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【　功労賞受賞者（１名）】 【　敢闘賞受賞者（１７名）　】

氏名 推薦団体 推薦理由（功績） 氏　　名 所　属 大　会　名

安達　寛明 （株）長岡金網工場 　福井しあわせ国体　弓道　種別　成年女子遠的（監督）　　第１位

渡邉　直幸 上山市役所
　日本スポーツマスターズ　２０１８水泳競技
　　３５～３９歳　男子５０ｍ背泳ぎ　第１位　／　男子１００ｍ背泳ぎ　第１位

武田　　聡 山形市議会議員
　日本スポーツマスターズ　２０１８水泳競技
　　５０～５４歳　男子２００ｍ個人メドレー　第１位

中村　禮子 　ねんりんピック富山２０１８　８０歳以上　女子２５ｍ背泳ぎ　　第３位

福山　　緑 　ねんりんピック富山２０１８　６０～６４歳　女子５０ｍバタフライ　　第３位

【　特別賞受賞者（６名）　】 鈴木　芳晴 アルテ(株)上山配送センター
　第１８回　全日本マスターズレスリング選手権大会
　　５６～６０歳の部　７０㎏級　　第３位

氏名 所　　属 功　　　績 河合　　享 山形市役所　西消防署
　第１８回　全日本マスターズレスリング選手権大会
　　４６～５０歳の部　５８㎏級　　第２位

細谷　香奈 コスモネット株式会社 　第１８回　水球アジア大会　第３位 三浦　里佳子 白鵬女子高校 　平成３０年度　全国女子水球都道府県対抗戦　　第１位

曲山　紫乃
公益財団法人
山形県体育協会

　第１８回　水球アジア大会　第３位 岸野　典子
（株）セルヴァン
（総合型地域スポーツクラブ
　エスポート）

　平成３０年度　全国女子水球都道府県対抗戦　　第１位

鈴木　琴莉 秀明大学 　第１８回　水球アジア大会　第３位 高橋　綾佳 （公財）山形市体育協会 　平成３０年度　全国女子水球都道府県対抗戦　　第１位

設楽　ひかる 日本体育大学 　第６回　水球アジアジュニア選手権大会　第２位 齋藤　有寿 （株）ソフトバンク 　平成３０年度　全国女子水球都道府県対抗戦　　第１位

鈴木　透生 日本体育大学 　第６回　水球アジアジュニア選手権大会　第１位 羽角　萌香 日本体育大学（４） 　平成３０年度　全国女子水球都道府県対抗戦　　第１位

河原　綾乃 東北芸術工科大学 　平成３０年度　全国女子水球都道府県対抗戦　　第１位

黒坂　朋世 愛和建設（株） 　平成３０年度　全国女子水球都道府県対抗戦　　第１位

飯塚　もも香 山形大学（2） 　第４０回　全国国公立大学空手道選手権大会　女子団体組手　　第１位

松田　ほのか 山形大学（2） 　第４０回　全国国公立大学空手道選手権大会　女子団体組手　　第１位

【　敢闘賞受賞団体（２団体）　】 小川　さくら 山形大学（1） 　第４０回　全国国公立大学空手道選手権大会　女子団体組手　　第１位

大　会　名

　　平成３０年度　全国女子水球都道府県対抗戦　　第１位 【　感謝状（３名）　】

　　第４０回　全国国公立大学空手道選手権大会　女子団体組手　第１位

団体名

山形県女子水球チーム

山形大学空手道部 梶原　　賢　　　　　小山　　寛　　　　　高橋　貞男

令和元年度　公益財団法人山形市体育協会表彰式　　受賞者

阿部　英悦 山形市立第三中学校

〇　山形千歳小６年、山形十中１１年、山形七中７年、山形三中７年と、教員として
　山形市小中学校に３１年間勤務した。その間、指導者・顧問として、バスケットボ
　ールの指導を通し、適切な技術指導はもちろん、社会の中でいきていくための人格
　形成に重きをおいた指導で、数多くの優秀な選手と各界で活躍できる人材を輩出し
　た。
〇　千歳小ではスポーツ少年団を指導し全国ベスト８．十中では県ベスト４に、三中
　では平成３０年度、東北中学校バスケットボール大会で優勝し、当該校男子バスケ
　ットボール史上初の全国大会に導いた。
〇　また、平成２９年度より山形県バスケットボール協会から男子ジュニアチームの
　ヘッドコーチを委嘱され、第３１回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会ベ
　スト４に導いた。
〇　さらに、山形市中体連理事長を８年間努めるなど、市内中学校と各種団体の調整
　役として活躍した。

東海林　大 三菱商事（株）

　2018　World　Para　Swimming　World　series　（イタリア）
　　　200ｍ自由形　第１位／200ｍ個人メドレー　第５位／100m平泳ぎ　Ｂ決勝１位／
　　　100ｍバタフライ　第２位
　2018　World　Para　Swimming　World　series　（イギリス）
　　　100ｍ平泳ぎ　第４位／200ｍ個人メドレー　第２位／100ｍバタフライ　第１位／
　　　200ｍ自由形　第８位
　Pan　Pacific　Para　Swimming　Championships　2018
　　　Mix4×100ｍフリーリレー　第２位／200ｍ個人メドレー　第１位／100ｍバタフ
　　　ライ　第１位
　Jakarta　2018Asian　Para　Games
　　　100ｍ平泳ぎ　第２位／100ｍバタフライ　第１位／200ｍ個人メドレー　第１位



NO. 氏 名 所属（学校） 学年 大会名／成績 推薦団体

1 尾関 奈津美 日本大学山形高等学校 3 第１７回全日本女子ボクシング選手権大会ジュニアの部フライ級／第３位 山形県ボクシング選手権大会

2 真野 あずさ 山形西高等学校 3 平成３０年度全国高等学校総合体育大会登山大会 第６２回全国高等学校登山大会／第３位 山形県立西高等学校

3 青山 美凜 山形西高等学校 3 平成３０年度全国高等学校総合体育大会登山大会 第６２回全国高等学校登山大会／第３位 山形県立西高等学校

4 今野 歩 山形西高等学校 3 平成３０年度全国高等学校総合体育大会登山大会 第６２回全国高等学校登山大会／第３位 山形県立西高等学校
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氏 名 所属（学校） 学年 大会名／成績 推薦団体

1 新野 那海 第一小学校 3 第３１回山形県ジュニアトランポリン競技選手権大会 小学生低学年女子クラス／第３位 山形市トランポリン協会

2 後藤 ゆうか 第一小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／3位 山形地区バレーボール協会

3 須田 陽向太 第一小学校 6
山形県小学生ソフトテニス選手権／第１位
小学生ソフトテニス山形カップ／第３位
小嶋佐藤杯山形県小学生学年別大会／第２位 平成３０年度スポーツ交流大会／第１位（６年）

山形地区ソフトテニス連盟

4 曾根田 あこ 第一小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／3位 山形地区バレーボール協会

5 曾根田 わこ 第一小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／3位 山形地区バレーボール協会

6 吹原 真優 第一小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／3位 山形地区バレーボール協会

7 松田 陽和 第一小学校 6 第３４回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 女子１００ｍ/3位 山形市立第一小学校

8 森谷 温斗 第一小学校 6 第３４回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 男子80ｍH/3位 山形市立第一小学校

9 早坂 理南 第二小学校 2 第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 女子の部／第２位 山形地区バレーボール連盟

10 伊藤 茉宏 第二小学校 3 第２５回東北スポーツチャンバラ選手権大会小学２年から３年生 小太刀の部／第２位 山形市スポーツチャンバラ協会

11 庄司 大地 第二小学校 3 第３３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／第１位 山形地区バレーボール連盟

12 千崎 雅也 第二小学校 3 第２５回東北スポーツチャンバラ選手権大会小学２年から３年生基本動作小太刀の部／第１位 山形地区スポーツチャンバラ協会

13 山川 桜 第二小学校 3 第２５回東北スポーツチャンバラ選手権大会小学３年から４年生基本動作の部／第２位 山形市スポーツチャンバラ協会

14 渋谷 寛騎 第二小学校 4
第２１回山形県小学生チーム対抗バドミントン大会 兼 第34回若葉カップ全国小学生バドミントン大会/１
位

ふじかげバドミントンスポーツ少
年団

15 東海林 龍 第二小学校 4
第２１回山形県小学生チーム対抗バドミントン大会 兼 第34回若葉カップ全国小学生バドミントン大会/１
位

ふじかげバドミントンスポーツ少
年団

16 伊藤 智朗 第二小学校 5 第２５回東北スポーツチャンバラ選手権大会小学５年から６年生 楯小太刀の部／第２位 山形市スポーツチャンバラ協会

17 笹原 和花 第二小学校 5 第３７回山形県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

18 佐竹 心羽 第二小学校 5
第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 女子の部／第２位
第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／3位

