立東小学校 5

第２４回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学５・６年生　男子団体形　優勝

第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学５年生男子個人形競技　優勝

第２７回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　小学５年生　男子個人組手競技　優勝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子個人形競技　優勝

山形市空手道連盟

209 石井 秀弥 山形市立東小学校 4
第２４回「べにばな国体」記念県民スポーツフェスティバル少年少女スポーツ交流大会　第２

位
山形ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団

210 石井 秀弥 山形市立東小学校 4
第２４回「べにばな国体」記念県民スポーツフェスティバル少年少女スポーツ交流大会　第２

位
山形ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団

211 伊藤 拓海 山形市立東小学校 4 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　第２位 山形市サッカー協会

212 鹿野 昴也 山形市立東小学校 5 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　第２位 山形市サッカー協会

213 髙橋 八恵奏 山形市立東小学校 2 ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位 山形地区バレーボール協会

214 後藤 那菜 山形市立東小学校 5 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　第２位 山形市サッカー協会

215 鈴木 陸斗 山形市立東小学校 5 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　第２位 山形市サッカー協会

216 中嶋 莉里 山形市立東小学校 5 スポーツエアロビック２０１６　北海道オープン　公式競技Ｊトリオ　２位 山形市エアロビック協会

217 橋本 快 山形市立東小学校 5 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　第２位 山形市サッカー協会

218 深瀬 陽斗 山形市立東小学校 5 ２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　第２位 山形市サッカー協会

219 森岡 陽 山形市立東小学校 5 第２４回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学５・６年生　男子団体形　優勝 山形市空手道連盟
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220 飯田 弥杏 山形市立南小学校 5

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位

第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第１位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第３位

山形地区バレーボール協会

221 稲葉 梨華 山形市立南小学校 6
ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第３位
山形地区バレーボール協会

222 遠藤 樹 山形市立南小学校 6
ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第３位
山形地区バレーボール協会

223 岡田 彩月 山形市立南小学校 6

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第３位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第１位

山形地区バレーボール協会

224 小野崎 櫂人 山形市立南小学校 5 第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第１位 山形地区バレーボール協会

225 佐藤 百華 山形市立南小学校 3 第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第１位 山形地区バレーボール協会

226 眞見 心美 山形市立南小学校 5

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位

第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第１位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第３位

山形地区バレーボール協会

227 菅原 蓮奈 山形市立南小学校 5

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位

第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第１位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第３位

山形地区バレーボール協会

228 高橋 真央 山形市立南小学校 3 第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第１位 山形地区バレーボール協会

229 武田 翔華 山形市立南小学校 3
ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位

第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第１位
山形地区バレーボール協会

230 武田 麗華 山形市立南小学校 6

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第３位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第１位

山形地区バレーボール協会

231 坪沼 優里菜 山形市立南小学校 5

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位

第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第１位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第３位

山形地区バレーボール協会

232 温井 真心 山形市立南小学校 6
第３９回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東北予選会　Ａ区分（小

学男女の部）第３位
山形市水泳連盟

233 橋本 美沙希 山形市立南小学校 5

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位

第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第１位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第３位

山形地区バレーボール協会
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234 花輪 有南 山形市立南小学校 5

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位

第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第１位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第３位

山形地区バレーボール協会

235 樋渡 愛香梨 山形市立南小学校 3 第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第１位 山形地区バレーボール協会

236 樋渡 奈津美 山形市立南小学校 5

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位

第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第１位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第３位

山形地区バレーボール協会

237 三橋 花笑 山形市立南小学校 3 東北フライト選手権大会　４年生以下部門　第３位 山形市エアロビック協会

238 山川 歩乃果 山形市立南小学校 6

第１７回全国小学生ＡＢＣバドミントン大会　山形県予選会　女子単　優勝

第２０回山形県小学生バドミントン学年別選手権大会兼第２２回東北小学生山形県予選会　６

年生以下女子単　優勝

南部シャトルスポーツ少年団

239 渡辺 愛佳 山形市立南小学校 3 第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第１位 山形地区バレーボール協会

240 秋葉 僚芽 山形市立南沼原小学校 6
ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第１位
山形地区バレーボール協会

241 秋葉 愛歌 山形市立南沼原小学校 4 小嶋佐藤杯山形県小学生学年別大会第３位４年／平成２８年スポーツ交流大会第３位４年 山形地区ソフトテニス連盟

242 石沢 太一 山形市立南沼原小学校 5 第３２回　若葉カップ全国小学生バドミントン大会　山形県予選会　男子団体　第１位 ふじかげﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団

