
　　　　　　　

　
参加者
募集 !!

種　目 開 催 日 成　　　　　　　績

軟式野球
10月  1日（日）
10月  8日（日）
10月15日（日）

優　勝 セゾンファクトリー
準優勝 Peace

3　位
ルーキーズ
ドリームス

ソフト

ボール
10月  1日（日）

　町　総　体 第49回365歳 阿部杯
優　勝 水神 O.T.A.S.B.C
準優勝 浪江大吉 SSB 弥生町
3　位 島津鈑金 チーム南 金健若者會  高畠シニア

卓　球 11月26日（日）

優　勝 準優勝 3　位
ラージボール 石山 勘一（ONE） 松本　 治（ONE） 鈴木 靖博（KOMORI）
一般男子シングルス 嶋倉　 哲（根岸） 松田 数史（KOMORI）竹田 響綺（米沢中央高）
一般女子シングルス 片桐 碧美（つばさクラブ） 関　 真琳（ONE） 大浦　 愛奈（ONE）
中級シングルス 鈴木 将弥（KOMORI）長谷川真一（まほろばAC） 佐藤 　望（KOMORI）
混合ダブルス 五十嵐淳一・片桐碧美 松田数史・松本幸子 中尾　進・大浦愛奈
アマチュア一般の部 久米 修（屋代スポ保護者会） 井上　雅幾（福沢） 木村正明（屋代スポ保護者会）
小学生シングルス 関　 梨花（ONE) 大浦 悠貴（ONE） 松本 千幸（ONE）
小学生シングルスリベンジトーナメント 高木 侑珠（ONE) 早田 　櫂（ONE） 冨樫 珀翔（ONE）
小学生シングルスビギナーの部 安達 立峰（高畠小 ) 島津 利紀（ONE） 冨樫 菜摘（ONE）
中学生男子シングルス 松本 健太（高畠中） 井上 喬伍（高畠中） 揚妻 伊吹（高畠中）
中学生女子シングルス 大木 佑香（高畠中） 大浦 萌花（高畠中） 後藤 奈桜（高畠中）
中学男子リベンジトーナメント 伊藤　 環（高畠中） 沼沢 優斗（高畠中） 髙木 謙心（高畠中）
中学男子サードトーナメント 大浦あおい（高畠中） 安藤 和音（高畠中） 渡邊 湧葵（高畠中）
中学女子リベンジトーナメント 大竹 希美（高畠中） 中川 七海（高畠中） 高成田 萌（高畠中）
中学女子サードトーナメント 尾形 瑠菜（高畠中） 佐藤のどか（高畠中） 髙木 七美（高畠中）
中学男子団体 高畠中Aチーム 高畠中 Bチーム 高畠中 Cチーム
中学女子団体 高畠中Aチーム 高畠中 Bチーム ONE

バスケット
ボール 10月 8日 (日 )

優　勝 準優勝 3　位
男子の部 戦鶴 市川家 チェリーズ ときの会
女子の部 AVID KunoriOG・２ 高中女バス

剣　道 10月 9日 ( 祝 )

　 優　勝 準優勝 3　位
小学生低学年男子（4 年生以下） 嶋津　 蓮（屋小 3） 本田 陽翔（屋小 3） 本間 　颯（糠小 3） 木村 海音（高小3）　
小学生低学年女子（4 年生以下） 佐藤 杏菜（糠小 3） 土屋 采希（糠小 3） 　
小学生高学年男子（5・6 年） 伊藤准輝亜（屋小 6） 八巻晋太朗（屋小 6） 伊藤 飛龍（屋小 5）　 　
小学生高学年女子（5・6 年） 山田 心暖（高小 6） 二階堂桃花（屋小 6） 鈴木そのか（糠小 6） 横山 天美（糠小 6）
中学生男子 工藤 康介（高中） 新藤 碧斗（高中） 高橋 匠汰（高中） 高野尾 渓（高中）　
中学生女子 高橋　 花（高中） 斎藤 風花（高中） 大河原瑞稀（高中） 安達五十鈴（高中）　

柔　道 11月12日 (日 )

　 優　勝 準優勝 3　位
無差別 A 坂野　優人 宇佐美隼翔 直島　暖磨
無差別 B 藤田　健吾 梅津　的居 手塚　世羅 平　　善太
無差別 C 後藤　　博 三浦飛勇輝 市川　大和
無差別 D 中川　聖斗 大浦　　響 清水　拓海 　
無差別 E 島津　佳英 阿部百々花 藤田　理沙 平　　乙葉
無差別 F 島津　　葵 秋葉　大典 寒河江翔太 太田　光飛

ソフト

テニス
10月 8日 (日 )

　 優　勝 準優勝 3　位
一般男子 鈴木貴之・吉野孝志 伊藤聡志・佐藤和徳 髙橋陽一・工藤良市 清水悠也・横山虎周
一般女子 甕岡芳子・今久美子 菅井真奈美・山口瑠香 佐藤瑠香・佐藤瑠南 神野桜果・大河原亜美
中学生男子 高橋温太・高梨想大 渡部優輝・竹田星天 齋藤拓海・猪野夢生
中学生女子 安部愛衣加・川瀬真衣 山口愛加・山木美奈 鈴木きらら・加藤優奈 遠藤聖奈・小平雛妥
小学生 中川唯人・山田大凱 阿部萌生・鈴木愛来 蛯名恵吾・長谷川圭太 鈴木小夏・遠藤みく

G・ゴルフ 10月14日 ( 土 )

