
種　　目 開  催  日 成　　　　　　　績

軟式野球
 ９月20日（日）
10月 4日（日）
10月11日（日）

優　勝 高畠ユースクラブ
準優勝 Peace

３　位
かわでん野球部
Rush

ソフトボール 10月   4日（日）

町総体 第47回365歳　阿部杯
優　勝 浪江大吉SSB鳳 弥生町
準優勝 浪江大吉SSB蘭 高畠シニア

３　位
島津鈑金 大新ファイヤーズ
チーム南 大町二

卓　　球 11月22日（日）

優　勝 準優勝 ３　位
小学生男子シングルス 松本　健太（ONE) 揚妻　伊吹（屋代スポ) 大浦　悠貴（ONE）
小学生女子シングルス 大浦　萌花（屋代スポ） 大木　佑香(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（二中） 金子　良太（二中） 菅野　裕人（一中） 菅野　麻於（一中）
中学生女子シングルス 山賀映理奈(二中) 竹田　絢音（ONE) 大浦　愛奈(ONE) 大浦　萌花（屋代スポ)
リベンジトーナメント中学男子シングルス 鈴木　祐杜（一中）
リベンジトーナメント中学女子シングルス 郡山　梨香（二中）
一般男子シングルス 五十嵐惇一（町役場） 鈴木　康靖（二中） 森川　広樹（ONE）
一般女子シングルス 松本　幸子（高畠こども園） 髙橋　麗子（ONE） 山賀映理奈(二中)
ラージボール 我妻　周太 髙橋　浩一 石山　勘一
スーパーシングルス 高成田　啓（ONE） 佐藤　吉弘（糠野目） 尾形　美香（屋代） 井上　雅幾（ONE）
混合ダブルス 松本治・松本幸子 後藤明宏・島津佳苗 鈴木康靖・山賀映理奈 佐藤貴志・嶋倉聡
中学男子団体戦 高畠二中 高畠一中A クラブONE
中学女子団体戦 高畠一中 高畠二中A 屋代スポ少

バスケット
ボール 10月11日（日）

男子の部 女子の部

優　勝 戦鶴 PBNG

準優勝 ときの会 高畠高校

３　位 高畠高校

剣　　道 10月10日（土）

優　勝 準優勝 ３　位

小学生低学年男子 八巻晋太朗（屋小） 伊藤　飛龍（屋小） 嶋津　　蓮（屋小）

小学生低学年女子 山田　心暖（高小） 二階堂桃花（屋小） 鈴木そのか（糠小）

小学生高学年男子 新藤　碧斗（屋小）

小学生高学年女子 齋藤　風花（屋小）

中学生男子の部 嶋津　　翼（二中） 工藤　康介（四中） 加藤　諒真（二中） 佐藤　潤哉（四中）

中学生女子の部 大塚　凜果（二中） 高橋　　花（一中） 細越　美音（四中）

柔　　道 11月14日（土）

優　勝 準優勝 ３　位

Aリーグ 後藤　　信 大浦　歩夢 中川　清人 梅津　拓武

Bリーグ 平　　郷太 武田　海斗 清水　拓海 酒井　紅龍

Cリーグ 後藤　　博 市川　大和 平　　乙葉 三浦飛勇輝

Dリーグ 梅津　的居 藤田　健吾 平　　善太

成年男子 渡部　　剛 伊藤　正和 三瓶　　亮

ソフトテニス

10月12日（月）

　