243 伊藤 玲奈 山形市立南沼原小学校 5
第２０回山形県小学生バドミントン学年別選手権大会兼第２２回東北小学生山形県予選会　５

年生以下女子複　優勝
南部シャトルスポーツ少年団

244 大山 虎 山形市立南沼原小学校 6

ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位

第３９回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東北予選会　Ａ区分（小

学男女の部）第３位

山形地区バレーボール協会

山形市水泳連盟

245 大類 桂汰 山形市立南沼原小学校 3 第３１回山形県小学生バレーボール新人交流大会山形県大会　第３位 山形地区バレーボール協会

246 軽部 拓真 山形市立南沼原小学校 6
ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第１位
山形地区バレーボール協会

247 軽部 晧太 山形市立南沼原小学校 4
２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　優勝

２０１６　山形県信用金庫協会杯Ｕ１１山形県大会　　　　　　　　　　　　優勝
山形市サッカー協会

248 近野 南 山形市立南沼原小学校 3 第３５回山形市長杯トランポリン競技選手権大会　Ｄクラス女子３位 山形市トランポリン協会

249 齋藤 美海 山形市立南沼原小学校 6 第４１回山形県選抜学童水泳記録会　小学５・６年　女子５０ｍ　バタフライ：３位 山形市水泳連盟

250 島貫 瑶椛 山形市立南沼原小学校 4 第４１回山形県選抜学童水泳記録会　小学４年生以下　女子５０ｍ　自由形：１位 山形市水泳連盟

251 島貫 壮陸 山形市立南沼原小学校 5 第３２回　若葉カップ全国小学生バドミントン大会　山形県予選会　男子団体　第１位 ふじかげﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団

252 菅原 啓 山形市立南沼原小学校 6
ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第１位
山形地区バレーボール協会

253 清野 鈴香 山形市立南沼原小学校 6 第３２回　若葉カップ全国小学生バドミントン大会　山形県予選会　女子団体　第１位 ふじかげﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団

254 武田 拓己 山形市立南沼原小学校 2
第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　組手の部第３位／第２７回山形県ジュニア選抜空

手道選手権大会　組手の部第２位
山形市空手道連盟
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255 永沢 日陽花 山形市立南沼原小学校 5
小嶋佐藤杯山形県小学生学年別大会第３位５年／平成２８年度スポーツ交流大会第３位５・６

年／全国小学生山形県最終選考会第２位５年
山形地区ソフトテニス連盟

256 半田 実来 山形市立南沼原小学校 5

山形県小学生シングルスソフトテニス大会第１位５年／小嶋佐藤杯山形県小学生学年別大会第

１位５年／岩手カップ東北小学生シングルスソフトテニス大会第１位５年／全国小学生山形県

最終選考会第１位５年

山形地区ソフトテニス連盟

257 三澤 幹太 山形市立南沼原小学校 4
２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　優勝

２０１６　山形県信用金庫協会杯Ｕ１１山形県大会　　　　　　　　　　　　優勝
山形市サッカー協会

258 山崎 優真 山形市立南沼原小学校 3
第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学３・４年生男子　団体組手　３位

第２４回山形県少年少女スポーツ交流大会　３年生男子組手　優勝
山形市空手道連盟

259 山崎 裕生 山形市立南沼原小学校 4
小嶋佐藤杯山形県小学生学年別大会第１位４年／平成２８年度スポーツ交流大会第３位４年／

全国小学生山形県最終予選会第１位５年
山形地区ソフトテニス連盟

260 横山 笑愛 山形市立南沼原小学校 5
２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　優勝

２０１６　山形県信用金庫協会杯Ｕ１１山形県大会　　　　　　　　　　　　優勝
山形市サッカー協会

261 渡邉 悠暉 山形市立南沼原小学校 6
ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第１位

第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第１位
山形地区バレーボール協会

262 会田 璃乃 山形市立南山形小学校 4
小嶋佐藤杯山形県小学生学年別大会第１位４年／平成２８年度スポーツ交流大会第３位４年／

全国小学生山形県最終予選会第１位４年
山形地区ソフトテニス連盟

263 草刈 瑠音 山形市立南山形小学校 4
第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　組手の部第３位／山形県少年少女スポーツ交流大