優　勝 準優勝 3　位
ホールインワン
達成者5名

竹田 八郎（屋代） 田中 芳弘（糠野目） 高橋美和子（高畠）
4　位 5　位 6　位

新関　 正（屋代） 八巻 トク（屋代） 山川 信人（高畠）

サッカー

優　勝 準優勝 3　位
10月15日（日） サッカー 一般の部 高畠高校 FCアヴァンサールジュニアユース
12 月17日（日）

フットサル
一般の部 fc.TIANS FCF

12 月  3日（日） U12の部 デサフィーオ FC レアル アステラーソ高畠FC BLUE デサフィーオFC バルサ
12 月10日（日） U 9 の部 アステラーソ高畠FC U-9 デサフィーオ FC カンテラ

No. 事　　　業　　　名 期　　　日
1 第63回山形県縦断駅伝競走大会 ４月27日（金）~29日（日）

2 第34回高畠町ビーチボール大会 ５月13日（日）

3 体育施設奉仕活動 ６月９日（土）午前6時～

4 介護予防健康体力づくり「そく彩スポーツクラブ」 ６月～11月（第1・3木曜日）

5 元気アップ・体力づくり「Vキッズクラブ」 ６月～11月（第1・3金曜日）

6 第31回ビーチボール山形県大会 ７月８日（日）

7 第21回山形県ジュニア駅伝競走大会 ８月５日（日）

8 第69回高畠ロードレース兼まほろばマラソン大会 ９月16日（日）

9 第54回高畠町総合体育大会総合開会式
国体・県スポ少交流大会壮行式 ９月21日（金）～12月まで

10 山形県少年少女スポーツ交流大会 10月７日（日）

11 第23回ロードリレー大会・体育協会創立70周年記念大会 10月８日（月）体育の日

12 第57回全日本50㎞競歩高畠大会 10月28日（日）

13 高畠町体育協会創立70周年記念事業 11月17日（土）

14 第 35 回山形県女子駅伝競走大会 11月18日（日）

15 第２回高畠町企業対抗ビーチボール大会 11月23日（金）勤労感謝の日

16 第38回高畠町スポーツ少年団交流研修会 １月27日（日）

17 第34回高畠町なわとび大会 ２月９日（土）

18 スポーツ講演会（スポーツ振興事業） ２月

19 第 28 回まほろば旗争奪高畠町中学校剣道錬成大会 ３月21日（木）春分の日

競　技 氏　　名 所　　属 大　会　名（  種　目  ）　 成績

陸　　上

山　田　康　太 南陽東置賜陸協 第 72 回国民体育大会 成年男子10000m競歩 出場
第 70 回山形県陸上競技選手権大会 成年男子5000m競歩（新記録） １位

遠　藤　大　河 仙台大学 第 70 回東北学生陸上競技対校選手権大会 男子４× 400mR １位
第 70 回山形県陸上競技選手権大会 男子４× 100mR １位

大　地　信之介 仙台大学 〃 〃 １位

軟式野球 佐　藤　健　司 公徳会 佐藤病院 天皇賜杯第72回全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント山形県予選会 １位
第 72 回国民体育大会 出場

菅　野　友　広 チームアクセル 高松宮杯第61回全日本軟式野球大会（１部）山形県予選会 １位

フェンシング（団体） 竹　田　悠　里 東京ガーデン FC 第 72 回国民体育大会　成年女子団体サーブル（２位）　成年女子団体フルーレ（８位）荒　井　夏　実 羽山総合建設㈱
クレー射撃 稲　田　　　仁 弘栄設備㈱ 第 72 回国民体育大会 成年スキート個人 出場
ライフル射撃 阿　部　　　洋 バイクセンター川崎 第 72 回国民体育大会 成年男子10mエア・ライフル伏射 出場
グラウンド・ゴルフ 新　関　　　正 高畠町グラウンド・ゴルフ協会 第25回山形県スポーツ・レクリエーション祭 グラウンド・ゴルフ大会 ２位
サッカー 大　野　清　志 置賜 60 第24回東北シニアサッカー選手権大会山形県予選会 １位

バレーボール 高畠町役場
女子バレー部 高畠町役場

平成 29 年度山形県自治労大会 １位
平成 29 年度東北自治労大会 １位
平成 29 年度全国自治労大会 出場

競　技 氏　　名 所　　属 功　　　績

サッカー 加　地　伸　浩 FCアヴァンサール
ジュニアユース

H18 年４月に FCアヴァンサールスポーツ少年団を設立し、代表・監督
に就任。地元和田地区のみならず、町内小学生へのサッカー指導と普
及に関わり、H21 年４月には、サッカーの部活動に所属していない中
学生を対象に FCアヴァンサールジュニアユースを設立。監督として置
賜地区中学生の指導と町内サッカー普及のために広く県内関係者への
PR に尽力された。また、東日本大震災の被害にあったサッカー少年の
練習・活動の場を確保するために交流試合などを企画しながら、『まほ
ろばフット』サッカー大会を毎年開催。被災された、東北３県のサッカー
少年を迎え、本年度は７回目の開催となった。H29 年４月にはアステ
ラーソ高畠 FCを設立し、副代表に就任し現在に至る。

競　技 氏　　名 所　　属 功　　　績

陸　　上 佐　藤　法　明 高畠町
陸上競技協会

町陸上競技協会役員として、長年にわたり県縦断駅伝競走大会・高畠
ロードレース大会・全日本 50km競歩高畠大会などの競技審判に従事
され、大会運営などに尽力されている。

スキー 石　川　政　夫 高畠町
スキークラブ

自己研鑚に努め、SAJ 準指導員資格取得後、クラブ活動はもとより、ジュ
ニアの各種大会に引率指導に尽力し、積極的な指導を図り、また、ク
ラブ運営の活性化に貢献されている。

