
種　　目 開  催  日 成　　　　　　　績

軟式野球
９月21日（日）
10月５日（日）
10月12日（日）

優　勝 高畠ユースクラブ
準優勝 セゾンファクトリー

３　位
HERO's
Team GOD's

G・ゴルフ 10月18日（土）
優　勝 準優勝 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位

鷲　　和雄 我妻　繁雄 松ヶ迫セイ子 安部　吉敦 島津　良平 安食　秀子

ソフトボール 10月５日（日）

町総体 365歳　阿部杯
優　勝 水神 弥生町
準優勝 浪江大吉SSB 高畠シニア

３　位
島津鈑金 トーセムファミリー
チーム南 大新ファイヤーズ

バスケット
ボール 10月12日（日）

男子の部 女子の部
優　勝 戦鶴 PBNG
準優勝 高畠KINGS TOP

３　位
市川家 ONE
高畠高校

剣　　道 10月13日（月）

優　勝 準優勝 ３　位
小学生低学年男子 戸田　　諒（高小） 八巻晋太朗（屋小） 鶴巻　友輔（高小）
小学生低学年女子 細越　寿莉（糠小） 鈴木そのか（糠小） 二階堂桃花（屋小）
小学生高学年男子 工藤　康介（糠小） 新藤　碧斗（屋小） 高橋　匠汰（和小）
小学生高学年女子 大塚　凛果（屋小） 高橋　　花（高小） 鈴木いつか（糠小）
中学生男子の部 高橋　友也（高四） 嶋津　　翼（高二） 竹田　悠作（高四） 佐藤　潤哉（高四）
中学生女子の部 渡部　美星（高四） 井上　　舞（高一） 高梨　青佳（高一） 土屋都希菜（高一）
一般の部団体戦 東軍

柔　　道 11月３日（月）

優　勝 準優勝 ３　位
小学生低学年の部 梅津　昇波 後藤　　博 三浦飛勇輝 市川　大和
小学生高学年の部 梅津　拓武 中川　聖斗 後藤　　陸 猪野　夢生
中学生男子55kg以下級 大河原智之 多田　　翼 平　　郷太
中学生男子55kg超級 遠藤　拓真 大浦　歩夢 酒井　紅龍
成年男子無差別 市川　　司 後藤　　仁 高橋　義文 舟山　康弘

ソフトテニス 10月12日（日）

優　勝 準優勝 ３　位
小学生 遠藤・齋藤 大比良・直江 齋藤・梅津 安部・鈴木
中学生男子 安達・石井 鈴木・高橋 安達・遠藤 渡部・遠藤
中学生女子 安部・高橋 山口・笹本 佐藤・竹田 白石・星
一般男子 菅野・土屋 伊藤・高橋 工藤・菊地 土屋・山田
一般女子 阿部・菅井 高梨・高梨 佐藤・澁江 髙橋・鈴木

卓　　球 11月23日（日）

優　勝 準優勝 ３　位
小学生シングルスA 後藤　奈 （々屋代スポ）大木　佑香（屋代スポ） 竹田　絢音（ONE） 大浦　萌花（屋代スポ）
小学生シングルスB 揚妻　伊吹（屋代スポ） 北原　翔太（ONE） 色摩　朱莉（屋代スポ）尾形　瑠菜（屋代スポ）
中学生男子シングルス 鈴木　康靖（高二） 大浦　優斗（高二） 竹田　響綺（高二） 揚妻　海斗（高二）
中学生女子シングルス 伊藤　　愛（高二） 山賀映理奈（高二） 佐竹　柾美（高二） 伊藤　美奈（高一）
一般男子シングルス 五十嵐惇一 嶋倉　　哲 吉田　康隆 鈴木　康靖
一般女子シングルス 松本　幸子 髙橋　麗子 金子さくら 手塚　華奈
ラージボール 髙橋　浩一 松本　幸子 石山　勘一
スーパーシングルス 大浦めぐみ 郡山　健一 大浦　　斎 尾形　美香
混合ダブルス 嶋倉　哲・手塚華奈 松本　治・松本幸子 尾形琉希・白田　唯 竹田響綺・横山温奈
中学団体戦 高畠二中女子 高畠二中男子B 高畠一中男子 高畠二中男子A