会組手の部第２位
山形市空手道連盟

264 渋谷 陽花里 山形市立南山形小学校 3
第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学３・４年生女子　団体組手　１位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学３年生　女子組手　３位
山形市空手道連盟

265 鈴木 新太 山形市立南山形小学校 1 第２３回山形県スポーツチャンバラ選手権大会／小学生１～２年生の部（小太刀）　第２位 山形県スポーツチャンバラ協会

266 鈴木 真海 山形市立南山形小学校 4

第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学３・４年生女子　団体組手　１位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学４年生　女子組手　３位

第２４回山形県少年少女スポーツ交流大会　３・４年生　女子組手　優勝

第２７回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　小学４年生　女子組手　２位

山形市空手道連盟

267 三澤 舞優 山形市立南山形小学校 5
ファミリーマートカップ第３６回全日本バレーボール小学生大会山形県大会　第３位

第１４回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会山形県大会　第１位
山形地区バレーボール協会

268 森谷 心 山形市立南山形小学校 5 平成２８年度山形県ジュニア新体操選手権大会　団体競技　準優勝 山形市体操協会

269 奥山 未來 山形市立みはらしの丘小学校 5 小嶋佐藤杯山形県小学生学年別大会第３位／全国小学生山形県最終選考会第３位 山形地区ソフトテニス連盟

270 後藤 永樹 山形市立みはらしの丘小学校 1
第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　組手の部第１位／形の部第３位／第２７回山形県

ジュニア選抜空手道選手権大会　組手の部第１位
山形市空手道連盟

271 後藤 和玖 山形市立みはらしの丘小学校 5 山形県少年少女スポーツ交流大会　組手の部第３位 山形市空手道連盟

272 佐々木 渉太 山形市立みはらしの丘小学校 5
２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　優勝

２０１６　山形県信用金庫協会杯Ｕ１１山形県大会　　　　　　　　　　　　優勝
山形市サッカー協会

273 本間 楓 山形市立みはらしの丘小学校 5 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第２位 山形地区バレーボール協会

274 山田 華怜 山形市立みはらしの丘小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第２位 山形地区バレーボール協会
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275 岸 結那 山形市立宮浦小学校 5 平成２８年度山形県ジュニア新体操選手権大会　団体競技　準優勝 山形市体操協会

276 佐藤 瑠美 山形市立宮浦小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第２位 山形地区バレーボール協会

277 江口 出海 山形市立村木沢小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

278 遠藤 祐哉 山形市立村木沢小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

279 開沼 遥海 山形市立村木沢小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

280 加藤 優騎 山形市立村木沢小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

281 齋藤 梨々愛 山形市立村木沢小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

282 庄司 百花 山形市立村木沢小学校 5 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

283 神保 拓真 山形市立村木沢小学校 6

第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学５・６年生男子　団体組手　１位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学５・６年生男子　組手　１位

第２４回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学５・６年生　個人形　第３位

第２７回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　小学６年生男子組手　１位

山形市空手道連盟

284 神保 夏帆 山形市立村木沢小学校 2

第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学２年生　女子形　１位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学２年生　女子組手　１位

第２７回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　小学２年生　女子組手　１位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学２年生　女子形　２位

山形市空手道連盟

285 高松 真奈美 山形市立村木沢小学校 5 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

286 細矢 ひかる 山形市立村木沢小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

287 向田 和生 山形市立村木沢小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

288 横川 芽生子 山形市立村木沢小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

289 渡邉 佑歩 山形市立村木沢小学校 6 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　女子の部　第３位 山形地区バレーボール協会

290 庄司 清瑠生 山形市立村木沢小学校 2 ２０１６年少林寺拳法山形県大会　最優秀賞 山形市少林寺拳法協会

291 神保 那智 山形市立村木沢小学校 4

第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学３・４年生女子　団体組手　１位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学３・４年生女子　組手　１位

第４回東少年少女空手道選手権大会　女子個人組手　４年　第２位

第２４回山形県少年少女スポーツ交流大会　３・４年生　女子　個人形　第３位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３・４年生　女子　組手　第１位

山形市空手道連盟

292 武田 彩希 山形市立山寺小学校 6 第３４回全日本ジュニア新体操選手権大会東北予選会　団体競技　優勝 山形市体操協会

293 秋元 洸哉 山形大学附属小学校 5 第１２回山形県クラブ対抗小学生ソフトテニス大会　男子の部　優勝 山形ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団