スキー 渡　邊　常　広 高畠町
スキークラブ

自己研鑚に努め、SAJ 準指導員資格取得後、ジュニアの指導、さらに事
務局として、町民スキー教室の担当責任者として、クラブ活動はもと
より、クラブ内の融和と活性化に貢献されている。

スキー 八　島　加　奈 高畠町
スキークラブ

自己研鑚に努め、SAJ 準指導員資格取得後、事務局会計、県連置賜地区
指導員、資格受験者の指導、クラブ内研修の中心的な役割を担い、ま
たクラブ内の発展に多大な貢献されている。

平成29年度  第 53回高畠町総合体育大会成績一覧

平成30年度 スポーツ関係主な大会・イベント一覧

精励賞

功労賞

殊勲賞 一般の部

一般社団法人  高畠町体育協会
事務局 /高畠町営体育館内
〒992-0351 山形県東置賜郡高畠町大字高畠 435
 TEL/FAX 0238-52-4490   URL.http://taka-tai.jp

あいさつ
平成 29 年度　第 53 回高畠町総合体育大会結果・高畠町体育協会表彰

一般社団法人 高畠町体育協会 会 長   島　津　良　平

　町民の健康づくりと親睦・交流を図るため、体育協会が中心となり高畠町総合体育大会を開催しており
ます。今年度は、９競技に延べ 982 名のご参加を頂き盛況の内に無事終了することができました。
　高畠町総合体育大会にご尽力頂きました関係各位に感謝申し上げます。
　当協会は、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み、県大会以上の大会において団
体３位以上、個人６位入賞以上、東北大会・全国大会に出場した選手を賞賛し表彰しております。
　本年は、第 72 回国民体育大会「えひめ国体」に８競技９名の選手と監督１名を輩出しております。そ
の中で成年女子フェンシングサーブル団体において竹田悠里選手・荒井夏実選手の活躍で見事準優勝を果たされました。また、８月に開催
されたジュニア駅伝競走大会において、女子チームが見事準優勝。また、第 34 回山形県女子駅伝競走大会５区間中３区間を高畠勢が力走し
過去最高タイの３位。詳しくは平成 30 年１月１日発行の「スポーツ高畠No.36」をご覧ください。これら以外にも小中高生の多くの皆さん
が活躍され優秀な成績を収めております。
　今後とも尚一層の精進と活躍に期待しています。
　以下、高畠町総合体育大会の結果成績並びに高畠町体育協会表彰者を掲載いたしますので、お知り合いの選手がおられましたら、是非に
賞賛と激励の声をお掛けいただければとお願い申し上げます。

　表彰式は、平成 30 年 2 月 23 日（金）山形県庁 2階講堂に
て行われました。
　高畠町体育協会より 3名の方々が表彰を受けられました。
　功労賞には、前会長の菊地秀德氏（中）、感謝状には前副会
長の髙橋英助氏（右）、同、齋藤健一氏（左）が受賞されました。
在籍任期中には高畠町スポーツ振興に尽力され、また、豊富な
経験と優れた見識をもって、協会運営をされ、本協会の発展に
貢献されました。
　受賞おめでとうございました。

平成 29年度
公益財団法人山形県体育協会表彰

● 期　　日／ 6月～ 11 月（第 1・第 3木曜日）
● 時　　間／受付 9時 30分～、開会 10時～ 12 時
● 会　　場／高畠町営体育館・他
● 参加資格／おおむね 60歳代～ 75歳男女
● 募集定員／先着 20名　● 参  加  料／ 3000円（安全保険含む）
● 内　　容／体幹、ストレッチング、バランス運動、ニュースポーツ
● 申込方法／電話での申し込みか、直接体育館へお申し込みください。
　　　　　　 申込み締め切り／ 5月 11 日（金）
● お申込み・お問合わせ／一般社団法人 高畠町体育協会（高畠町営体育館内）
　　　　　　　　　　　　 ℡ 52-4490 担当事務局　大浦

● 期　　日／ 6月～ 11 月（第 1・第 3金曜日）
● 時　　間／受付午後 6時 30分～約 1時間程度
● 会　　場／高畠町営体育館　● 参加資格／高畠町の小学 3年生男女
● 募集定員／先着 24名　● 参  加  料／ 3000円（安全保険含む）
● 内　　容／バランス運動、ニュースポーツ
● 申込方法／所定の参加申込書に必要事項をご記入の上
　　　　　　 参加費を添えてお申し込みください。
　　　　　　 申込み締め切り／ 5月 11 日（金）
● お申込み・お問合わせ／一般社団法人 高畠町体育協会（高畠町営体育館内）
　　　　　　　　　　　　 ℡ 52-4490 担当事務局　大浦

参加者
募集 !!