山形地区バレーボール連盟

19 安部 翔大 第二小学校 6
第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 男子の部／第２位
第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／3位

山形地区バレーボール連盟

20 佐竹 花凛 第二小学校 6
第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 女子の部／第２位
第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／3位

山形地区バレーボール連盟

21 庄司 吏一 第二小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／1位 山形地区バレーボール協会

22 早坂 瑠南 第二小学校 6
第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 女子の部／第２位
第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／3位

山形地区バレーボール連盟

23 小野 泰地 第三小学校 4 第３３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／第２位 山形地区バレーボール連盟

24 浦山 蒼琉 第三小学校 5 山形県少年柔道大会/３位 山形県柔道連盟理事⾧

25 ⾧岡 海涼 第三小学校 5 第４３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／第１位 山形市水泳連盟

26 松田 弦皇 第三小学校 6

第４３回山形県選抜学童水泳記録会 小学５・６年男子５０ｍ自由形／第２位
第４１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（中学男子の
部）／第３位
第４１回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技東北予選会／第１位

山形市水泳連盟

27 田中 笙世 第三小学校 ２０１８JA全農杯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
２０１８第３回山形信用金庫協会杯U-11山形県大会／第３位

山形市サッカー協会

28 白木 翔琉 第四小学校 4
第２１回山形県小学生チーム対抗バドミントン大会 兼 第34回若葉カップ全国小学生バドミントン大会/１
位

ふじかげバドミントンスポーツ少
年団

29 市川 幸永 第四小学校 5
スズキジャパンカップ東北地区大会 ユース１女子シングル／第２位
東北フライト選手権大会／小学生５・６年生の部／第３位

山形市エアロビック協会

30 佐藤 悠真 第五小学校 2
第２９回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学２年 男子組手／第１位
第３６回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学２年 男子組手／第２位

山形市空手道連盟

31 丹野 平羅 第五小学校 2 第２５回東北スポーツチャンバラ選手権大会小学１年から２年生基本動作の部／第３位 山形市スポーツチャンバラ協会

32 高橋 真白 第五小学校 3 JFA第４２回全日本U-12サッカー選手権大会 山形県大会／第２位 山形市サッカー協会

33 渡邉 秀哉 第五小学校 4
小嶋佐藤杯山形県小学生学年別大会／第１位（４年）
平成３０年度スポーツ交流大会／第１位（４年）
全国小学生山形県最終選考会／第１位（４年）

山形地区ソフトテニス連盟

34 酒井 陽菜乃 第五小学校 5 山形県少年柔道大会/３位 山形県柔道連盟理事⾧

35 高橋 碧 第五小学校 6 JFA第４２回全日本U-12サッカー選手権大会 山形県大会／第２位 山形市サッカー協会

36 高橋 莉子 第六小学校 3 平成３０年度山形県選手権大会（カブの部）シングルス2位 山形市卓球協会

37 落合 康陽 第六小学校 4 第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 男子の部／第２位 山形地区バレーボール連盟

38 本田 語 第六小学校 4 第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 男子の部／第２位 山形地区バレーボール連盟

39 横山 杏蒔 第六小学校 4 JFA第４２回全日本U-12サッカー選手権大会 山形県大会／第２位 山形市サッカー協会

40 石山 次郎 第六小学校 5

第36回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学5年生男子組手 3位
第26回山形県少年少女スポーツ交流大会 5年生男子組手 1位
第29回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学5年生男子組手 3位
第36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 3位

山形市空手道連盟

41 郷野 魁星 第六小学校 5
第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 男子の部／第２位
第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／3位

山形地区バレーボール協会

42 清野 栞奈 第六小学校 5 山形県ジュニア新体操選手権大会 クラブ団体／第２位 山形市体操協会

43 近 百萌花 第六小学校 5 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／2位 山形地区バレーボール協会

44 ⾧岡 優眞 第六小学校 5
第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／3位
第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 男子の部／第２位

山形地区バレーボール協会

45 細川 颯太 第六小学校 5
第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 男子の部／第２位
第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／3位

山形地区バレーボール連盟

46 村岡 花奏 第六小学校 5
第４１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山形県予選会 １０歳以下女子５０ｍ背泳ぎ
／第３位

山形市水泳連盟

47 伊藤 大輝 第六小学校 6
第４３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／第２位
第４３回山形県選抜学童水泳記録会 男子４×５０ｍフリーリレー／第３位

山形市水泳連盟

48 漆山 恭平 第六小学校 6 JFA第４２回全日本U-12サッカー選手権大会 山形県大会／第２位 山形市サッカー協会

49 笠原 颯太 第六小学校 6 第４３回山形県選抜学童水泳記録会 男子４×５０ｍフリーリレー／第３位 山形市水泳連盟

50 後藤 竜ノ輔 第六小学校 6

第４３回山形県選抜学童水泳記録会 小学５・６年男子１００ｍ自由形／第３位
第４３回山形県選抜学童水泳記録会 男子４×５０ｍフリーリレー／第３位
第４１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（中学男子の
部）／第３位
第４１回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技東北予選会／第１位

山形市水泳連盟

51 高橋 ハリー利雄 第六小学校 6 第４３回山形県選抜学童水泳記録会 男子４×５０ｍフリーリレー／第３位 山形市水泳連盟

52 冨坂 優仁 第六小学校 6 ２０１８山形県ジュニアサッカー大会（Ｕ１２）／第１位 山形市サッカー協会

53 本間 満 第六小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／2位 山形地区バレーボール協会

54 渡邉 愛理 第六小学校 6 第４５回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会 山形市水泳連盟



55 武田 日向護 第七小学校 1 第２０回全東北新人空手道選手権大会／第１位 大会会⾧賞受賞 第七小学校

56 黒沢 流空 第七小学校 2 第１９回全国小学生ABCバドミントン大会山形県予選会／第１位 第七小学校

57 金子 明日翔 第七小学校 3 第３３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／第２位 山形地区バレーボール連盟

58 近藤 夏気 第七小学校 4
２０１８東北ジュニア空手挙法選手権大会（ジャパンアスリートカップ選抜大会）／男子小学４年生 軽量級
優勝

第七小学校

59 齋藤 陽太 第七小学校 4
山形県小学生バドミントン学年別選手権大会／４年以下ダブルス優勝
第２１回山形県小学生チーム対抗バドミントン大会 兼 第34回若葉カップ全国小学生バドミントン大会/１
位

第七小学校
ふじかげバドミントンスポーツ少
年団

60 原谷 脩雅 第七小学校 4 第３３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／第２位 山形地区バレーボール連盟

61 早坂 草汰 第七小学校 5
２０１８JA全農杯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
２０１８第３回山形信用金庫協会杯U-11山形県大会／第３位

山形市サッカー協会

62 山川 恵美 第七小学校 5 第２２回山形県小学生バドミントン学年別選手権大会 5年生以下女子シングルス/1位
ふじかげバドミントンスポーツ少
年団

63 遠藤 夏那 第七小学校 6 第４回東北フライトエアロビック 選手権大会 小学校５・６年生／第３位 山形市エアロビック協会

64 大江 翔大 第七小学校 6

第１８回全日本少年少女空手道選手権大会山形県予選会／第２位
第２８回山形県ジュニア選抜選手権大会／第２位
第２６回山形県少年少女スポーツ交流大会 5・6年生個人形 3位
第２９回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学6年生男子形 2位

第七小学校
山形市空手道連盟

65 古沢 くらら 第七小学校 6
山形県ジュニア新体操選手権大会 クラブ団体／第２位
山形県ジュニア新体操選手権大会 個人総合Bクラス／

山形市体操協会

66 山川 翔 第七小学校 第２１回山形県小学生チーム対抗バドミントン大会 兼 第34回若葉カップ全国小学生バドミントン大会/1位
ふじかげバドミントンスポーツ少
年団

67 庄司 裕飛 第八小学校 5 第４１回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技東北予選会／第１位 山形市水泳連盟

68 國松 由依 第八小学校 6 第４３回山形県選抜学童水泳記録会 小学５・６年女子５０ｍ平泳ぎ／第３位
第八小学校
山形市水泳連盟

69 清水 菜那 第八小学校 6 第13回蔵王坊平全国ジュニア駅伝競走大会 兼 第21回山形県ジュニア駅伝競走大会 第2区 第1位 第八小学校

70 袖山 玲桜 第八小学校 6 JFA第４２回全日本U-12サッカー選手権大会 山形県大会／第２位 山形市サッカー協会

71 高木 聖 第八小学校 6 第３１回山形県ジュニアトランポリン競技選手権大会 小学生高学年女子クラス／第１位 山形市トランポリン協会

72 池田 杏那 第九小学校 1 山形県ジュニア新体操選手権大会 個人総合Sクラス／第３位 山形市体操協会

73 神野 楓河 第九小学校 1 第２５回東北スポーツチャンバラ選手権大会小学１年から２年生基本動作の部／第２位 山形市スポーツチャンバラ協会

74 樋口 青那 第九小学校 3 第10回全日本空手道選手権大会 型の部 小学3年/3位 総合空手道 神武館

75 斎藤 宗一郎 第九小学校 4 第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 男子の部／第２位 山形地区バレーボール連盟