294 奥山 煌大 山形大学附属小学校 2
第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　組手の部第２位／第２７回山形県ジュニア選抜空

手道選手権大会　組手の部第３位
山形市空手道連盟

295 奥山 璃子 山形大学附属小学校 4 平成２８年度　山形県ジュニア新体操選手権大会　Ａクラス個人総合　第２位 山形市体操協会
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296 柿崎 颯樹 山形大学附属小学校 6

第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学５・６年生男子　団体組手　１位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学５・６年生男子　形　３位

第２４回山形県少年少女スポーツ交流大会　小学５・６年生　男子形　優勝

第２７回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　小学６年生男子組手　３位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学６年生男子形　　１位

山形市空手道連盟

297 黒田 悠貴 山形大学附属小学校 6 山形県少年少女スポーツ交流大会　組手の部第３位 山形市空手道連盟

298 今野 聡一郎 山形大学附属小学校 4
２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　優勝

２０１６　山形県信用金庫協会杯Ｕ１１山形県大会　　　　　　　　　　　　優勝
山形市サッカー協会

299 佐藤 櫂 山形大学附属小学校 5
２０１６　ＪＡ全農チビリンピック小学生８人制サッカー大会　山形県大会　優勝

２０１６　山形県信用金庫協会杯Ｕ１１山形県大会　　　　　　　　　　　　優勝
山形市サッカー協会

300 滝口 公輝 山形大学附属小学校 6

第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　小学５・６年生男子　団体組手　１位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学６年生男子組手　３位

第２７回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会　小学６年生男子組手　２位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学６年生男子組手　２位

山形市空手道連盟

301 豊田 将史 山形大学附属小学校 5
第３４回山形県ジュニア空手道選手権大会　組手の部第３位／山形県少年少女スポーツ交流大

会組手の部第３位
山形市空手道連盟

302 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ﾘｯｸ亜蓮 山形大学附属小学校 5 第７回　山形県小学生バレーボールクラブ大会　男子の部　第２位 山形地区バレーボール協会

303 山崎 心春 山形大学附属小学校 5 平成２８年度　山形県ジュニア新体操選手権大会　Ｂクラス個人総合　第２位 山形市体操協会
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1 志賀 洸介 山形市立金井中学校 1
第３９回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東北予選会　Ｂ区分（小

学男女の部）第２位
山形市水泳連盟

2 寺島 健太 山形市立蔵王第一中学校 2 第４８回東北中学水泳競技大会　男子１００ｍ自由形：２位 山形市水泳連盟

3 前田 明梨 山形市立蔵王第一中学校 1 第３４回全日本ジュニア新体操選手権大会東北予選会　団体競技　優勝 山形市体操協会

4 石井 佑弦 山形市立第一中学校 3 平成２８年度東北中学校体育大会　第３２回東北中学校男子駅伝競技大会　優勝 山形市立第一中学校

5 石川 景次郎 山形市立第一中学校 3 平成２８年度東北中学校体育大会　第３２回東北中学校男子駅伝競技大会　優勝 山形市立第一中学校

6 石山 基 山形市立第一中学校 3 平成２８年度東北中学校体育大会　第３２回東北中学校男子駅伝競技大会　優勝 山形市立第一中学校

7 牛澤 彗 山形市立第一中学校 3 平成２８年度東北中学校体育大会　第３２回東北中学校男子駅伝競技大会　優勝 山形市立第一中学校

8 岡崎 友柾 山形市立第一中学校 3 平成２８年度東北中学校体育大会　第３２回東北中学校男子駅伝競技大会　優勝 山形市立第一中学校

9 齋藤 祐真 山形市立第一中学校 3 平成２８年度東北中学校体育大会　第３２回東北中学校男子駅伝競技大会　優勝 山形市立第一中学校

10 清野 温留 山形市立第一中学校 3 平成２８年度東北中学校体育大会　第３２回東北中学校男子駅伝競技大会　優勝 山形市立第一中学校

11 豊泉 寛旭 山形市立第一中学校 1
第３９回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東北予選会　Ｂ区分（小