11月28日（土）

計4日間

優　勝 準優勝 ３　位

一般男子 佐藤・遠藤 石井・菅野 髙橋・伊藤

一般女子 甕岡・今 菅井・澁江 高梨・高梨 髙橋・大河原

中学生男子 渡部・遠藤 土屋・佐藤 安藤・清水

中学生女子 工藤・土屋 齋藤・佐藤 髙橋・遠山 神野・小枝

小学生 梅津・長谷川 安部・鈴木 山田・蛯名 遠藤・小平

Ｇ・ゴルフ 10月17日（土）
優　勝 準優勝 3　位 4　位 5　位 6　位

平　加代子 今野　キヌ子 五十嵐　忍 田中　芳弘 豊田　美代子 安食　豊重

〜

平成 27年度  第 51 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、51 回を迎え、町民の皆様をはじめ東日本大震災
の避難者で構成するチームの参加もあり、スポーツを愛する方々の熱い思いを結集
していただき、新たな友情を育むとともに感動に満ちた「町総合体育大会」に盛り
上げていただきました。皆様には、心から敬意と感謝を申し上げますとともに今後
とも、更なる多くの方々の参加による盛況と活躍に、期待しているところです。
　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、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。本年は、全国ジュニアオリンピックに
中学生 3名の出場や小学 6年生の全国大会出場などすばらしい活躍がありました。高畠中学校での更なる精進と活
躍を大いに期待しているところです。
　以下、第 51 回高畠町総合体育大会の結果成績および平成 27 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。　

平成 28年 3月 31日



氏　　名 校　名 種　　目 大　　　会　　　名 順位
相　田　孝太郎

一中 2 年

サ ッ カ ー
第35回山形県中学校新人体育大会　サッカー競技　南ブロック大会　Ｅブロック

　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　決勝大会
１

３

平　賀　大　貴
安　達　龍　輝
島　崎　竜　也
松　田　尚　也
髙　梨　真　成
渡　部　　　葵
武　田　航　大
武　田　範　明
鈴　木　裕　貴
鈴　木　嶺　維
佐　藤　丈　二
木　村　真　規
加　藤　公　大

一中 1 年

濱　田　一　樹
小　関　　　蓮
菅　原　秀　虎
島　津　幸　一
佐々木　　　凌
長谷川　　　凪

氏　　名 校　名 種　　目 大　　　会　　　名 順位
二階堂　桃　花 屋代小 4年 剣 道 第5回山形県少年少女剣道個人錬成大会　小学校４年生女子の部　 ３
竹　田　颯　斗

糠野目小６年

野 球
第7回楽天イーグルス杯東北少年野球県大会

第21回マクドナルドカップ学童軟式野球大会　
兼第13回東北学童軟式野球新人大会　山形県予選会

３

３

中　島　諒　樹
柴　田　恭　平
野　本　大　輔

糠野目小 5年
松　田　蒼　汰
青　山　浩　士
佐　藤　優　作
小　松　詩　織
佐　藤　珠　生

糠野目小 4年

佐　藤　哲　朗
大　内　怜　音
吉　田　史　佳
竹　田　　　夢
長谷川　　　颯
竹　俣　莉　玖 糠野目小 3年
竹　田　輝　人

糠野目小 2年
伊　藤　翔　太
野　本　　　咲
渡　部　聖　悟

渡　邉　碧　雪 高畠小 1年

トランポリン

第34回山形県トランポリン競技選手権大会　Ｄクラス個人男子 1
　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　Ｄクラス団体 1

竹　田　大　和 高畠小 4年 　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　Cクラス個人男子 3

佐　藤　陽菜乃 二井宿小4年 　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　Ｄクラス個人女子 1
　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　Ｄクラス団体 1

遠　藤　一　真 和田小 5年 　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　Ｄクラス個人男子 3
　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　Ｄクラス団体 1

布　施　璃　乃 和田小 4年 　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　Ｄクラス団体 1

渡　部　優　輝 高畠小 5年 ソフトテニス

第6回山形県小学生シングルスソフトテニス大会　5年生以下男子の部シングルス 1
第23回小嶋源吉・佐藤忠太郎杯　山形県小学生ソフトテニス大会（学年別）　
兼東北小学生ソフトテニス大会（学年別）山形県予選会　5年男子個人戦ダブルス　東北大会出場 1

第 15 回全国小学生大会　山形県最終選考会　5年男子個人戦ダブルス １
梅　津　拓　武 高畠小 6年

柔 道 第 15 回山形県少年健全育成柔道大会
兼第 12回全国小学生学年別柔道大会県予選大会

6年男子50kg級　全国大会出場 1
平　　　乙　葉 和田小 5年 5年女子40kg級 3

（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 27 年度  高畠町体育協会表彰者



氏　　名 校　名 種　　目 大　　　会　　　名 順位
猪　野　由　衣 一中３年 柔 道 第55回山形県中学校総合体育大会　柔道競技　女子個人48kg級　東北大会出場 ２
添　川　透　矢