76 福田 葉劉 第九小学校 4
小嶋佐藤杯山形県小学生学年別大会／第１位（４年）
平成３０年度スポーツ交流大会／第１位（４年）
全国小学生山形県最終選考会／第１位（４年）

山形地区ソフトテニス連盟

77 加藤 拓矢 第九小学校 5
２０１８JA全農杯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
２０１８第３回山形信用金庫協会杯U-11山形県大会／第３位

山形市サッカー協会

78 神野 晃成 第九小学校 5 第２５回東北スポーツチャンバラ選手権大会小学５年から６年生小太刀の部／第２位 山形市スポーツチャンバラ協会

79 高橋 琉玖斗 第九小学校 5 第１０回全日本空手道選手権大会 型の部/1位 総合空手道 神武館

80 池田 樹里 第九小学校 6
第４３回山形県選抜学童水泳記録会 小学５・６年女子１００ｍ自由形／第３位
第１５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５・６女子）／第１位
タップリングリレー（小６以上女子）第１位

山形市水泳連盟
山形市ライフセービングクラブ

81 金山 大心 第九小学校 6
第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 男子の部／第２位
第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／3位

山形地区バレーボール連盟

82 斉藤 愛梨 第九小学校 6 東北フライト選手権大会 小学校５・６年生／第１位 山形市エアロビック協会

83 廣瀬 流我 第九小学校 6 山形県少年少女スポーツ交流大会柔道競技／優勝 柔道スポーツ少年団大道館

84 福田 乃慧 第九小学校 6 山形県ジュニア新体操選手権大会 クラブ団体／第１位 山形市体操協会

85 三浦 遙華 第九小学校 6 第１５回全日本ジュニア・ライフセービング競技会 タップリングリレー（小６以下女子）／第１位 市ライフセービングクラブ

86 水野 玲那 第九小学校 6 第４３回山形県選抜学童水泳記録会 小学５・６年女子１００ｍ平泳ぎ／第３位 山形市水泳連盟

87 横山 祐翔 第九小学校 6 第４３回山形県選抜学童水泳記録会 小学５・６年男子５０ｍ平泳ぎ／第３位 山形市水泳連盟

88 木嶋 愛莉 第十小学校 1 第４１回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技東北予選会／第１位 山形市水泳連盟

89 佐藤 芽生 第十小学校 2 第４１回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技東北予選会／第１位 山形市水泳連盟

90 鈴木 凌真 第十小学校 2 第２９回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学２年 男子組手／第３位 山形市空手道連盟

91 小貫山 碧羽 第十小学校 3 第３３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／第２位 地区バレーボール連盟

92 木嶋 翔琉 第十小学校 3 第４１回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技東北予選会／第１位 山形市水泳連盟

93 岡村 ひなた 第十小学校 4 第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 女子の部／第２位 山形地区バレーボール連盟

94 木嶋 暖和 第十小学校 4
小嶋佐藤杯山形県学年別大会／第３位（４年）
全国小学生山形県最終選考会／第３位（４年）

山形地区ソフトテニス連盟

95 今野 湊 第十小学校 4 山形県少年少女スポーツ交流大会柔道競技／優勝 柔道スポーツ少年団大道館

96 原 瑞稀 第十小学校 4 第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 女子の部／第２位 山形地区バレーボール連盟

97 遠藤 雅也 第十小学校 5 「べにばな国体」記念第２６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／第２位 山形市柔道連盟

98 安達 滉太朗 第十小学校 6

第３６回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学６年 男子組手／第１位
山形県少年少女スポーツ交流大会 小学６年 男子組手／第１位
第２９回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学６年 男子形／第３位
第２９回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学６年 男子組手／第１位
第３６回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学５・６年 男子団体組手／第１位

山形市空手道連盟

99 奥山 賢吾 第十小学校 6 ２０１８山形県ジュニアサッカー大会（Ｕ１２）／第１位 山形市サッカー協会

100 佐藤 祐星 第十小学校 6 第４１回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技東北予選会／第１位 山形市水泳連盟

101 ⾧瀬 和大 第十小学校 6 ２０１８山形県ジュニアサッカー大会（Ｕ１２）／第１位 山形市サッカー協会

102 木嶋 悠翔 第十小学校 6 第４１回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技東北予選会／第１位 山形市水泳連盟

103 小林 羽音 南小学校 4 第３３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／第１位 山形地区バレーボール協会

104 大井 ももこ 南小学校 5 第３３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／第１位 山形地区バレーボール協会

105 佐藤 百華 南小学校 5 第３３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／第１位 山形地区バレーボール協会

106 高橋 真央 南小学校 5 第３３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／第１位 山形地区バレーボール協会

107 武田 翔華 南小学校 5
第３３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／第１位
第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／2位

山形地区バレーボール協会

108 樋渡 愛香梨 南小学校 5 第３３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／第１位 山形地区バレーボール協会

109 三橋 花笑 南小学校 5
スポーツエアロビック２０１８宮城オープン ジュニアトリオ部門／ 第１位
東北フライト選手権大会 ５・６年生部門 ／ 第２位

山形市エアロビック協会

110 渡辺 愛佳 南小学校 5 第３３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／第１位 山形地区バレーボール協会

111 阿部 文音 南小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／2位 山形地区バレーボール協会

112 鑓水 澪星 南小学校 6 ２０１８山形県ジュニアサッカー大会（Ｕ１２）／第１位 山形市サッカー協会

113 菅野 類 西小学校 1 第２５回東北スポーツチャンバラ選手権大会小学生１年から２年生小太刀の部／第２位 山形市スポーツチャンバラ協会



114 星川 真之介 西小学校 1

第36回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学1年生男子形／第3位
第36回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学1年生男子組手／第３位
第29回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学1年生男子形／第3位
第29回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学1年生男子組手／第2位

山形市空手道連盟

115 伊藤 吏咲 西小学校 3 全国小学生ソフトテニス大会山形県予選／第３位（４年） 山形地区ソフトテニス連盟

116 星川 こころ 西小学校 3 第36回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学3年生女子組手 3位 山形市空手道連盟

117 小山 真広 西小学校 5
第３６回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学５年 男子組手／第２位
第３６回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学５・６年 男子団体組手／第１位

山形市空手道連盟

118 星 昴輝 西小学校 5
２０１８JA全農杯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
２０１８第３回山形信用金庫協会杯U-11山形県大会／第３位

山形市サッカー協会

119 村山 太一 西小学校 5 第３３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／第２位 山形地区バレーボール連盟

120 大津 慶士 西小学校 6 第４１回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技東北予選会／第１位 山形市水泳連盟

121 ⾧谷川 和海 西小学校 6 山形県小学生ソフトテニス選手権／第３位
山形地区ソフトテニス連盟
西小学校

122 村田 明士 西小学校 6 ２０１８山形県ジュニアサッカー大会（Ｕ１２）／第１位 山形市サッカー協会

123 大沼 汰月 東小学校 2 第３３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／第１位 山形地区バレーボール協会

124 後藤 大輝 東小学校 2 第３３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／第１位 山形地区バレーボール協会

125 佐藤 知康 東小学校 2 第３３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／第１位 山形地区バレーボール協会

126 福士 和真 東小学校 2 第３３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／第１位 山形地区バレーボール協会

127 渡部 李々菜 東小学校 2 第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 女子の部／第１位 山形地区バレーボール協会

128 遠藤 郁実 東小学校 3 第３７回山形県少年柔道大会／第１位 山形市柔道連盟

129 横山 明香里 東小学校 3
第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 女子の部／第１位
第１６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／第２位

山形地区バレーボール協会

130 渡部 煌瑛 東小学校 3 第３３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／第１位 山形地区バレーボール協会

131 後藤 遥希 東小学校 4 第３３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／第１位 山形地区バレーボール協会

132 佐藤 悠大 東小学校 4 第３３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／第１位 山形地区バレーボール協会

133 松田 太陽 東小学校 4 山形県少年少女スポーツ交流大会Ａブロック／第３位     第３７回山形県少年柔道大会／第１位 山形市柔道連盟

134 沓澤 真那斗 東小学校 5
２０１８JA全農杯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
２０１８第３回山形信用金庫協会杯U-11山形県大会／第３位

山形市サッカー協会

135 佐藤 純大 東小学校 5
第３３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／第１位
第９回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／1位

山形地区バレーボール協会

136 髙山 空慈 東小学校 5
２０１８JA全農杯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
２０１８第３回山形信用金庫協会杯U-11山形県大会／第３位