学男女の部）第２位
山形市水泳連盟

12 平間 大輝 山形市立第一中学校 3 平成２８年度東北中学校体育大会　第３２回東北中学校男子駅伝競技大会　優勝 山形市立第一中学校

13 細谷 建斗 山形市立第一中学校 3 平成２８年度東北中学校体育大会　第３２回東北中学校男子駅伝競技大会　優勝 山形市立第一中学校

14 遠藤 美桜 山形市立第九中学校 2 第３４回全日本ジュニア新体操選手権大会東北予選会　団体競技　優勝 山形市体操協会

15 高瀬 結衣 山形市立第九中学校 1 第１８回東北中学生空手道選手権大会　女子個人組手　１年の部　第２位 山形市空手道連盟

16 山本 紗香 山形市立第九中学校 2 第４８回東北中学水泳競技大会　女子１００ｍ背泳ぎ：３位
山形市水泳連盟

山形市立第九中学校

17 五十嵐 惟 山形市立第五中学校 1 第２回山形県中学生大会／中学生有段の部女子組演武の部　第１位 山形市少林寺拳法協会

18 永野 準一 山形市立第五中学校 3
第３９回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東北予選会　Ｂ区分（小

学男女の部）第２位
山形市水泳連盟

19 向江 楓 山形市立第五中学校 1 第３４回全日本ジュニア新体操選手権大会東北予選会　団体競技　優勝 山形市体操協会

20 山川 公輔 山形市立第五中学校 1
第３９回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東北予選会　Ｂ区分（小

学男女の部）第２位
山形市水泳連盟

21 秋葉 海咲 山形市立第三中学校 3
第５６回県中学校総合体育大会バレーボール競技　第１位

第４６回東北中学校バレーボール大会　第２位

山形地区バレーボール協会

山形市立第三中学校

22 安部 羽音 山形市立第三中学校 3
第５６回県中学校総合体育大会バレーボール競技　第１位

第４６回東北中学校バレーボール大会　第２位

山形市立第三中学校

山形地区バレーボール協会

23 江藤 琉稀 山形市立第三中学校 3 東北中学生テニス選手権大会　女子団体　第３位 山形市立第三中学校

24 遠藤 瑞歩 山形市立第三中学校 3 東北中学生テニス選手権大会　女子団体　第３位 山形市立第三中学校

25 大沼 なの花 山形市立第三中学校 3 東北中学生テニス選手権大会　女子団体　第３位 山形市立第三中学校

26 神尾 隆成 山形市立第三中学校 3 東北中学生テニス選手権大会　男子団体　第３位 山形市立第三中学校

27 神尾 北斗 山形市立第三中学校 3 第３９回東北中学校柔道大会　男子個人６０ｋｇ級　第３位 山形市立第三中学校
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28 菅野 渚沙 山形市立第三中学校 3
第５６回県中学校総合体育大会バレーボール競技　第１位