これから健康のために、スポーツを始めたい！やってみたい！
ご友人を誘って、お気軽に参加ください！

スポーツがちょっと苦手でも体を動かすのは好き！
楽しく遊んで体力アップ。小学 3年生大集合！
お友達を誘って、お気軽に参加ください！

一般社団法人 高畠町体育協会



競　技 氏　　名 校　名 学 年 大　会　名（  種　目  ）　※は東北大会出場 成績

陸　　上

中　川　碧　人 二井宿小 ６年
第 33 回 山形県小学生陸上競技大会

男子ジャベリックボール投
 ２位

第６回 東日本都道県小学生陸上競技交流大会 ５位

小　玉　萌　美 屋代小 ６年
第12回蔵王坊平全国・第20回山形県ジュニア駅伝競走大会 第４区（５位） ２位

第25回山形県少年少女スポーツ交流大会 女子 800m ３位

佐　藤　凪　紗 和田小 ５年 〃 ジャベリックボール投 ６位

大　浦　陽奈乃 和田小 ４年 第12回蔵王坊平全国・第20回山形県ジュニア駅伝競走大会 第２区（５位） ２位

佐　藤　　　匠 糠野目小 ６年 第25回山形県少年少女スポーツ交流大会 ジャベリックボール投 ４位

剣　　道

山　田　心　暖 高畠小 ６年
第７回山形県道場小学剣道選手権大会 ６年女子の部 ２位

第 25 回山形県少年少女スポーツ交流大会 少女の部　Aブロック １位

二階堂　桃　花 屋代小 ６年 〃 〃       １位

本　田　真結香 屋代小 ５年 〃 〃      １位

柔　　道

梅　津　昇　波 高畠小 ６年

第6回（公社）山形県柔道整復師会会長杯争奪少年少女柔道大会 男子 6年生の部 １位

〃 団体戦 ※ １位

第 26 回日整全国少年柔道大会 山形県選抜 出場

三　浦　飛勇輝 高畠小 ６年 第6回（公社）山形県柔道整復師会会長杯争奪少年少女柔道大会 団体戦 ※ １位

坂　野　優　人 高畠小 ４年 第 36 回山形県少年柔道大会（全国大会出場）団体戦 １位

梅　津　的　居 高畠小 ３年 〃 〃      １位

後　藤　　　博 和田小 ５年

第 26 回日整全国少年柔道大会 山形県選抜 出場

第6回（公社）山形県柔道整復師会会長杯争奪少年少女柔道大会 男子５年生の部 ２位

〃 団体戦 ※ １位

第 17 回山形県少年健全育成柔道大会 男子５年 45kg 超級 １位

第 14 回全国小学生学年別柔道大会 男子５年 45kg 超級 出場

第 36 回山形県少年柔道大会（全国大会出場）団体戦 １位

平　　　善　太 和田小 ４年
第6回（公社）山形県柔道整復師会会長杯争奪少年少女柔道大会 団体戦 ※ １位

第 36 回山形県少年柔道大会（全国大会出場）団体戦 １位

市　川　暖　大 糠野目小 ５年 〃 〃 １位

藤　田　健　吾 糠野目小 ５年
〃 〃 １位

第6回（公社）山形県柔道整復師会会長杯争奪少年少女柔道大会 団体戦 ※ １位

手　塚　世　羅 糠野目小 ５年 第 36 回山形県少年柔道大会（全国大会出場）団体戦 １位

トランポリン

堀　江　　　柊 高畠小 ５年 第 36 回山形県トランポリン競技選手権大会 Dクラス団体 １位

渡　邉　碧　雪 高畠小 ４年 〃 Cクラス団体 ３位

新　野　莉　凰 高畠小 ２年 〃 Dクラス団体 １位

渡　邉　琴　白 高畠小 １年 〃 Dクラス団体 １位

佐　藤　陽奈乃 二井宿小 ６年
〃 Cクラス個人女子 ※ ３位

〃 Cクラス団体 ３位

布　施　璃　乃 和田小 ６年 〃 Cクラス団体 ３位

アルペンスキー
佐　藤　譲　治 和田小 ４年

第38回蔵王ジュニア総合スキー大会アルペンスラローム 小学３年男子回転 ４位

第 38回蔵王ジュニアジャイアントスラローム大会 小学３年男子大回転 ４位

星　　　蒼之介 糠野目小 ４年 〃 〃 １位

競　技 氏　　名 校　名 学 年 大　会　名（  種　目  ）　 成績
陸上（駅伝） 安　部　日　和 山形城北 ３年 第 36 回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 第６区 出場

陸　　上

安　部　竜　平 米沢中央 ３年 第 68 回山形県高等学校総合体育大会 男子４× 100mR 1 位
横　山　麟茶郎 九里学園高 ２年 第 51 回山形県高等学校新人陸上競技大会 男子 5000m競歩 1位

鈴　木　　　繭 九里学園高 ２年
第 68 回山形県高等学校総合体育大会 女子 5000m競歩 １位
第 51 回山形県高等学校新人陸上競技大会 女子 5000m競歩 １位

高　橋　辰　壽 山形中央 １年 第 70 回山形県陸上競技選手権大会 男子少年 B砲丸投 １位

硬式野球
近　藤　大　成 日大山形 ２年 第 99 回全国高等学校野球選手権山形大会 １位
沼　澤　拓　実 日大山形 ２年 〃 １位
齋　藤　好　誠 日大山形 ２年 〃 １位

ソフトボール 枝　松　美　来 上山明新館 ２年 平成 29 年度山形県高等学校新人体育大会 １位

柔　　道
神　保　朱　李 山形工業 3年

第 67 回東北高等学校柔道大会 女子個人 70kg 級 １位
第 68 回山形県高等学校総合体育大会 女子個人 70kg 級 １位
第 72 回国民体育大会山形県予選会 女子個人 78kg 以下級 １位
第20回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会山形県予選会 女子個人 70kg 級 １位
JOC平成 29 年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 女子個人 70kg 以下級 出場

後　藤　　　仁 羽　　黒 ３年
第 68 回山形県高等学校総合体育大会 男子個人 73kg 級 １位
第 72 回国民体育大会 少年男子 出場

ホッケー 鈴　木　春　菜 米沢商業 1年 平成 29 年度山形県高等学校新人体育大会 ホッケー競技 １位

ライフル射撃 今　野　　　嶺 南　　陽 ３年
第 44 回東北総合体育大会 少年男子10mエア・ライフル立射 １位
第 72 回国民体育大会 少年男子10mエア・ライフル立射 出場

レスリング 阿　部　ちひろ 米沢工業 ２年
第 72 回国民体育大会 女子の部フリースタイル 53kg 級 出場
第 68 回山形県高等学校総合体育大会 女子 52kg 級 １位