山形市サッカー協会

137 松本 晟吾 東小学校 5 第３３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／第１位 山形地区バレーボール協会

138 赤塚 紗夕 東小学校 6
第７１回山形県陸上競技選手権大会における小学生招待リレー／第２位
日清食品カップ 第３４回山形県小学生陸上競技大会兼第３４回全国小学生陸上競技交流大会山形県予選会／

東小学校

139 荒井 麻琴 東小学校 6
第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／3位
第１６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／第２位

山形地区バレーボール協会

140 五十嵐 友菜 東小学校 6
第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 女子の部／第１位
第１６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／第２位
第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／3位

山形地区バレーボール連盟

141 池野 琴音 東小学校 6

第７１回山形県陸上競技選手権大会における小学生招待リレー／第２位
日清食品カップ 第３４回山形県小学生陸上競技大会兼第３４回全国小学生陸上競技交流大会山形県予選会／
第３位
第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 女子の部／第１位
第１６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／第２位

東小学校
山形地区バレーボール連盟

142 石沢 蓮 東小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／1位 山形地区バレーボール協会

143 今野 瑠菜 東小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／1位 山形地区バレーボール協会

144 及川 航太郎 東小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／1位 山形地区バレーボール協会

145 大瀧 愛來 東小学校 6
第７１回山形県陸上競技選手権大会における小学生招待リレー／第２位
日清食品カップ 第３４回山形県小学生陸上競技大会兼第３４回全国小学生陸上競技交流大会山形県予選会／

東小学校

146 後藤 和稀 東小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／1位 山形地区バレーボール協会

147 今野 瑠菜 東小学校 6
第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 女子の部／第１位
第１６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／第２位

山形地区バレーボール協会

148 千葉 光希 東小学校 6
第７１回山形県陸上競技選手権大会における小学生招待リレー／第２位
日清食品カップ 第３４回山形県小学生陸上競技大会兼第３４回全国小学生陸上競技交流大会山形県予選会／

東小学校

149 東海林 悠太 東小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／1位 山形地区バレーボール協会

150 ⾧岡 千優 東小学校 6
第１６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／第２位
第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 女子の部／第１位
第９回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／3位

山形地区バレーボール協会

151 深瀬 稟央 東小学校 6
第７１回山形県陸上競技選手権大会における小学生招待リレー／第２位
日清食品カップ 第３４回山形県小学生陸上競技大会兼第３４回全国小学生陸上競技交流大会山形県予選会／

東小学校

152 横山 凛 東小学校 6
第９回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／1位
第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 女子の部／第１位
第１６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／第２位

山形地区バレーボール協会

153 中鉢 彩水 鈴川小学校 1 第29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 3位 山形市空手道連盟

154 伊藤 希歩 鈴川小学校 3
第36回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学3年生女子組手 2位
第29回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学3年生女子組手 2位

山形市空手道連盟

155 佐々木 善太郎 鈴川小学校 3 第３７回山形県少年柔道大会／第１位 山形市柔道連盟

156 中川 琥太郎 鈴川小学校 3 第３７回山形県少年柔道大会／第１位 山形市柔道連盟

157 鈴木 らら 鈴川小学校 4
山形県ジュニア新体操選手権大会 個人総合Aクラス／第１位
東北ジュニア新体操選手権大会 個人総合Aクラス／第１位

山形市体操協会

158 黒田 紗良 鈴川小学校 5 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／1位 山形地区バレーボール協会

159 小林 乃彩 鈴川小学校 5 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／3位 山形地区バレーボール協会

160 須賀 美汎 鈴川小学校 5 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／3位 山形地区バレーボール協会

161 関 彩奈 鈴川小学校 5 第４３回山形県選抜学童水泳記録会 小学５・６年女子５０ｍ背泳ぎ／第２位
山形市水泳連盟
鈴川小学校

162 関口 陽乃 鈴川小学校 5 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／1位 山形地区バレーボール協会

163 武田 和夏 鈴川小学校 5
２０１８JA全農杯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
２０１８第３回山形信用金庫協会杯U-11山形県大会／第３位

山形市サッカー協会

164 永井 大義 鈴川小学校 5
２０１８JA全農杯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
２０１８第３回山形信用金庫協会杯U-11山形県大会／第３位

山形市サッカー協会

165 荒井 光稀 鈴川小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／1位 山形地区バレーボール協会

166 荒井 日向 鈴川小学校 6 第４３回山形県選抜学童水泳記録会 小学５・６年男子１００ｍ平泳ぎ／第２位
山形市水泳連盟
鈴川小学校



167 井上 龍向 鈴川小学校 6 第４３回山形県選抜学童水泳記録会 小学５・６年男子１００ｍ背泳ぎ／第１位 大会新
山形市水泳連盟
鈴川小学校

168 大場 一冴 鈴川小学校 6 山形県少年少女スポーツ交流大会Ａブロック／第３位 山形市柔道連盟

169 小俣 優希 鈴川小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／1位 山形地区バレーボール協会

170 齋藤 衣吹 鈴川小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／3位 山形地区バレーボール協会

171 高内 龍海愛 鈴川小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／1位 山形地区バレーボール協会

172 武田 陽希 鈴川小学校 6 山形県少年少女スポーツ交流大会Ａブロック／第３位 山形市柔道連盟

173 ⾧澤 拓来 鈴川小学校 6 山形県少年少女スポーツ交流大会Ａブロック／第３位 山形市柔道連盟

174 濱尾 光来 鈴川小学校 6
第１８回山形県少年健全育成柔道大会兼第１５回全国小学生学年別柔道大会県予選大会 男子５年 ４５ｋｇ
級／第３位

山形市柔道連盟

175 原田 盛司 鈴川小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／1位 山形地区バレーボール協会

176 山口 虹汰 鈴川小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／1位 山形地区バレーボール協会

177 安達 彩花 千歳小学校 5
第１４回ＪＯＣジュニアオリンピック宮城オープン ジュニアトリオ部門／ 第１位
スポーツエアロビック２０１８北海道オープン フライト小学校５・６年生部門／ 第１位

山形市エアロビック協会

178 武田 幸駿 千歳小学校 5

山形県少年少女スポーツ交流大会Ａブロック／第３位
第１８回山形県少年健全育成柔道大会兼第１５回全国小学生学年別柔道大会県予選大会 男子５年 ４５ｋｇ
級／第３位
第３７回山形県少年柔道大会／第１位

山形市柔道連盟

179 出口 康生 千歳小学校 5
第１８回山形県少年健全育成柔道大会兼第１５回全国小学生学年別柔道大会県予選大会 男子５年 ４５ｋｇ
超級／第１位
第３７回山形県少年柔道大会／第１位

山形市柔道連盟

180 古瀬 大和 千歳小学校 5
２０１８JA全農杯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
２０１８第３回山形信用金庫協会杯U-11山形県大会／第３位

山形市サッカー協会

181 安部 杏菜 千歳小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／1位 山形地区バレーボール協会

182 五十嵐 璃胡 千歳小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／3位 山形地区バレーボール協会

183 重田 遥 千歳小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／3位 山形地区バレーボール協会

184 鈴木 莉愛 千歳小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／1位 山形地区バレーボール協会

185 多田 侑ノ介 千歳小学校 6 第９回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／1位 山形地区バレーボール協会

186 中野 来飛 千歳小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／1位 山形地区バレーボール協会

187 仁藤 杏麻音 千歳小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／1位 山形地区バレーボール協会

188 鑓水 壮真 千歳小学校 6 JFA第４２回全日本U-12サッカー選手権大会 山形県大会／第２位 山形市サッカー協会

189 渡邉 朔太郎 千歳小学校 6 山形県少年少女スポーツ交流大会柔道競技／優勝 柔道スポーツ少年団大道館

190 阿部 彩花 金井小学校 2
山形県ジュニア新体操選手権大会 個人総合Sクラス／第２位
東北ジュニア新体操選手権大会 個人総合Sクラス／第２位

山形市体操協会

191 小野 心暖 金井小学校 2 平成３０年度山形県選手権大会（バンビの部）シングルス１位 山形市卓球協会

192 伊藤 丈二 金井小学校 4 第４３回山形県選抜学童水泳記録会 小学４年以下男子５０ｍ背泳ぎ／第１位 山形市水泳連盟

193 遠藤 龍 金井小学校 5 JFA第４２回全日本U-12サッカー選手権大会 山形県大会／第２位 山形市サッカー協会

194 小笠原 大騎 金井小学校 5
第２１回山形県小学生チーム対抗バドミントン大会 兼 第34回若葉カップ全国小学生バドミントン大会/１
位

ふじかげバドミントンスポーツ少
年団

195 三沢 大輝 金井小学校 5 ２０１８山形県ジュニアサッカー大会（Ｕ１２）／第１位 山形市サッカー協会

196 宮崎 瑛士 金井小学校 5 第３３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／第２位 山形地区バレーボール連盟