第４６回東北中学校バレーボール大会　第２位

山形地区バレーボール協会

山形市立第三中学校

29 北川 翼 山形市立第三中学校 1 第２回山形県中学生大会／中学生級の部男子単独演武の部第１位 山形市体操協会

30 栗原 芽生 山形市立第三中学校 2
第５６回県中学校総合体育大会バレーボール競技　第１位

第４６回東北中学校バレーボール大会　第２位

山形地区バレーボール連盟

山形市立第三中学校

31 後藤 ゆい 山形市立第三中学校 1
第５６回県中学校総合体育大会バレーボール競技　第１位

第４６回東北中学校バレーボール大会　第２位

山形地区バレーボール協会

山形市立第三中学校

32 佐藤 梓 山形市立第三中学校 2 東北中学生テニス選手権大会　女子団体　第３位 山形市立第三中学校

33 佐藤 葵海 山形市立第三中学校 3 東北中学生テニス選手権大会　女子団体　第３位 山形市立第三中学校

34 佐藤 裕茉 山形市立第三中学校 1
第５６回県中学校総合体育大会バレーボール競技　第１位

第４６回東北中学校バレーボール大会　第２位

山形市立第三中学校

山形地区バレーボール協会

35 鹿谷 有未 山形市立第三中学校 2
第５６回県中学校総合体育大会バレーボール競技　第１位

第４６回東北中学校バレーボール大会　第２位

山形地区バレーボール協会

山形市立第三中学校

36 鈴木 将斗 山形市立第三中学校 3 東北中学生テニス選手権大会　男子団体　第３位 山形市立第三中学校

37 鈴木 真斗 山形市立第三中学校 3 東北中学生テニス選手権大会　男子団体　第３位 山形市立第三中学校

38 鈴木 愛花 山形市立第三中学校 3
第５６回県中学校総合体育大会バレーボール競技　第１位

第４６回東北中学校バレーボール大会　第２位

山形地区バレーボール協会

山形市立第三中学校

39 多田 眞子 山形市立第三中学校 3 東北中学生テニス選手権大会　女子団体　第３位 山形市立第三中学校

40 田中 勇真 山形市立第三中学校 2 東北中学生テニス選手権大会　男子団体　第３位 山形市立第三中学校

41 田中 里奈 山形市立第三中学校 2
第５６回県中学校総合体育大会バレーボール競技　第１位

第４６回東北中学校バレーボール大会　第２位

山形地区バレーボール協会

山形市立第三中学校

42 茅野 真佳 山形市立第三中学校 3 東北中学生テニス選手権大会　女子団体　第３位 山形市立第三中学校

43 中川 誉也 山形市立第三中学校 3 東北中学生テニス選手権大会　男子団体　第３位 山形市立第三中学校

44 早藤 雄紀 山形市立第三中学校 3 東北中学生テニス選手権大会　男子団体　第３位 山形市立第三中学校

45 松田 一真 山形市立第三中学校 3 東北中学生テニス選手権大会　男子団体　第３位 山形市立第三中学校

46 丸地 京子 山形市立第三中学校 2 東北中学生テニス選手権大会　女子団体　第３位 山形市立第三中学校

47 水澤 可奈 山形市立第三中学校 3
第５６回県中学校総合体育大会バレーボール競技　第１位

第４６回東北中学校バレーボール大会　第２位

山形地区バレーボール協会

山形市立第三中学校

48 森 拓夢 山形市立第三中学校 2 東北中学生テニス選手権大会　男子団体　第３位 山形市立第三中学校

49 森谷 友香 山形市立第三中学校 3
第５６回県中学校総合体育大会バレーボール競技　第１位

第４６回東北中学校バレーボール大会　第２位

山形地区バレーボール協会

山形市立第三中学校

50 森谷 亜緒惟 山形市立第三中学校 1
第５６回県中学校総合体育大会バレーボール競技　第１位

第４６回東北中学校バレーボール大会　第２位
山形市立第三中学校
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51 神保 伯虎 山形市立第十中学校 2
第３９回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東北予選会　Ｂ区分（小