フェンシング
揚　妻　海　斗 米沢興譲館 ２年 平成 29 年度山形県高等学校新人体育大会 男子団体 １位
大　浦　幸　太 米沢興譲館 ２年 〃 〃 １位
八　巻　史緒理 米沢興譲館 ２年 〃 女子団体 １位

競　技 氏　　名 学 年 大　会　名（  種　目  ）　※は東北大会出場 成績

陸　　上

鈴　木　郁　磨 ３年 第 57 回 山形県中学校総合体育大会 走高跳 ※  ２位
髙　橋　健　太 ３年 第 63 回全日本中学校通信陸上競技山形県大会 走幅跳 ５位

五十嵐　　　響 2年
第57回山形県中学校総合体育大会 ２年 100m ※ ４位

〃 男子低学年 400mR ５位
第70回山形県中学校陸上競技選手権大会 ２年 100m ２位

市　川　慶　伍 ２年

第 57 回 山形県中学校総合体育大会 共通 800m ６位
第 63 回全日本中学校通信陸上競技山形県大会 共通 800m ６位
第70回山形県中学校陸上競技選手権大会 共通 800m ３位

〃 共通 400m ４位
井　田　柊　平 2年 第 57 回 山形県中学校総合体育大会 男子低学年 400mR ５位
武　田　悠　斗 ２年 第 70 回山形県中学校陸上競技選手権大会 共通 3000m ４位
橋　本　羽　陽 １年 第 57 回山形県中学校総合体育大会 男子低学年 400mR ５位
新　江　渉　夢 １年 〃 男子低学年 400mR ５位
長谷川　　　渚 ３年 〃 共通 100mH ６位

吉　田　百　那 ３年

第 36 回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 第３区 出場
第 57 回山形県中学校総合体育大会 ２・３年 1500m ※ ４位

〃 共通 800m ５位
第 38 回東北中学校陸上競技大会 ２・３年 1500m ７位
第 63 回全日本中学校通信陸上競技山形県大会 ２・３年 800m ２位

〃 共通 1500m ３位
第 54 回山形県通信陸上競技大会 中学女子 400m ２位
第 34 回山形県女子駅伝競走大会 第３区（２位） ３位
第12回蔵王坊平全国・第20回山形県ジュニア駅伝競走大会 第 1区（２位） ２位

會　田　真　央 ３年 〃 第３区 ２位
齋　藤　愛　香 １年 第 63 回全日本中学校通信陸上競技山形県大会 １年 100m ４位

佐　藤　未　空 １年
第 57 回山形県中学校総合体育大会 １年 100m ５位
第 70 回山形県中学校陸上競技選手権大会 共通 200m ２位

渡　部　莉　奈 １年

第 57 回山形県中学校総合体育大会 １年 1500m ※ ２位
第 38 回東北中学校陸上競技大会 １年 1500m ７位
第 63 回全日本中学校通信陸上競技山形県大会 １年 800m ２位
第12回蔵王坊平全国・第20回山形県ジュニア駅伝競走大会 第５区（１位）区間賞 ２位

水泳（飛込） 皆　川　詩　音 ３年

第 57 回山形県中学校総合体育大会 女子３m飛板飛込 １位
〃 女子高飛込 ２位

第 57 回全国中学校水泳競技大会 女子３m飛板飛込

出場
〃 女子高飛込

第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ 女子３m飛板飛込
第 93 回日本選手権水泳競技大会 女子１m飛板飛込

剣　　道

工　藤　康　介 ３年
第 57 回山形県中学校総合体育大会 男子個人 ※ ５位
第 41 回東北中学校剣道大会 男子個人 ５位

大　塚　凜　果 ３年

第 39 回山形県道場少年剣道大会 中学生女子個人 ２位
第 35 回全国道場少年剣道選手権大会 中学生女子個人 出場
第 57 回山形県中学校総合体育大会 女子個人 ※ ５位

〃 女子団体 ※ ２位
髙　橋　　　花 ３年 〃 〃 ※ ２位
鈴　木　いつか ３年 〃 〃 ※ ２位
金　子　夢　生 ３年 〃 〃 ※ ２位
齋　藤　風　花 ２年 〃 〃 ※ ２位
細　越　寿　莉 １年 〃 〃 ※ ２位

卓　　球

大　木　佑　香 ２年 第32回山形県中学校新人体育大会南ブロック大会 女子団体 ２位
中　川　七　海 ２年 〃 〃 ２位
大　浦　萌　花 ２年 〃 〃 ２位
尾　形　瑠　菜 ２年 〃 〃 ２位
後　藤　奈　桜 ２年 〃 〃 ２位
大　竹　希　美 ２年 〃 〃 ２位
佐　藤　のどか ２年 〃 〃 ２位
猪　飼　夏　海 １年 〃 〃 ２位

競　技 氏　　名 学 年 大　会　名（  種　目  ）　※は東北大会出場 成績

柔　　道

太　田　光　飛 ３年 第 57 回山形県中学校総合体育大会 男子個人 90kg 級 ※ ３位

中　川　聖　斗 ２年
第 57 回山形県中学校総合体育大会 男子個人 81kg 級 ※ ２位
第 47 回山形県中学校新人体育大会決勝大会 男子個人 81kg 級 ２位