197 渡辺 宏太 金井小学校 5 JFA第４２回全日本U-12サッカー選手権大会 山形県大会／第２位 山形市サッカー協会

198 鈴木 華雪 金井小学校 6 山形県ジュニア新体操選手権大会 クラブ団体／第２位 山形市体操協会

199 川合 叶夢 大郷小学校 5 JFA第４２回全日本U-12サッカー選手権大会 山形県大会／第２位 山形市サッカー協会

200 黒田 陽太 大郷小学校 5
２０１８JA全農杯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
２０１８第３回山形信用金庫協会杯U-11山形県大会／第３位

山形市サッカー協会

201 高橋 里々彩 大郷小学校 5 ＡＬＬ ＮＩＰＰＯＮ クラシックバレエコンペディション プレ部門／第２位 大郷小学校

202 高橋 昊正 大郷小学校 5
東北空手道選手権大会／第１位 ＪＫＪＯ東北地区選抜予選／第１位
ジャパンアスリートカップ東北予選／第１位

大郷小学校

203 川田 悠人 明治小学校 4 山形県少年柔道大会/３位 山形県柔道連盟理事⾧

204 小関 晟史郎 出羽小学校 2 第３１回山形県ジュニアトランポリン競技選手権大会 小学生低学年男子クラス／第２位 山形市トランポリン協会

205 遠藤 光透 出羽小学校 5 山形県少年柔道大会/３位 山形県柔道連盟理事⾧

206 工平 星那 出羽小学校 6 JFA第４２回全日本U-12サッカー選手権大会 山形県大会／第２位 山形市サッカー協会

207 伊澤 ひなた 楯山小学校 4
スポーツエアロビック２０１８宮城オープン ジュニアトリオ部門／ 第１位
東北フライト選手権大会 ４年生以下の部 ／ 第２位

山形市エアロビック協会

208 穂積 樹 楯山小学校 5
第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 男子の部／第２位
第９回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／3位

山形地区バレーボール連盟

209 安孫子 世那 楯山小学校 6 JFA第４２回全日本U-12サッカー選手権大会 山形県大会／第２位 山形市サッカー協会

210 黒木 秀晟 楯山小学校 6 JFA第４２回全日本U-12サッカー選手権大会 山形県大会／第２位 山形市サッカー協会

211 大沢 杏寿 高瀬小学校 5 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／3位 山形地区バレーボール協会

212 松田 征也 山寺小学校 4 第４３回山形県選抜学童水泳記録会 小学４年以下男子５０ｍ自由形／第３位
山形市水泳連盟
山形市立山寺小学校

213 遠藤 駿斗 山寺小学校 6 第４３回山形県選抜学童水泳記録会 小学５・６年男子５０ｍ自由形／第３位
山形市水泳連盟
山形市立山寺小学校

214 江口 アンジュ 東沢小学校 1 第４１回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技東北予選会／第１位 山形市水泳連盟

215 江口 セイラ 東沢小学校 5
第４１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 Ｃ区分（中学女子の
部）／第１位
第４１回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技東北予選会／第１位

山形市水泳連盟

216 西山 心海 東沢小学校 6
小嶋佐藤杯山形県小学生学年別大会／第３位（６年）
平成３０年度スポーツ交流大会／第１位（６年）
山形県小学生インドアソフトテニス大会／第１位

山形地区ソフトテニス連盟

217 田宮 明 滝山小学校 2 第１０回全日本空手道選手権大会 型の部 小学2年/2位 総合空手道 神武館

218 鈴木 郁 滝山小学校 3
第３３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／第１位
第１６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／第３位

山形地区バレーボール連盟

219 佐藤 輝人 滝山小学校 5
第36回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学5年生男子形 3位
第29回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学5年生男子形 3位

山形市空手道連盟

220 佐藤 叶 滝山小学校 5
第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／2位
第３３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／第１位
第１６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／第３位

山形地区バレーボール協会

221 佐藤 優愛 滝山小学校 5 山形県ジュニア新体操選手権大会 クラブ団体／第２位 山形市体操協会

222 田宮 いこい 滝山小学校 5
第１０回全日本空手道選手権大会 型の部 /1位
第１０回全日本空手道選手権大会 型の部 小学５年女子/1位

総合空手道 神武館

223 松橋 憲佑 滝山小学校 5
山形県少年少女スポーツ交流大会 小学５年 男子組手／第２位
第２９回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学５年 男子組手／第２位

山形市空手道連盟



224 秋場 杏 滝山小学校 6
第１６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／第３位
第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／2位

山形地区バレーボール協会

225 市川 秀貴 滝山小学校 6 「べにばな国体」記念第２６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／第２位 山形市柔道連盟

226 稲田 英太 滝山小学校 6 ２０１８山形県ジュニアサッカー大会（Ｕ１２）／第１位 山形市サッカー協会

227 大泉 瞬 滝山小学校 6 JFA第４２回全日本U-12サッカー選手権大会 山形県大会／第２位 山形市サッカー協会

228 奥山 いろは 滝山小学校 6 第１６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／第３位 山形地区バレーボール連盟

229 佐藤 杏樹 滝山小学校 6
第１６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／第３位
第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／2位

山形地区バレーボール連盟

230 佐藤 暖 滝山小学校 6 JFA第４２回全日本U-12サッカー選手権大会 山形県大会／第２位 山形市サッカー協会

231 ⾧岡 茉奈美 滝山小学校 6
第１６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／第３位
第９回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／2位

山形地区バレーボール連盟

232 原田 依奈 滝山小学校 6
第１６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／第３位
第９回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／2位

山形地区バレーボール連盟

233 福田 憂星 滝山小学校 6 「べにばな国体」記念第２６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／第２位 山形市柔道連盟

234 松田 琉衣 滝山小学校 6
第１６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／第３位
第９回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／2位

山形地区バレーボール連盟

235 齋藤 空莉 桜田小学校 4 山形県ジュニア新体操選手権大会 個人総合Aクラス／第３位 山形市体操協会

236 齋藤 風雅 桜田小学校 5 第４３回山形県選抜学童水泳記録会 小学５・６年男子５０ｍバタフライ／第３位 山形市水泳連盟

237 髙内 麻衣 桜田小学校 6 第４３回山形県選抜学童水泳記録会 小学５・６年女子５０ｍ自由形／第２位 山形市水泳連盟

238 最上 理心 桜田小学校 6
山形県ジュニア新体操選手権大会 クラブ団体／第２位
山形県ジュニア新体操選手権大会 個人総合Bクラス／第３位

山形市体操協会

239 安食 錬 南沼原小学校 2 第３１回山形県ジュニアトランポリン競技選手権大会 小学生低学年男子クラス／第２位 山形市トランポリン協会

240 石沢 康太 南沼原小学校 2
第２１回山形県小学生チーム対抗バドミントン大会 兼 第34回若葉カップ全国小学生バドミントン大会/１
位

ふじかげバドミントンスポーツ少
年団

241 山崎 翔真 南沼原小学校 2 第36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

242 渋谷 圭佑 南沼原小学校 3
第２１回山形県小学生チーム対抗バドミントン大会 兼 第34回若葉カップ全国小学生バドミントン大会/１
位

ふじかげバドミントンスポーツ少
年団

243 高橋 佳奏 南沼原小学校 3 山形県ジュニア新体操選手権大会 個人総合Aクラス／第２位 山形市体操協会

244 武田 拓己 南沼原小学校 4
第３６回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学４年 男子組手／第２位
第２９回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学４年 男子組手／第３位
第３６回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学３・４年 男子団体組手／第１位

山形市空手道連盟

245 石沢 太一 南沼原小学校 5
第２１回山形県小学生チーム対抗バドミントン大会 兼 第34回若葉カップ全国小学生バドミントン大会/１
位

ふじかげバドミントンスポーツ少
年団

246 大類 桂汰 南沼原小学校 5
第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 男子の部／第２位
第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／3位

山形地区バレーボール協会

247 鈴木 拓真 南沼原小学校 5
第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 男子の部／第２位
第９回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／3位

山形地区バレーボール協会

248 平 蒼輔 南沼原小学校 5
２０１８JA全農杯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
２０１８第３回山形信用金庫協会杯U-11山形県大会／第３位

山形市サッカー協会

249 平 絢蔵 南沼原小学校 5
２０１８JA全農杯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
２０１８第３回山形信用金庫協会杯U-11山形県大会／第３位

山形市サッカー協会

250 樋口 由都 南沼原小学校 5
２０１８JA全農杯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
２０１８第３回山形信用金庫協会杯U-11山形県大会／第３位

山形市サッカー協会

251 山崎 優真 南沼原小学校 5
第26回山形県少年少女スポーツ交流大会 5年生男子組手 3位
第29回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学5年生男子組手 3位
第36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 3位