学男女の部）第２位
山形市水泳連盟

52 五十嵐 海斗 山形市立第十中学校 3 平成２８年度　東北中学校体育大会　第４４回東北中学校ソフトテニス大会　男子団体 山形市立第十中学校

53 太田 拳伍 山形市立第十中学校 3 平成２８年度　東北中学校体育大会　第４４回東北中学校ソフトテニス大会　男子団体 山形市立第十中学校

54 川合 貫太 山形市立第十中学校 3 平成２８年度　東北中学校体育大会　第４４回東北中学校ソフトテニス大会　男子団体 山形市立第十中学校

55 田中 浩大 山形市立第十中学校 3 平成２８年度　東北中学校体育大会　第４４回東北中学校ソフトテニス大会　男子団体 山形市立第十中学校

56 土屋 太陽 山形市立第十中学校 3 平成２８年度　東北中学校体育大会　第４４回東北中学校ソフトテニス大会　男子団体 山形市立第十中学校

57 土師 海人 山形市立第十中学校 3 平成２８年度　東北中学校体育大会　第４４回東北中学校ソフトテニス大会　男子団体 山形市立第十中学校

58 米田 浩太朗 山形市立第十中学校 3 平成２８年度　東北中学校体育大会　第４４回東北中学校ソフトテニス大会　男子団体 山形市立第十中学校

59 米田 倫太朗 山形市立第十中学校 3 平成２８年度　東北中学校体育大会　第４４回東北中学校ソフトテニス大会　男子団体 山形市立第十中学校

60 佐藤 琳 山形市立第七中学校 2 平成２８年度第２回全日本中学生ライフル射撃競技選手権大会　第１位
山形市立第七中学校

山形市ライフル射撃協会

61 朝倉 航聖 山形市立第二中学校 3

平成２８年度東北中学校体育大会　第４８回東北中学校水泳競技大会

／男子４×１００ｍフリーリレー　第１位（予選のみ出場）

／男子４×１００ｍメドレーリレー　第１位

山形市立第二中学校

山形市水泳連盟

62 石澤 真衣子 山形市立第二中学校 2
第３８回東北ジュニアテニス選手権大会／１４歳以下女子ダブルス　第１位

第２９回東北中学新人テニス選手権大会／女子シングルス　第３位
山形市立第二中学校

63 上田 健太郎 山形市立第二中学校 2

平成２８年度東北中学校体育大会　第４８回東北中学校水泳競技大会

／男子４×１００ｍフリーリレー　第１位（補欠）

／男子４×１００ｍメドレーリレー　第１位（補欠）

山形市立第二中学校

64 鎌上 将大 山形市立第二中学校 2

平成２８年度東北中学校体育大会　第４８回東北中学校水泳競技大会

／男子１００ｍバタフライ　第３位　／男子４×１００ｍフリーリレー　第１位

／男子４×１００ｍメドレーリレー　第１位

山形市立第二中学校

山形市水泳連盟

65 高橋 千夏 山形市立第二中学校 2
平成２８年度東北中学校体育大会　第４８回東北中学校水泳競技大会

／女子４００ｍ個人メドレー　第３位

山形市立第二中学校

山形市水泳連盟

66 高橋 慶伍 山形市立第二中学校 3

第４８回東北中学校水泳競技大会　男子４００ｍフリーリレー　第１位

第３９回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東北予選会　Ｂ区分（小

学男女の部）第２位

山形市立第二中学校

山形市水泳連盟

67 高橋 優奈 山形市立第二中学校 2 第３４回全日本ジュニア新体操選手権大会東北予選会　団体競技　優勝 山形市体操協会

68 武田 一聖 山形市立第二中学校 2

平成２８年度東北中学校体育大会　第４８回東北中学校水泳競技大会

／男子４×１００ｍフリーリレー　第１位

／男子４×１００ｍメドレーリレー　第１位

山形市立第二中学校

山形市水泳連盟

69
長沢

長澤
樹 山形市立第二中学校 2

平成２８年度東北中学校体育大会　第４８回東北中学校水泳競技大会

／男子４×１００ｍフリーリレー　第１位

／男子４×１００ｍメドレーリレー　第１位

山形市立第二中学校

山形市水泳連盟
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70 渡邉 柚花 山形市立第八中学校 2