平成 26 年度  第 50 回高畠町総合体育大会成績

あいさつ
高畠町体育協会　会長  菊  地  秀  德　

　高畠町では、当協会が中心となって、町民の健康づくりと親睦・交流を深める
ことを目的に、だれでも参加できる楽しいスポーツの祭典「高畠町総合体育大会」
を毎年開催しております。
　今年は、50 回の節目の年を迎えこれまで以上に、町民の皆様をはじめ東日本大震災の避難者などスポーツを愛
する方々の熱い思いを結集していただき、新たな連帯と友情を育み勇気と感動に満ちた「町総合体育大会」に盛り
上げていただきました。
　皆様には、心から感謝と敬意を申し上げますとともに今後とも、より多くの方々の参加による盛況と活躍にご期
待申し上げます。
　また、当協会では、重点事業としてジュニアアスリートの育成と支援に取り組んでおり、本年度に於いて、県大
会以上の競技会において、団体は３位以上、個人は６位入賞以上の成績を残した選手及び、東北大会、全国大会、
世界大会に出場した選手を賞賛するとともに更なる精進と活躍を期待し表彰しております。
　以下、第 50 回高畠町総合体育大会の結果成績および平成 26 年度高畠町体育協会表彰者を、お知らせいたします。
　お知り合いの選手には、ぜひ賞賛・激励のお声を掛けて下さいますようお願い申し上げます。



氏　　名 校　名 種　　目 大　　　会　　　名 順位
金　子　映　斗

一中３年

野 球
第54回山形県中学校総合体育大会　軟式野球

東北中学校体育大会　第43回若鷲旗争奪東北中学校野球大会

１

３

髙　橋　　　匠
前　田　右　京
齋　藤　好　誠
近　藤　大　成
大河原　丈　仁
長　瀬　健一郎
髙　橋　龍　平
戸　田　悠　太

一中２年

深　瀬　龍　輝
佐　藤　聖　那
笹　原　　　優
武　田　　　澪
近　嵐　　　樹
武　田　元　気
佐　藤　颯　太
市　川　暉　人
熊　谷　拓　士
近　野　　　陽

一中２年

サ ッ カ ー 第34回山形県中学校新人体育大会　南ブロック大会Ｄブロック １

上　村　拓　馬
黒　田　竜　也
渡　邉　薫　平
赤　平　太　陽
髙　梨　　　翔
加　藤　亮　真
市　川　将　也
新　藤　　　晴
安　達　龍　輝

一中１年

鈴　木　嶺　維
松　田　尚　也
平　賀　大　貴
武　田　航　大
相　田　孝太郎
鈴　木　裕　貴
島　嵜　竜　也
髙　梨　真　成

氏　　名 校　名 種　　目 大　　　会　　　名 順位
梅　津　拓　武 高畠小５年 柔 道 第14回山形県少年健全育成柔道大会兼第11回全国小学生学年別柔道大会予選大会　５年生男子45ｋｇ以下級（全国大会出場） １
鈴　木　歌　音 屋代小６年

トランポリン
第33回山形県トランポリン競技選手権大会　Ｄクラス女子個人 ２

竹　田　倖　野 高畠小５年 　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　 Ｃクラス女子個人 ３
小梁川　　　駿 高畠小５年 　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　 Ｃクラス男子個人 ２

佐　藤　　　怜 糠野目小６年
サ ッ カ ー

2014ＹリーグﾞU-12チャンピオンカップサッカー大会 優勝
2014フジパンCUP第２回東北少年サッカー大会 5

フ ッ ト サ ル
バーモンドカップ第24回全日本少年フットサル大会　出場
バーモンドカップ第24回全日本少年フットサル大会山形県大会 優勝

田　村　若　菜 糠野目小６年 水 泳 第39回山形県選抜学童水泳記録会　小学５・６年女子50ｍ平泳ぎ（43秒54） ４

吉　田　百　那 糠野目小６年
陸 上

第22回山形県少年少女スポーツ交流大会　女子800ｍ（2分35秒52） １
第45回山形県長距離記録会　女子小学1500ｍ（5分15秒5） １

鈴　木　郁　磨 屋代小６年 第22回山形県少年少女スポーツ交流大会　男子小学　走り高跳（1ｍ30） １

寺　島　永太郎 糠野目小６年 スキーアルペン
第37回山形県ジュニア・ジャイアントスラローム大会　Ｋ１クラス ４
2015 JOCジュニアオリンピックカップ　アルペン競技技術系　K1 スーパーG、K1 SL出場