〃 男子団体 ２位
梅　津　拓　武 ２年 第 47 回山形県中学校新人体育大会決勝大会 男子団体 ２位

大　浦　　　響 ２年
第47回山形県中学校新人体育大会南ブロック大会 男子個人 73kg 級 ３位
第 47 回山形県中学校新人体育大会決勝大会 男子団体 ２位

清　水　拓　海 ２年
〃 男子個人 50kg 級 ３位
〃 男子団体 ２位

末　野　斗茂輝 ２年 〃 〃 ２位
奈　良　晟太朗 ２年 〃 〃 ２位
鈴　木　寿　哉 １年 〃 〃 ２位

島　津　佳　英 ２年
第47回山形県中学校新人体育大会南ブロック大会 女子個人 57kg 級 ３位
第47回山形県中学校新人体育大会決勝大会 女子団体 ３位

阿　部　百々花 １年 〃 女子団体 ３位

市　川　楓　梨 １年
〃 女子個人 48kg 級 ２位
〃 女子団体 ３位

平　　　乙　葉 １年
〃 女子個人 44kg 級 １位
〃 女子団体 ３位

奈　良　萌々香 １年 〃 女子個人 70kg 級 ３位
藤　田　理　沙 １年 〃 女子団体 ３位

アルペンスキー
長谷川　　　奏 ３年 第 38 回蔵王ジュニアジャイアントスラローム大会 中学女子２・３年大回転 ５位
平　吹　雪　羽 １年 第 38回蔵王ジュニア総合スキー大会アルペンスラローム 小学女子６年回転 ６位

★アルペンスキー競技は昨年度の結果になります。

★アルペンスキー競技は昨年度の結果になります。

平成29年度  一般社団法人 高畠町体育協会表彰者

殊勲賞 小学生の部

殊勲賞 高校生の部

殊勲賞 中学生の部



競　技 氏　　名 校　名 学 年 大　会　名（  種　目  ）　※は東北大会出場 成績

陸　　上

中　川　碧　人 二井宿小 ６年
第 33 回 山形県小学生陸上競技大会

男子ジャベリックボール投
 ２位

第６回 東日本都道県小学生陸上競技交流大会 ５位

小　玉　萌　美 屋代小 ６年
第12回蔵王坊平全国・第20回山形県ジュニア駅伝競走大会 第４区（５位） ２位

第25回山形県少年少女スポーツ交流大会 女子 800m ３位

佐　藤　凪　紗 和田小 ５年 〃 ジャベリックボール投 ６位

大　浦　陽奈乃 和田小 ４年 第12回蔵王坊平全国・第20回山形県ジュニア駅伝競走大会 第２区（５位） ２位

佐　藤　　　匠 糠野目小 ６年 第25回山形県少年少女スポーツ交流大会 ジャベリックボール投 ４位

剣　　道

山　田　心　暖 高畠小 ６年
第７回山形県道場小学剣道選手権大会 ６年女子の部 ２位

第 25 回山形県少年少女スポーツ交流大会 少女の部　Aブロック １位

二階堂　桃　花 屋代小 ６年 〃 〃       １位

本　田　真結香 屋代小 ５年 〃 〃      １位

柔　　道

梅　津　昇　波 高畠小 ６年

第6回（公社）山形県柔道整復師会会長杯争奪少年少女柔道大会 男子 6年生の部 １位

〃 団体戦 ※ １位

第 26 回日整全国少年柔道大会 山形県選抜 出場

三　浦　飛勇輝 高畠小 ６年 第6回（公社）山形県柔道整復師会会長杯争奪少年少女柔道大会 団体戦 ※ １位

坂　野　優　人 高畠小 ４年 第 36 回山形県少年柔道大会（全国大会出場）団体戦 １位

梅　津　的　居 高畠小 ３年 〃 〃      １位

後　藤　　　博 和田小 ５年

第 26 回日整全国少年柔道大会 山形県選抜 出場

第6回（公社）山形県柔道整復師会会長杯争奪少年少女柔道大会 男子５年生の部 ２位

〃 団体戦 ※ １位

第 17 回山形県少年健全育成柔道大会 男子５年 45kg 超級 １位

第 14 回全国小学生学年別柔道大会 男子５年 45kg 超級 出場

第 36 回山形県少年柔道大会（全国大会出場）団体戦 １位

平　　　善　太 和田小 ４年
第6回（公社）山形県柔道整復師会会長杯争奪少年少女柔道大会 団体戦 ※ １位

第 36 回山形県少年柔道大会（全国大会出場）団体戦 １位

市　川　暖　大 糠野目小 ５年 〃 〃 １位

藤　田　健　吾 糠野目小 ５年
〃 〃 １位

第6回（公社）山形県柔道整復師会会長杯争奪少年少女柔道大会 団体戦 ※ １位

手　塚　世　羅 糠野目小 ５年 第 36 回山形県少年柔道大会（全国大会出場）団体戦 １位

トランポリン

堀　江　　　柊 高畠小 ５年 第 36 回山形県トランポリン競技選手権大会 Dクラス団体 １位

渡　邉　碧　雪 高畠小 ４年 〃 Cクラス団体 ３位

新　野　莉　凰 高畠小 ２年 〃 Dクラス団体 １位

渡　邉　琴　白 高畠小 １年 〃 Dクラス団体 １位

佐　藤　陽奈乃 二井宿小 ６年
〃 Cクラス個人女子 ※ ３位

〃 Cクラス団体 ３位

布　施　璃　乃 和田小 ６年 〃 Cクラス団体 ３位

アルペンスキー
佐　藤　譲　治 和田小 ４年

第38回蔵王ジュニア総合スキー大会アルペンスラローム 小学３年男子回転 ４位

第 38回蔵王ジュニアジャイアントスラローム大会 小学３年男子大回転 ４位

星　　　蒼之介 糠野目小 ４年 〃 〃 １位

競　技 氏　　名 校　名 学 年 大　会　名（  種　目  ）　 成績
陸上（駅伝） 安　部　日　和 山形城北 ３年 第 36 回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 第６区 出場

陸　　上

安　部　竜　平 米沢中央 ３年 第 68 回山形県高等学校総合体育大会 男子４× 100mR 1 位
横　山　麟茶郎 九里学園高 ２年 第 51 回山形県高等学校新人陸上競技大会 男子 5000m競歩 1位