一中 1年

陸 上

第61回全日本中学校通信陸上競技山形県大会　男子低学年4×100ｍＲ ２安　部　　　司

佐　藤　雄太朗 一中 2年 第68回山形県中学校陸上競技選手権大会　男子400ｍ ３

高　橋　辰　壽

一中 2年

第46回ジュニアオリンピック陸上競技大会　男子２年　110ｍＨ　出場
第61回全日本中学校通信陸上競技山形県大会　男子低学年4×100ｍＲ ２
　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　男子四種競技 ２
第55回山形県中学校総合体育大会　陸上競技大会　男子四種競技 １
第68回山形県中学校陸上競技選手権大会　男子110ｍH ２
　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　男子走高跳 ２

柳　澤　友　希 　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　男子走高跳 ３

長谷川　琴　音 　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　女子走高跳 １
第61回全日本中学校通信陸上競技山形県大会　女子走高跳 ６

加　藤　　　凜 一中 1年 第55回山形県中学校総合体育大会　陸上競技大会　女子１年1500ｍ ３
神　保　礼　人 二中 3年 第55回山形県中学校総合体育大会　陸上競技大会　男子　800ｍ ４

皆　川　詩　音 三中 1年 水泳（飛込）

第38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　
女子12-13歳１ｍ飛板飛込 ５

第55回山形県中学校総合体育大会　女子高飛込 １
　　　　　　　〃　　　　　　　　女子3ｍ飛板飛込 １

後　藤　　　信 三中 2年 柔 道 第45回山形県中学校新人体育大会　柔道競技　男子個人90kg級 ３
渡　部　健　吾

四中 3年

剣 道 第55回山形県中学校総合体育大会　剣道男子団体 ３

横　山　健　太
髙　橋　知　也
竹　田　悠　作
佐　藤　潤　哉 四中 2年
工　藤　康　介

四中 1年

中　根　洋　介

吉　田　百　那 陸 上

第55回山形県中学校総合体育大会　陸上競技大会　女子１年1500ｍ １
平成27年度東北中学校体育大会　第36回東北中学校陸上競技大会　
女子１年1500ｍ ２

第46回ジュニアオリンピック陸上競技大会　女子1年800m準決勝出場

氏　　名 校　名 種　　目 大　　　会　　　名 順位
後　藤　祐　知 南陽高校 男子ソフトボール 第42回東北総合体育大会　ソフトボール競技　少年男子 ３

八　巻　明花里 上山明新館 女子ソフトボール

第42回東北総合体育大会　ソフトボール競技　少年女子 １
平成27年度全国高等学校総合体育大会　ソフトボール競技 ５
第46回東北高等学校女子ソフトボール選手権大会 １
第66回山形県高等学校総合体育大会　ソフトボール競技 １
第70回国民体育大会山形県予選会　兼第42回東北総合体育大会山形県予選会　ソフトボール競技 １

金　子　舞　穂 米沢商業 トランポリン
第34回山形県トランポリン競技選手権大会　Ａクラス個人女子 １
　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　Ａクラス団体 １

石　川　諒　梛
米沢興譲館 男子ホッケー 第66回山形県高等学校総合体育大会　ホッケー競技 １柴　田　　　隼

太　田　　　舜

皆　川　夏　鈴

米沢中央

水泳（飛込）

第83回日本高等学校選手権水泳競技大会　３ｍ飛板飛込・高飛込　出場
第38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　
3ｍ飛板飛込・3ｍシンクロ・高飛込　出場
第70回国民体育大会「2015紀の国わかやま国体」　水泳競技少年女子　
3ｍ飛板飛込・高飛込　出場