第５６回県中学校総合体育大会柔道競技　女子４８ｋｇ級　優勝

第３９回東北中学校体育大会柔道競技　女子４８ｋｇ級　第５位

第４７回全国中学校体育大会柔道競技　女子４８ｋｇ級　出場

山形市立第八中学校

71 青山 桃子 山形市立第六中学校 2 第２９回東北中学新人テニス選手権大会　女子団体　第１位 山形市立第六中学校

72 池内 恭平 山形市立第六中学校 3 第３８回東北中学生テニス選手権大会　男子団体　第２位 山形市立第六中学校

73 石山 太郎 山形市立第六中学校 1 第１８回東北中学生空手道選手権大会　男子個人組手　１年の部　第２位 山形市空手道連盟

74 伊藤 樹哉 山形市立第六中学校 3 第３８回東北中学生テニス選手権大会　男子団体　第２位 山形市立第六中学校

75 今井 実徳 山形市立第六中学校 3 第３８回東北中学生テニス選手権大会　女子団体　第３位 山形市立第六中学校

76 梅津 葵 山形市立第六中学校 2 第２９回東北中学新人テニス選手権大会　女子団体　第１位 山形市立第六中学校

77 浦山 もも 山形市立第六中学校 3 第３８回東北中学生テニス選手権大会　女子団体　第３位 山形市立第六中学校

78 菊地 康晃 山形市立第六中学校 2 第３８回東北中学生テニス選手権大会　男子団体　第２位 山形市立第六中学校

79 菊地 佑起 山形市立第六中学校 1
第３８回東北中学生テニス選手権大会　女子団体　第３位

第２９回東北中学新人テニス選手権大会　女子団体　第１位
山形市立第六中学校

80 菊地 璃乃 山形市立第六中学校 1 第２９回東北中学新人テニス選手権大会　女子団体　第１位 山形市立第六中学校

81 工藤 華子 山形市立第六中学校 3 第３８回東北中学生テニス選手権大会　女子団体　第３位 山形市立第六中学校

82 國井 一志 山形市立第六中学校 3 第３８回東北中学生テニス選手権大会　男子団体　第２位 山形市立第六中学校

83 志貴 勇斗 山形市立第六中学校 3 東北中学校体育大会陸上競技男子２・３年生１５００ｍ　第２位 山形市立第六中学校

84 柴田 柊斗 山形市立第六中学校 3 第３８回東北中学生テニス選手権大会　男子団体　第２位 山形市立第六中学校

85 白川 理々果 山形市立第六中学校 2
第３８回東北中学生テニス選手権大会　女子団体　第３位

第２９回東北中学新人テニス選手権大会　女子団体　第１位
山形市立第六中学校

86 高橋 瑠 山形市立第六中学校 3 第３８回東北中学生テニス選手権大会　男子団体　第２位 山形市立第六中学校

87 月田 真優 山形市立第六中学校 3 第３８回東北中学生テニス選手権大会　女子団体　第３位 山形市立第六中学校

88 仁藤 愛華 山形市立第六中学校 3 第３８回東北中学生テニス選手権大会　女子団体　第３位 山形市立第六中学校

89 沼沢 勇太朗 山形市立第六中学校 3 第３８回東北中学生テニス選手権大会　男子団体　第２位 山形市立第六中学校

90 野口 幸歩 山形市立第六中学校 3 第３８回東北中学生テニス選手権大会　女子団体　第３位 山形市立第六中学校

91 長谷川 快 山形市立第六中学校 3 第３８回東北中学生テニス選手権大会　男子団体　第２位 山形市立第六中学校

92 藤井 美咲 山形市立第六中学校 1 第２９回東北中学新人テニス選手権大会　女子団体　第１位 山形市立第六中学校

93 松橋 弘祐 山形市立第六中学校 3 第３８回東北中学生テニス選手権大会　男子団体　第２位 山形市立第六中学校

94 峯田 梨花 山形市立第六中学校 1
第３８回東北中学生テニス選手権大会　女子団体　第３位

第２９回東北中学新人テニス選手権大会　女子団体　第１位
山形市立第六中学校

95 村井 煕明 山形市立第六中学校 1 第１８回東北中学生空手道選手権大会　男子個人組手　１年の部　第３位 山形市空手道連盟

96 桃井 義基 山形市立第六中学校 3 第３８回東北中学生テニス選手権大会　男子団体　第２位 山形市立第六中学校

97 吉井 愛莉 山形市立第六中学校 3 第３８回東北中学生テニス選手権大会　女子団体　第３位 山形市立第六中学校

98 吉田 祐斗 山形市立第六中学校 1
第３９回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東北予選会　Ｂ区分（小

学男女の部）第２位
山形市水泳連盟
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99 渡邉 ひかる 山形市立第六中学校 2 第２９回東北中学新人テニス選手権大会　女子団体　第１位 山形市立第六中学校

100 酒井 和真 山形市立高楯中学校 2
第３９回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東北予選会　Ｂ区分（小

学男女の部）第２位
山形市水泳連盟

101 佐藤 陽菜子 山形大学付属中学校 3 第２回山形県中学生大会／中学生有段の部組演武の部女子　第１位 山形市少林寺拳法協会

102 小林 莉乃 山形市立第四中学校 1
スポーツエアロビック２０１６　宮城オープン　中学生フライト部門１位　ユース　女子シン

グル部門２位　　スズキジャパンカップ２０１６東北地区大会　ユース　女子シングル部門１
山形市エアロビック協会
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1 阿部 渡 山形県立山形南高等学校 2 平成２８年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技　第３位
山形市バスケットボール協会

山形県立南高等学校

2 石畠 悠希 山形県立山形南高等学校 3 平成２８年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技　第３位
山形市バスケットボール協会

山形県立南高等学校

3 漆山 楓 山形県立山形南高等学校 1 平成２８年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技　第３位
山形市バスケットボール協会

山形県立南高等学校

4 奥山 創太 山形県立山形南高等学校 3 平成２８年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技　第３位
山形市バスケットボール協会

山形県立山形南高等学校

5 児玉 悠人 山形県立山形南高等学校 3 平成２８年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技　第３位
山形市バスケットボール協会

山形県立南高等学校

6 高橋 音羽 山形県立山形南高等学校 3 平成２８年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技　第３位
山形市バスケットボール協会

山形県立南高等学校

7 高橋 広汰 山形県立山形南高等学校 2 平成２８年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技　第３位
山形市バスケットボール協会

山形県立南高等学校

8 樋口 雄気 山形県立山形南高等学校 3 平成２８年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技　第３位
山形市バスケットボール協会

山形県立山形南高等学校
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