（小、中、高校生、一般・県大会、東北大会、全国大会出場者 他）

中学生の部

小学生の部

平成 26 年度  高畠町体育協会表彰者



氏　　名 校　名 種　　目 大　　　会　　　名 順位
梅　津　　　光

一中３年 陸 上
第54回山形県中学校総合体育大会　陸上競技大会　男子共通400ｍ ５

髙　橋　　　光
第54回山形県中学校総合体育大会　陸上競技大会　男子２・３年1500ｍ ５
　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　男子共通3000ｍ ５

寒河江　美　咲

一中２年

柔 道

第44回山形県中学校新人体育大会　南ブロック大会　柔道競技女子団体猪　野　由　衣 ３

猪　野　姫　伽 第44回山形県中学校新人体育大会　南ブロック大会　柔道競技女子個人44kg級 2
第44回山形県中学校新人体育大会　決勝大会　柔道競技女子個人44kg級 3

髙　橋　拓　海
一中３年

第54回山形県中学校総合体育大会　柔道男子81kg級 ３

神　保　朱　李
第54回山形県中学校総合体育大会　柔道女子70kg級 １
東北中学校体育大会　第37回東北中学校柔道大会　女子個人70kg級 3

金　子　綾　乃
三中３年

陸 上 第54回山形県中学校総合体育大会　陸上競技女子共通砲丸投げ ５
後　藤　　　仁 柔 道 第54回山形県中学校総合体育大会　柔道男子66kg級 １
大　浦　幸　太

二中２年
卓 球 第29回山形県中学校新人体育大会　決勝大会　卓球男子団体 ３

鈴　木　竜之助
長　澤　貴　滉
大　浦　優　斗
揚　妻　海　斗
竹　田　響　綺
菅　野　紘　平
尾　形　琉　希
鈴　木　康　靖 二中１年
渡　部　健　吾

四中２年
剣 道 第54回山形県中学校新人体育大会　第31回剣道競技　決勝大会　男子団体 ３

髙　橋　知　也
横　山　健　太
竹　田　悠　作
内　藤　　　誠
佐　藤　潤　哉 四中 1 年

市　川　主　計
四中３年

陸 上

第54回山形県中学校総合体育大会　陸上競技大会　男子共通四種競技（1981点） ５
第60回全日本中学校通信陸上競技大会山形県大会　男子共通四種競技（1995点） ５

安　部　日　和 第67回山形県中学校陸上競技選手権大会　女子共通800m（２分24秒72） 6
髙　梨　綾　稀 一中３年 第51回山形県通信陸上競技大会　中学男子走高跳　１m70 １
大河原　智　之 一中２年 柔 道 第44回山形県中学校新人体育大会　南ブロック大会　柔道競技男子個人55kg級 ３
川　村　啓　太

四 中 ２

野 球 第54回山形県中学校新人体育大会　第33回軟式野球競技南ブロック大会 ３

長　沼　陽　斗
長谷川　巧　真
渋　谷　拓　海
我　妻　昇　樹
佐　藤　真　碧

四 中 １

原　田　峻　介
渡　部　僚　真
鈴　木　椋　太
丹　　　優　哉
中　村　龍之介
渡　部　　　樹

氏　　名 校　名 種　　目 大　　　会　　　名 順位

猪野　ちひろ 山形中央 柔 道

第17回全日本ジュニア体重別選手権大会　山形県予選会52kg級 １
第55回山形県高等学校新人大会52kg級 １
第36回山形県高等学校選手権大会　女子団体 １
　　　　　　　 〃　　　 　　　　 　52kg級 １

熊　澤　圭　祐 山形中央 バスケットボール
山形県高等学校新人体育大会バスケットボール競技 １
第65回山形県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 １
第69回国民体育大会長崎がんばらんば国体2014バスケットボール競技 ５

皆　川　夏　鈴 米沢中央 水泳（飛込み）

第65回山形県高等学校総合体育大会　高飛込　３Ｍ飛板飛込 １
第62回東北高校選手権　高飛込　３Ｍ飛板飛込 ２
第82回日本高等学校選手権水泳競技大会　高飛込　３Ｍ飛板飛込　出場
第37回全国JOCジュニアオリンピックカップ　３Ｍ飛板飛込　出場
第69回国民体育大会長崎がんばらんば国体　高飛込　３Ｍ飛板飛込　出場

高校生の部



No. 事　　　業　　　名 期　　　日 内　　　容

1 たかはた健康ウォーク ４月25日（土）秋季も予定 町民の健康体力づくり事業として
H23より実施

2 第60回 山形県縦断駅伝競走大会 ４月27日〜29日 H26年は３連覇達成
3 各地区社会体育振興事業 ４月〜 各地区の体育事業推進
4 スポーツ振興基金運用事業 ５月〜 スポーツ振興事業の推進