遠　藤　大　河
陸 上

第49回山形県高等学校新人陸上競技大会　男子4×100ｍＲ １
安　部　竜　平 第20回東北高等学校新人陸上競技選手権大会　男子4×100ｍＲ ３

髙　野　志　穏

柔 道

第70回国民体育大会山形県予選会　
兼第42回東北総合体育大会山形県予選会　柔道競技　少年男子軽量級 １

神　保　怜　哉

山形工業

第70回国民体育大会山形県予選会　
兼第42回東北総合体育大会山形県予選会　柔道競技　少年男子中量級 １

布　施　佑　晟 第38回全国高等学校柔道選手権山形県予選大会　男子個人66kg級 １
相　田　　　輝 第65回東北高等学校柔道大会　男子団体 １

神　保　朱　李
第56回山形県高等学校新人柔道大会　女子個人70kg級 １
第70回国民体育大会山形県予選会　兼第42回東北総合体育大会山形県予選会
柔道競技　少年女子中量級 １

猪　野　ちひろ 山形中央
第56回山形県高等学校新人柔道大会　女子個人52kg級 １
第66回山形県高等学校総合体育大会　柔道競技　女子個人52kg級 １
第38回全国高等学校柔道選手権大会　東北地区大会　女子団体 １

　

高校生の部



No. 事　　　業　　　名 期　　　日 内　　　容

1 第61回 山形県縦断駅伝競走大会 ４月27日～29日 H27年は4連覇達成

2 各地区社会体育振興事業 ４月～ 各地区の体育事業推進

3 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

4 第32回 町ビーチボール大会 ５月８日（日） 県内発祥の地として普及
H27年度は16チーム参加

5 第29回 ビーチボール山形県大会 ７月３日（日） H27年度は33チーム参加

6 第19回 山形県ジュニア駅伝競走大会 ８月７日（日） 男女とも上位入賞を目指す
H27年度は男子：18位、女子：７位

7 たかはたぶどうナイター ８月12日（金）

8 第67回 高畠ロードレース兼まほろばマラソン大会 ９月18日（日） ハーフマラソンコース８年目

9 第52回 高畠町総合体育大会 ９月～11月

10 山形県少年少女スポーツ交流大会 10月２日（日） 地区の予選会を勝ち抜き出場

11 第21回 町ロードリレー大会 10月10日（月）体育の日 1チーム5名　１周2.4km
H27年度は91チーム参加

12 第55回 全日本50km競歩高畠大会 10月22日（土）
10月23日（日） H27年度は全国257名参加

13 第33回 山形県女子駅伝競走大会 11月27日（日） 南陽東置賜チームの活躍に期待

14 第36回 高畠町スポーツ少年団交流研修会 １月29日（日） 町内スポーツ少年団の交流と研修の場

15 第32回 高畠町なわとび大会 ２月11日（土） H27年度は339名の参加

氏　　名 所　属 種　　目 大　　　会　　　名 順位

金　子　尭　宙 東 北
福 祉 大 陸 上 第68回山形県陸上競技選手権大会　男子円盤投げ １

佐　藤　優　香
山形銀行
バスケット
ボール部
（ライヤーズ）

バスケットボール

第70回国民体育大会「2015紀の国わかやま国体」　バスケットボール成年女子 １

第48回全日本実業団バスケットボール選手権大会 ２

高 畠 町 役 場
バ レ ー 部 バレーボール

第38回自治体職員スポーツ大会山形県大会　女子バレーボール競技 １

第36回自治労東北地連スポーツ大会　女子バレーボール競技 １

第29回全日本自治体職員等女子バレーボール　選手権全国優勝大会　
ベスト16

氏　　名 賞・役職名 種　　目 功　　　　　　績

近　　　雅　博 精励賞
高畠町陸上競技協会 陸 上

高畠町陸上競技協会の役員として、永年に亘り競技運営並びに
活動普及に尽力され、地域スポーツの振興に多大の貢献をさ
れた。

一般の部

氏　　名 校　名 種　　目 大　　　会　　　名 順位
髙　橋　律　樹

山形中央 サ ッ カ ー
平成 27 年度山形県高等学校新人体育大会　サッカー競技 １

安　達　瑞　樹 第 15 回東北高等学校新人サッカー選手権大会 ３
武　田　光　明 東海大山形

柔 道
第56回山形県高等学校新人柔道大会　男子個人81kg級 １

後　藤　　　仁 羽 黒 　　　　　　　　〃　　　　　　　　　男子個人73kg級 ２

平成 28年度 スポーツ関係主な大会・イベント一覧

高校生の部