山形市空手道連盟

252 秋葉 愛歌 南沼原小学校 6
小嶋佐藤杯山形県小学生学年別大会／第３位（６年）
平成３０年度スポーツ交流大会／第３位（６年）

山形地区ソフトテニス連盟

253 軽部 皓太 南沼原小学校 6 ２０１８山形県ジュニアサッカー大会（Ｕ１２）／第１位 山形市サッカー協会

254 渋谷 将呉 南沼原小学校 6 第２１回山形県小学生チーム対抗バドミントン大会 兼 第34回若葉カップ全国小学生バドミントン大会/1位
ふじかげバドミントンスポーツ少
年団

255 島貫 瑶椛 南沼原小学校 6 第４３回山形県選抜学童水泳記録会 小学５・６年女子２００ｍ個人メドレー／第１位 山形市水泳連盟

256 三澤 幹大 南沼原小学校 6 ２０１８山形県ジュニアサッカー大会（Ｕ１２）／第１位 山形市サッカー協会

257 山崎 裕生 南沼原小学校 6

小嶋佐藤杯山形県小学生学年別大会／第１位（６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（６年）
平成３０年度スポーツ交流大会／第１位（６年）
山形県小学生インドアソフトテニス大会／第１位

山形地区ソフトテニス連盟

258 横山 笑愛 南沼原小学校 6 ２０１８山形県ジュニアサッカー大会（Ｕ１２）／第１位 山形市サッカー協会

259 土屋 祐駿 宮浦小学校 5
山形県少年少女スポーツ交流大会柔道競技／優勝
全国小学生学年別柔道大会県予選大会山形県少年健全育成柔道大会 男子５年 ４５ｋｇ級／優勝

柔道スポーツ少年団大道館

260 岩田 奈々実 宮浦小学校 6 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／3位 山形地区バレーボール協会

261 岡崎 隼人 蔵王第一小学校 6 「べにばな国体」記念第２６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／第２位 山形市柔道連盟

262 角田 一樹 蔵王第一小学校 6 「べにばな国体」記念第２６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／第２位 山形市柔道連盟

263 金子 一馬 蔵王第一小学校 6 山形県少年少女スポーツ交流大会柔道競技／優勝 柔道スポーツ少年団大道館

264 鈴木 遼太 蔵王第一小学校 6 第４３回山形県選抜学童水泳記録会 小学５・６年男子１００ｍ背泳ぎ／第２位
山形市水泳連盟
山形市立蔵王第一小学校

265 寺島 香凜 蔵王第一小学校 6 第４３回山形県選抜学童水泳記録会 小学５・６年女子５０ｍ平泳ぎ／第２位
山形市水泳連盟
山形市立蔵王第一小学校

266 三澤 大空 蔵王第一小学校 6 「べにばな国体」記念第２６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／第２位 山形市柔道連盟

267 山中 大輔 蔵王第一小学校 6 第２５回東北スポーツチャンバラ選手権大会基本動作 小太刀 ⾧剣の部／第１位 山形市スポーツチャンバラ協会

268 石沢 虹晴 南山形小学校 1
第３６回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学１年 男子組手／第３位
第２９回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学１年 男子組手／第３位

山形市空手道連盟

269 会田 玲愛 南山形小学校 3 全国小学生ソフトテニス大会山形県予選／第３位（４年） 山形地区ソフトテニス連盟

270 会田 璃乃 南山形小学校 6 山形県小学生ソフトテニス選手権／第３位 山形地区ソフトテニス連盟

271 草苅 瑠音 南山形小学校 6

第３６回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学６年 男子組手／第３位
山形県少年少女スポーツ交流大会 小学６年 男子組手／第２位
第２９回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学６年 男子組手／第２位
第３６回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学５・６年 男子団体組手／第１位

山形市空手道連盟

272 佐藤 大清 南山形小学校 6
日清食品カップ第３４回山形県小学生陸上競技大会 兼 第３４回全国小学生陸上競技交流大会山形県予選会
男子ジャベリックボール投げ／第３位

南山形小学校

273 鈴木 真海 南山形小学校 6

第36回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学6年生女子組手 2位
第26回山形県少年少女スポーツ交流大会 5・6年生女子組手 2位
第29回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学6年生女子組手 2位
第18回全日本少年少女空手道選手権大会 6年生女子組手 3位

山形市空手道連盟

274 高橋 七海 南山形小学校 6
日清食品カップ第３４回山形県小学生陸上競技大会 兼 第３４回全国小学生陸上競技交流大会山形県予選会
女子８００ｍ／第３位

南山形小学校



275 半田 朱 南山形小学校 6
日清食品カップ第３４回山形県小学生陸上競技大会 兼 第３４回全国小学生陸上競技交流大会山形県予選会
女子ジャベリックボール投げ／優勝

南山形小学校

276 青柳 あかり みはらしの丘小学校 1 第３６回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学１年 女子形／第３位 山形市空手道連盟

277 後藤 佳緯 みはらしの丘小学校 1

第３６回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学１年 男子組手／第１位
第３６回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学１年 男子形／第１位
第２９回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学１年 男子組手／第１位
第２９回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学１年 男子形／第１位

山形市空手道連盟

278 後藤 永樹 みはらしの丘小学校 3

第３６回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学３年 男子組手／第１位
山形県少年少女スポーツ交流大会 小学３年 男子組手／第２位
第２９回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学３年 男子組手／第１位
第３６回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学３・４年 男子団体組手／第１位

山形市空手道連盟

279 川上 千苺 みはらしの丘小学校 5
第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／3位
第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 女子の部／第２位

山形地区バレーボール協会

280 大宮 湧心 みはらしの丘小学校 6 JFA第４２回全日本U-12サッカー選手権大会 山形県大会／第２位 山形市サッカー協会

281 佐藤 雄大 西山形小学校 6
第３８回全日本バレーボール小学生大会山形県大会 男子の部／第２位
第９回山形県小学生バレーボールクラブ大会 男子の部／3位

山形地区バレーボール連盟

282 神保 夏帆 村木沢小学校 4

第36回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学4年生女子組手 1位
第26回山形県少年少女スポーツ交流大会 3・4年生女子組手 1位
第29回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学4年生女子形 2位
第29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 1位

山形市空手道連盟

283 神保 那智 村木沢小学校 6
第36回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学6年生女子組手 1位
第26回山形県少年少女スポーツ交流大会 5・6年生女子組手 1位
第29回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学6年生女子組手 1位

山形市空手道連盟

284 渡邊 歩 大曽根小学校 1 第1回山形県キックボクシング選手権大会 第3位 大曽根小学校

285 椎名 永空 山形大学附属小学校 3 JFA第４２回全日本U-12サッカー選手権大会 山形県大会／第２位 山形市サッカー協会

286 石塚 恵太 山形大学附属小学校 4

山形県少年少女スポーツ交流大会 小学１年 男子組手／第１位
第２９回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会 小学４年 男子組手／第２位
第３６回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学４年 男子組手／第３位
第３６回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学３・４年 男子団体組手／第１位

山形市空手道連盟

287 奥山 煌大 山形大学附属小学校 4 第３６回山形県ジュニア空手道選手権大会 小学４年 男子組手／第１位 山形市空手道連盟

288 永井 樹 山形大学付属小学校 4
第10回全日本空手道選手権大会 型の部 第10回全日本空手道選手権大会 組手の部 小学４年男子 小学４
年男子34㎏未満/1位
第１０回全日本空手道選手権大会 型の部/1位

総合空手道 神武館

289 今野 絹亜 山形大学付属小学校 5 平成３０年度山形県ホープス大会（女子シングルス）シングルス３位 山形市卓球協会

290
マクドナル
ドニッキ―

花恋 山形大学付属小学校 5 第9回山形県小学生バレーボールクラブ大会 女子の部／3位 山形地区バレーボール協会

291 太田 理一郎 山形大学附属小学校 6 ２０１８山形県ジュニアサッカー大会（Ｕ１２）／第１位 山形市サッカー協会

292 奥山 璃子 山形大学附属小学校 6 山形県ジュニア新体操選手権大会 クラブ団体／第１位 山形市体操協会

293 工藤 陽嘉 山形大学附属小学校 6 ２０１８山形県ジュニアサッカー大会（Ｕ１２）／第１位 山形市サッカー協会

294 今野 聡一朗 山形大学附属小学校 6 ２０１８山形県ジュニアサッカー大会（Ｕ１２）／第１位 山形市サッカー協会

295 齋藤 恭祐 山形大学付属小学校 6 第４３回山形県選抜学童水泳記録会 小学５・６年男子１００ｍ平泳ぎ／第３位
山形市水泳連盟
山形大学附属小学校

296 東海林 央 山形大学附属小学校 6 ２０１８山形県ジュニアサッカー大会（Ｕ１２）／第１位 山形市サッカー協会

297 園部 陽一郎 山形大学附属小学校 6 ２０１８山形県ジュニアサッカー大会（Ｕ１２）／第１位 山形市サッカー協会



NO. 氏 名 所属（学校） 学年 大会名／成績 推薦団体

1 石井 真渡 第一中学校 3 第３４回東北中学校男子駅伝競走大会／第３位 第一中学校

2 岡崎 公洋 第一中学校 1 第３４回東北中学校男子駅伝競走大会／第１０位 第一中学校

3 今野 柚稀 第一中学校 2 第３４回東北中学校男子駅伝競走大会／第６位 第一中学校

4 高見 泰杜 第一中学校 2 第３４回東北中学校男子駅伝競走大会／第８位 第一中学校

5 高谷 寛己 第一中学校 2 第３４回東北中学校男子駅伝競走大会／第７位 第一中学校

6 武田 咲来 第一中学校 2
第４１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 Ｃ区分（中学女子の
部）／第１位