鈴　木　　　繭 九里学園高 ２年
第 68 回山形県高等学校総合体育大会 女子 5000m競歩 １位
第 51 回山形県高等学校新人陸上競技大会 女子 5000m競歩 １位

高　橋　辰　壽 山形中央 １年 第 70 回山形県陸上競技選手権大会 男子少年 B砲丸投 １位

硬式野球
近　藤　大　成 日大山形 ２年 第 99 回全国高等学校野球選手権山形大会 １位
沼　澤　拓　実 日大山形 ２年 〃 １位
齋　藤　好　誠 日大山形 ２年 〃 １位

ソフトボール 枝　松　美　来 上山明新館 ２年 平成 29 年度山形県高等学校新人体育大会 １位

柔　　道
神　保　朱　李 山形工業 3年

第 67 回東北高等学校柔道大会 女子個人 70kg 級 １位
第 68 回山形県高等学校総合体育大会 女子個人 70kg 級 １位
第 72 回国民体育大会山形県予選会 女子個人 78kg 以下級 １位
第20回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会山形県予選会 女子個人 70kg 級 １位
JOC平成 29 年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 女子個人 70kg 以下級 出場

後　藤　　　仁 羽　　黒 ３年
第 68 回山形県高等学校総合体育大会 男子個人 73kg 級 １位
第 72 回国民体育大会 少年男子 出場

ホッケー 鈴　木　春　菜 米沢商業 1年 平成 29 年度山形県高等学校新人体育大会 ホッケー競技 １位

ライフル射撃 今　野　　　嶺 南　　陽 ３年
第 44 回東北総合体育大会 少年男子10mエア・ライフル立射 １位
第 72 回国民体育大会 少年男子10mエア・ライフル立射 出場

レスリング 阿　部　ちひろ 米沢工業 ２年
第 72 回国民体育大会 女子の部フリースタイル 53kg 級 出場
第 68 回山形県高等学校総合体育大会 女子 52kg 級 １位

フェンシング
揚　妻　海　斗 米沢興譲館 ２年 平成 29 年度山形県高等学校新人体育大会 男子団体 １位
大　浦　幸　太 米沢興譲館 ２年 〃 〃 １位
八　巻　史緒理 米沢興譲館 ２年 〃 女子団体 １位

競　技 氏　　名 学 年 大　会　名（  種　目  ）　※は東北大会出場 成績

陸　　上

鈴　木　郁　磨 ３年 第 57 回 山形県中学校総合体育大会 走高跳 ※  ２位
髙　橋　健　太 ３年 第 63 回全日本中学校通信陸上競技山形県大会 走幅跳 ５位

五十嵐　　　響 2年
第57回山形県中学校総合体育大会 ２年 100m ※ ４位

〃 男子低学年 400mR ５位
第70回山形県中学校陸上競技選手権大会 ２年 100m ２位

市　川　慶　伍 ２年

第 57 回 山形県中学校総合体育大会 共通 800m ６位
第 63 回全日本中学校通信陸上競技山形県大会 共通 800m ６位
第70回山形県中学校陸上競技選手権大会 共通 800m ３位

〃 共通 400m ４位
井　田　柊　平 2年 第 57 回 山形県中学校総合体育大会 男子低学年 400mR ５位
武　田　悠　斗 ２年 第 70 回山形県中学校陸上競技選手権大会 共通 3000m ４位
橋　本　羽　陽 １年 第 57 回山形県中学校総合体育大会 男子低学年 400mR ５位
新　江　渉　夢 １年 〃 男子低学年 400mR ５位
長谷川　　　渚 ３年 〃 共通 100mH ６位

吉　田　百　那 ３年

第 36 回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 第３区 出場
第 57 回山形県中学校総合体育大会 ２・３年 1500m ※ ４位

〃 共通 800m ５位
第 38 回東北中学校陸上競技大会 ２・３年 1500m ７位
第 63 回全日本中学校通信陸上競技山形県大会 ２・３年 800m ２位

〃 共通 1500m ３位
第 54 回山形県通信陸上競技大会 中学女子 400m ２位
第 34 回山形県女子駅伝競走大会 第３区（２位） ３位
第12回蔵王坊平全国・第20回山形県ジュニア駅伝競走大会 第 1区（２位） ２位

會　田　真　央 ３年 〃 第３区 ２位
齋　藤　愛　香 １年 第 63 回全日本中学校通信陸上競技山形県大会 １年 100m ４位

佐　藤　未　空 １年
第 57 回山形県中学校総合体育大会 １年 100m ５位
第 70 回山形県中学校陸上競技選手権大会 共通 200m ２位

渡　部　莉　奈 １年

第 57 回山形県中学校総合体育大会 １年 1500m ※ ２位
第 38 回東北中学校陸上競技大会 １年 1500m ７位
第 63 回全日本中学校通信陸上競技山形県大会 １年 800m ２位
第12回蔵王坊平全国・第20回山形県ジュニア駅伝競走大会 第５区（１位）区間賞 ２位

水泳（飛込） 皆　川　詩　音 ３年

第 57 回山形県中学校総合体育大会 女子３m飛板飛込 １位
〃 女子高飛込 ２位

第 57 回全国中学校水泳競技大会 女子３m飛板飛込

出場
〃 女子高飛込

第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ 女子３m飛板飛込
第 93 回日本選手権水泳競技大会 女子１m飛板飛込

剣　　道

工　藤　康　介 ３年
第 57 回山形県中学校総合体育大会 男子個人 ※ ５位
第 41 回東北中学校剣道大会 男子個人 ５位

大　塚　凜　果 ３年

第 39 回山形県道場少年剣道大会 中学生女子個人 ２位
第 35 回全国道場少年剣道選手権大会 中学生女子個人 出場
第 57 回山形県中学校総合体育大会 女子個人 ※ ５位