5 第31回 ビーチボール大会 ５月10日（日） 県内発祥の地として普及
H26年度は15チーム参加

6 第28回 ビーチボール山形県大会 ７月12日（日） H26年度は22チーム参加

7 第18回 山形県ジュニア駅伝競走大会 ８月２日（日） 男女とも上位入賞を目指す
H26年度は男子：３位、女子：７位

8 たかはたぶどうナイター ８月６日（木）
9 第66回 高畠ロードレース兼まほろばマラソン大会 ９月20日（日） ハーフマラソンコース７年目

10 第51回 高畠町総合体育大会 ９月〜11月
11 山形県少年少女スポーツ交流大会 10月４日（日） 地区の予選会を勝ち抜き出場

12 第20回 高畠町ロードリレー大会 10月12日（月）体育の日 1チーム5名　１周2.4km
H26年度は96チーム参加

13 第54回 全日本50km競歩高畠大会 10月24日（土）
10月25日（日） H26年度は全国211名参加

14 第32回 山形県女子駅伝競走大会 11月22日（日） 南陽東置賜チームの活躍に期待
15 第35回 高畠町スポーツ少年団交流研修会 １月24日（日） 町内スポーツ少年団の交流と研修の場
16 第31回 高畠町なわとび大会 ２月13日（土） H26年度は323名の参加

氏　　名 校　名 種　　目 大　　　会　　　名 順位

金　子　尭　宙 東 北
福 祉 大

陸 上

第67回山形県陸上競技選手権大会
兼 第69回国民体育大会陸上競技山形県予選会　男子砲丸投（12m04） １

　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　男子円盤投（40m82） １

木　伏　雄太郎 日本大学

第69回国民体育大会長崎がんばらんば国体　成年男子800m（１分53秒96） ８
第41回東北総合体育大会兼第45回東北陸上競技選手権大会
兼第99回日本陸上競技選手権大会東北地区予選会　男子800m （１分56秒74） ２

第67回山形県陸上競技選手権大会
兼第69回国民体育大会陸上競技山形県予選会　男子800ｍ（１分56秒33） １

氏　　名 賞・役職名 種　　目 功　　　　　　績

梅　津　英　司 「功労賞」
町柔道会副指導部長 柔 道 長年にわたり高畠一中柔道部のコーチを努め、成績を飛躍

的に向上させ、物心両面にわたり尽力された。

佐　藤　康　之

「精励賞」
高畠わかくさスポーツ少年団

男子ヘッドコーチ
団事務局長

バスケットボール
13 年間指導者として団員の育成・団運営・置賜地区ミニバ
スケットボール連盟の副審判長として活躍され、多大なる
功績があった。

田　口　　　悟 「精励賞」
高畠町陸上競技会 陸 上

長年にわたり高畠ロードレース、全日本 50 Ｋ競歩高畠大
会など、競技運営並びに競技役員として従事し、競技者主
任として、その責任をまっとうし、現在も活躍されている。

五十嵐　惇　一 「精励賞」
置賜地区卓球協議会 卓 球

長年にわたり置賜地区卓球協会の競技部員として協会の運営に携わ
り、本町に限らず県内各地のクラブ等の指導者として競技力の向上
に力をそそがれ、全日本クラブ卓球選手権大会男子（一般の部、２部）
へ連続出場するなど、選手としても輝かしい成績を残しています。

一般の部

氏　　名 校　名 種　　目 大　　　会　　　名 順位
松　田　　　開 日大山形 サ ッ カ ー 第65回山形県高等学校総合体育大会サッカー競技 １

金　子　舞　穂 米沢商業 トランポリン
第33回山形県トランポリン競技選手権大会
兼 第29回東北トランポリン競技選手権大会予選会　シンクロナイズド競技女子 １

第39回全国高等学校トランポリン競技選手権大会　出場
中　川　駿　介

南陽高校 男子ソフトボール 第49回全日本高等学校男子ソフトボール選手権大会 ５
佐　藤　　　駿
遠　藤　真　愛
後　藤　祐　知
井　上　敬史郎 九里学園 硬 式 野 球 第30回秋季山形県高等学校野球一年生大会 １

神　保　拓　未 米沢興譲館 陸 上
第48回山形県高等学校新人体育大会　陸上競技大会　5000mW ３
第19回東北高等学校新人陸上競技選手権大会　出場 

平成 27 年度 スポーツ振興主な事業計画

高校生の部