山形市水泳連盟

7 戸田 夏輝 第一中学校 2 第３４回東北中学校男子駅伝競走大会／第５位 第一中学校

8 豊泉 寛旭 第一中学校 3
第４１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（中学男子の部）
／第３位
第４１回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技東北予選会／第３位

山形市水泳連盟

9 ⾧澤 遼 第一中学校 2 第３４回東北中学校男子駅伝競走大会／第９位 第一中学校

10 細谷 建斗 第一中学校 3
第３４回東北中学校男子駅伝競走大会／第２位
平成３０年度東北中学校体育大会 第３９回東北中学校陸上競技大会 男子中学共通３０００ｍ／第２位

第一中学校

11 渡部 良 第一中学校 2 第３４回東北中学校男子駅伝競走大会／第４位 第一中学校

12 高橋 遼平 第二中学校 1
第４１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（中学男子の部）
／第３位
第４１回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技東北予選会／第３位

山形市水泳連盟

13 寺岡 亜咲実 第二中学校 2
スズキジャパンカップ東北地区大会 ユース１女子シングル部門／第３位
東北フライトエアロビック選手権大会 ユースフライト中学生の部／第３位

山形市エアロビック協会

14 會田 広海 第三中学校 3 平成３０年度東北中学校体育大会 第４８回東北中学校バスケットボール大会／第１位 第三中学校

15 秋葉 泰輝 第三中学校 3 平成３０年度東北中学校体育大会 第４８回東北中学校バスケットボール大会／第１位 第三中学校

16 安孫子 楓也 第三中学校 3 平成３０年度東北中学校体育大会 第４８回東北中学校バスケットボール大会／第１位 第三中学校

17 阿部 里音 第三中学校 3 平成３０年度東北中学校体育大会 第４８回東北中学校バスケットボール大会／第１位 第三中学校

18 飯澤 舜 第三中学校 1 平成３０年度東北中学校体育大会 第４８回東北中学校バスケットボール大会／第１位 第三中学校

19 飯澤 蓮 第三中学校 3 平成３０年度東北中学校体育大会 第４８回東北中学校バスケットボール大会／第１位 第三中学校

20 円谷 日向 第三中学校 1 平成３０年度東北中学校体育大会 第４８回東北中学校バスケットボール大会／第１位 第三中学校

21 加川 千尋 第三中学校 3 平成３０年度東北中学校体育大会 第４８回東北中学校バスケットボール大会／第１位 第三中学校

22 片山 航輔 第三中学校 3 平成３０年度東北中学校体育大会 第４８回東北中学校バスケットボール大会／第１位 第三中学校

23 川内 竜一 第三中学校 2 平成３０年度東北中学校体育大会 第４８回東北中学校バスケットボール大会／第１位 第三中学校

24 工藤 翔舞 第三中学校 3 平成３０年度東北中学校体育大会 第４８回東北中学校バスケットボール大会／第１位 第三中学校

25 佐藤 理貴 第三中学校 3 平成３０年度東北中学校体育大会 第４８回東北中学校バスケットボール大会／第１位 第三中学校

26 白澤 朗 第三中学校 3 平成３０年度東北中学校体育大会 第４８回東北中学校バスケットボール大会／第１位 第三中学校

27 田中 稜輔 第三中学校 2 平成３０年度東北中学校体育大会 第４８回東北中学校バスケットボール大会／第１位 第三中学校

28 吉田 法登 第三中学校 3 平成３０年度東北中学校体育大会 第４８回東北中学校バスケットボール大会／第１位 第三中学校

29 秋野 竜輝 第四中学校 1 第20回東北中学生空手道選手権大会 男子個人組手1年生の部 2位 山形市空手道連盟

30 阿部 祐太 第四中学校 2
第４１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（中学男子の部）
／第３位
第４１回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技東北予選会／第３位

山形市水泳連盟

31 荒井 りさ子 第四中学校 2 第20回東北中学生空手道選手権大会 女子個人組手2年生の部 2位 山形市空手道連盟

32 粟野 元太 第四中学校 東北少年少女交流大会/3位 山形県柔道連盟

33 池野 未優 第四中学校 東北少年柔道大会（中学生女子の部）/2位 山形県柔道連盟

34 奥山 陽菜 第四中学校 1 第４回東北フライトエアロビック選手権大会 中学生の部 第２位 山形市エアロビック協会

35 小林 謙吾 第四中学校 東北少年柔道大会（中学生男子の部）/2位 山形県柔道連盟

36 小林 健琉 第四中学校 東北少年少女交流大会/3位 山形県柔道連盟

37 小林 莉乃 第四中学校 3 スズキジャパンカップ東北地区大会 ２０１８東北地区大会 山形市エアロビック協会

38 笹沼 伸太郎 第四中学校 東北少年少女交流大会/3位 山形県柔道連盟

39 庄司 陸吾 第四中学校 東北少年柔道大会（中学生男子の部）/2位 山形県柔道連盟

40 高橋 洋多 第四中学校 1
第４１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（中学男子の部）
／第３位
第４１回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技東北予選会／第３位

山形市水泳連盟

41 原田 流似 第四中学校 東北少年柔道大会（中学生男子の部）/2位 山形県柔道連盟

42 松田 紘 第四中学校 東北少年柔道大会（中学生男子の部）/2位 山形県柔道連盟

43 玉虫 凜 第五中学校 3
第１０回全日本空手道選手権大会 型の部/2位
第１０回全日本空手道選手権大会 型の部中学女子/2位

総合空手道 神武館

44 ⾧岡 愛海 第五中学校 1
第４１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 １１～１２歳 女子５０ｍ背泳ぎ／３位、
１００ｍ背泳ぎ／３位
平成３０年度東北中学校体育大会 女子 １００ｍ背泳ぎ／２位

第五中学校
山形市水泳連盟

45 秋葉 琉磨 第六中学校 3 第４８回東北中学校バレーボール大会／第３位 地区バレーボール協会

46 阿部 壱冴 第六中学校 3 第４０回東北中学生テニス選手権大会 男子団体／第１位 第六中学校

47 阿部 瀬名 第六中学校 3 第４８回東北中学校バレーボール大会／第３位 地区バレーボール協会

48 荒木 南穂 第六中学校 3 第４６回東北中学生テニス選手権大会 女子団体／第１位 第六中学校

49 池野 匠 第六中学校 2
第４０回東北中学生テニス選手権大会 男子団体／第１位
第３１回東北中学生新人テニス選手権大会 男子団体／第２位

第六中学校

50 伊藤 康太 第六中学校 3
第４１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 １３～１４歳男子１００ｍ自由形／第3位
平成３０年度東北中学校体育大会 男子１００ｍ自由形／第２位、２００ｍ自由形／第２位

51 伊藤 ほまれ 第六中学校 1 第４２回東北中学校剣道大会 女子団体／第３位 第六中学校

52 稲葉 明咲 第六中学校 2 第４２回東北中学校剣道大会 女子団体／第３位 第六中学校

53 井場 日奈子 第六中学校 1 第４２回東北中学校剣道大会 女子団体／第３位 第六中学校

54 太田 凜 第六中学校 2 第４８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

55 大場 心結 第六中学校 2 第４４回東北中学生テニス選手権大会 女子団体／第１位 第六中学校

56 大森 あみ 第六中学校 1 第４２回東北中学校剣道大会 女子団体／第３位 第六中学校

57 小笠原 夕晟 第六中学校 3 第４０回東北中学生テニス選手権大会 男子団体／第１位 第六中学校

58 岡田 彩月 第六中学校 2 第４８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

59 奥山 あげは 第六中学校 2 第４８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

60 押切 宏元 第六中学校 1 第３１回東北中学生新人テニス選手権大会 男子団体／第２位 第六中学校

61 小野垣 絵理 第六中学校 3 第４８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

62 加藤 江美 第六中学校 3 第４２回東北中学校剣道大会 女子団体／第３位 第六中学校



63 輕部 拓真 第六中学校 2 第４８回東北中学校バレーボール大会／第３位 山形地区バレーボール協会

64 菅野 航平 第六中学校 3 第４０回東北中学生テニス選手権大会 男子団体／第１位 第六中学校

65 菊地 佑起 第六中学校 3 第４０回東北中学生テニス選手権大会 女子団体／第１位 第六中学校

66 北沢 凜 第六中学校 2 第４８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

67 熊澤 東輝 第六中学校 東北少年柔道大会（中学生男子の部）/2位 山形県柔道連盟

68 後藤 こころ 第六中学校 2 第４８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

69 小林 萌々 第六中学校 3 第４１回東北中学生テニス選手権大会 女子団体／第１位 第六中学校

70 齋藤 広夢 第六中学校 2 第４８回東北中学校バレーボール大会／第３位 山形地区バレーボール協会

71 笹金 蒼也 第六中学校 1 第４８回東北中学校バレーボール大会／第３位 山形地区バレーボール協会

72 佐竹 夏香 第六中学校 3 第４８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

73 佐藤 夏帆 第六中学校 2 第４８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

74 佐藤 翼 第六中学校 3 第４８回東北中学校バレーボール大会／第３位 山形地区バレーボール協会

75 四釜 瑞己 第六中学校 2
第４０回東北中学生テニス選手権大会 男子団体／第１位
第３１回東北中学生新人テニス選手権大会 男子団体／第２位

第六中学校

76 白畑 琴巳 第六中学校 3 第４５回東北中学生テニス選手権大会 女子団体／第１位 第六中学校

77 菅原 啓 第六中学校 2 第４８回東北中学校バレーボール大会／第３位 山形地区バレーボール協会

78 髙嶋 薫 第六中学校 2 第４２回東北中学校剣道大会 女子団体／第３位 第六中学校

79 高橋 来愛 第六中学校 3 第４２回東北中学校剣道大会 女子団体／第３位 第六中学校

80 髙橋 ちほ 第六中学校 2 第４２回東北中学校剣道大会 女子団体／第３位 第六中学校

81 武田 麗華 第六中学校 2 第４８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

82 舘石 承太郎 第六中学校 3 第４８回東北中学校バレーボール大会／第３位 山形地区バレーボール協会

83 田中 心 第六中学校 3 第４３回東北中学生テニス選手権大会 女子団体／第１位 第六中学校

84 寺島 奏 第六中学校 2
第４０回東北中学生テニス選手権大会 男子団体／第１位
第３１回東北中学生新人テニス選手権大会 男子団体／第２位

第六中学校

85 戸田 瑚南 第六中学校 3 第４８回東北中学校バレーボール大会／第３位 山形地区バレーボール協会

86 富張 帆貴 第六中学校 2
第４０回東北中学生テニス選手権大会 男子団体／第１位
第３１回東北中学生新人テニス選手権大会 男子団体／第２位

第六中学校

87 中沢 挺都 第六中学校 2
第４０回東北中学生テニス選手権大会 男子団体／第１位
第３１回東北中学生新人テニス選手権大会 男子団体／第２位

第六中学校

88 ⾧澤 玲海 第六中学校 2 第４８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

89 中村 來太郎 第六中学校 2 第４８回東北中学校バレーボール大会／第３位 山形地区バレーボール協会

90 中山 奈々美 第六中学校 3 第４８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

91 温井 真心 第六中学校 2
第４１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 Ｃ区分（中学女子の
部）／第１位

山形市水泳連盟

92 温井 由真 第六中学校 3
第４１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 Ｃ区分（中学女子の
部）／第１位

山形市水泳連盟

93 福澤 沙菜 第六中学校 3 第４７回東北中学生テニス選手権大会 女子団体／第１位 第六中学校

94 藤井 美咲 第六中学校 3 第４２回東北中学生テニス選手権大会 女子団体／第１位 第六中学校

95 細川 遥生 第六中学校 2 第４８回東北中学校バレーボール大会／第３位 山形地区バレーボール協会

96 政森 大輔 第六中学校 3 第４０回東北中学生テニス選手権大会 男子団体／第１位 第六中学校

97 松浦 虹太 第六中学校 3 第４０回東北中学生テニス選手権大会 男子団体／第１位 第六中学校

98 松浦 実夢 第六中学校 3 第４８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

99 丸山 浩実 第六中学校 2 第４８回東北中学生テニス選手権大会 女子団体／第１位 第六中学校

100 吉田 祐斗 第六中学校 3
第４１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（中学男子の部）
／第３位
第４１回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技東北予選会／第３位

山形市水泳連盟

101 吉田 悠之介 第六中学校 1 第３１回東北中学生新人テニス選手権大会 男子団体／第２位 第六中学校

102 渡邉 悠暉 第六中学校 2 第４８回東北中学校バレーボール大会／第３位 山形地区バレーボール協会

103 海和 健斗 第七中学校 東北少年少女交流大会/3位 山形県柔道連盟

104 海藤 瞳斗 第七中学校 東北少年柔道大会（中学生男子の部）/2位 山形県柔道連盟

105 海和 遥斗 第七中学校 東北少年少女交流大会/3位 山形県柔道連盟

106 古賀 好乃 第七中学校 東北少年柔道大会（中学生女子の部）/2位 山形県柔道連盟

107 小林 夢斗 第七中学校 東北少年少女交流大会/3位 山形県柔道連盟

108 小林 夢人 第七中学校 2 平成３０年度東北中学校体育大会第４１回東北中学校柔道大会 男子５５ｋｇ級／第２位 第七中学校

109 齋藤 結 第七中学校 東北少年柔道大会（中学生女子の部）/2位 山形県柔道連盟

110 鈴木 蓮大 第七中学校 東北少年柔道大会（中学生男子の部）/2位 山形県柔道連盟

111 髙梨 耀 第七中学校 東北少年少女交流大会/3位 山形県柔道連盟

112 髙梨 美宙 第七中学校 東北少年柔道大会（中学生女子の部）/2位 山形県柔道連盟

113 小野 真愛 第九中学校 3
平成３０年度東北中学校体育大会
第５０回東北中学校水泳競技大会 女子２００ｍ背泳ぎ／第１位

第九中学校
山形市水泳連盟

114 高瀬 結衣 第九中学校 3 第２０回東北中学生空手道選手権大会 女子個人組手3年生の部 2位
第九中学校
山形市空手道連盟

115 横山 日向佳 第九中学校 3 JFA第２２回全日本U-１８女子サッカー選手権大会東北大会JOCジュニアオリンピックカップ／第３位 第九中学校

116 大山 虎 第十中学校 2
第４１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（中学男子の部）
／第３位
第４１回ＪＯＣ全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技東北予選会／第３位

山形市水泳連盟

117 佐藤 聖真 第十中学校 3 第５０回東北中学校水泳競技大会 1,500ｍ自由形／第１位
第十中学校
山形市水泳連盟

118 下山 奈央 第十中学校 3 第３９回東北中学校陸上競技大会 女子中学共通 100ｍH／第３位 第十中学校

119 高内 愛斗 第十中学校 3 第５０回東北中学校水泳競技大会 100ｍ背泳ぎ／第１位 200ｍ背泳ぎ／第１位
第十中学校
山形市水泳連盟

120 石川 珠夕 金井中学校 2 第４０回東北中学校スケート大会スピード競技 女子１５００ｍ／第2位、女子３０００ｍ／第３位 金井中学校

121 菊地 夢乃 金井中学校 1 第３１回東北中学生新人テニス選手権大会 女子団体／第２位 金井中学校

122 駒澤 萌 金井中学校 2 第３１回東北中学生新人テニス選手権大会 女子団体／第２位 金井中学校

123 齊藤 花実 金井中学校 2 第３１回東北中学生新人テニス選手権大会 女子団体／第２位 金井中学校

124 佐藤 由佳 金井中学校 2 第３１回東北中学生新人テニス選手権大会 女子団体／第２位 金井中学校

125 村山 彩乃 金井中学校 2 第３１回東北中学生新人テニス選手権大会 女子団体／第２位 金井中学校

126 茂木 音羽 金井中学校 2 第３１回東北中学生新人テニス選手権大会 女子団体／第２位 金井中学校

127 吉田 未来 金井中学校 2 第３１回東北中学生新人テニス選手権大会 女子団体／第２位 金井中学校



128 渡邉 和哉 金井中学校 2
第１０回全日本空手道選手権大会 型の部/2位
第１０回全日本空手道選手権大会（型）団体戦(所属団体:雷神) 中学生の部 準優勝

総合空手道 神武館
金井中学校

129 永井 創 山形大学付属中学校 3
第１０回全日本空手道選手権大会 型の部/2位
第１０回全日本空手道選手権大会 型の部中学男子/2位

総合空手道 神武館