〃 女子団体 ※ ２位
髙　橋　　　花 ３年 〃 〃 ※ ２位
鈴　木　いつか ３年 〃 〃 ※ ２位
金　子　夢　生 ３年 〃 〃 ※ ２位
齋　藤　風　花 ２年 〃 〃 ※ ２位
細　越　寿　莉 １年 〃 〃 ※ ２位

卓　　球

大　木　佑　香 ２年 第32回山形県中学校新人体育大会南ブロック大会 女子団体 ２位
中　川　七　海 ２年 〃 〃 ２位
大　浦　萌　花 ２年 〃 〃 ２位
尾　形　瑠　菜 ２年 〃 〃 ２位
後　藤　奈　桜 ２年 〃 〃 ２位
大　竹　希　美 ２年 〃 〃 ２位
佐　藤　のどか ２年 〃 〃 ２位
猪　飼　夏　海 １年 〃 〃 ２位

競　技 氏　　名 学 年 大　会　名（  種　目  ）　※は東北大会出場 成績

柔　　道

太　田　光　飛 ３年 第 57 回山形県中学校総合体育大会 男子個人 90kg 級 ※ ３位

中　川　聖　斗 ２年
第 57 回山形県中学校総合体育大会 男子個人 81kg 級 ※ ２位
第 47 回山形県中学校新人体育大会決勝大会 男子個人 81kg 級 ２位

〃 男子団体 ２位
梅　津　拓　武 ２年 第 47 回山形県中学校新人体育大会決勝大会 男子団体 ２位

大　浦　　　響 ２年
第47回山形県中学校新人体育大会南ブロック大会 男子個人 73kg 級 ３位
第 47 回山形県中学校新人体育大会決勝大会 男子団体 ２位

清　水　拓　海 ２年
〃 男子個人 50kg 級 ３位
〃 男子団体 ２位

末　野　斗茂輝 ２年 〃 〃 ２位
奈　良　晟太朗 ２年 〃 〃 ２位
鈴　木　寿　哉 １年 〃 〃 ２位

島　津　佳　英 ２年
第47回山形県中学校新人体育大会南ブロック大会 女子個人 57kg 級 ３位
第47回山形県中学校新人体育大会決勝大会 女子団体 ３位

阿　部　百々花 １年 〃 女子団体 ３位

市　川　楓　梨 １年
〃 女子個人 48kg 級 ２位
〃 女子団体 ３位

平　　　乙　葉 １年
〃 女子個人 44kg 級 １位
〃 女子団体 ３位

奈　良　萌々香 １年 〃 女子個人 70kg 級 ３位
藤　田　理　沙 １年 〃 女子団体 ３位

アルペンスキー
長谷川　　　奏 ３年 第 38 回蔵王ジュニアジャイアントスラローム大会 中学女子２・３年大回転 ５位
平　吹　雪　羽 １年 第 38回蔵王ジュニア総合スキー大会アルペンスラローム 小学女子６年回転 ６位

★アルペンスキー競技は昨年度の結果になります。

★アルペンスキー競技は昨年度の結果になります。

平成29年度  一般社団法人 高畠町体育協会表彰者

殊勲賞 小学生の部

殊勲賞 高校生の部

殊勲賞 中学生の部



競　技 氏　　名 校　名 学 年 大　会　名（  種　目  ）　※は東北大会出場 成績

陸　　上

中　川　碧　人 二井宿小 ６年
第 33 回 山形県小学生陸上競技大会

男子ジャベリックボール投
 ２位

第６回 東日本都道県小学生陸上競技交流大会 ５位

小　玉　萌　美 屋代小 ６年
第12回蔵王坊平全国・第20回山形県ジュニア駅伝競走大会 第４区（５位） ２位

第25回山形県少年少女スポーツ交流大会 女子 800m ３位

佐　藤　凪　紗 和田小 ５年 〃 ジャベリックボール投 ６位

大　浦　陽奈乃 和田小 ４年 第12回蔵王坊平全国・第20回山形県ジュニア駅伝競走大会 第２区（５位） ２位

佐　藤　　　匠 糠野目小 ６年 第25回山形県少年少女スポーツ交流大会 ジャベリックボール投 ４位

剣　　道

山　田　心　暖 高畠小 ６年
第７回山形県道場小学剣道選手権大会 ６年女子の部 ２位

第 25 回山形県少年少女スポーツ交流大会 少女の部　Aブロック １位

二階堂　桃　花 屋代小 ６年 〃 〃       １位

本　田　真結香 屋代小 ５年 〃 〃      １位

柔　　道

梅　津　昇　波 高畠小 ６年

第6回（公社）山形県柔道整復師会会長杯争奪少年少女柔道大会 男子 6年生の部 １位

〃 団体戦 ※ １位

第 26 回日整全国少年柔道大会 山形県選抜 出場

三　浦　飛勇輝 高畠小 ６年 第6回（公社）山形県柔道整復師会会長杯争奪少年少女柔道大会 団体戦 ※ １位

坂　野　優　人 高畠小 ４年 第 36 回山形県少年柔道大会（全国大会出場）団体戦 １位

梅　津　的　居 高畠小 ３年 〃 〃      １位

後　藤　　　博 和田小 ５年

第 26 回日整全国少年柔道大会 山形県選抜 出場

第6回（公社）山形県柔道整復師会会長杯争奪少年少女柔道大会 男子５年生の部 ２位

〃 団体戦 ※ １位

第 17 回山形県少年健全育成柔道大会 男子５年 45kg 超級 １位

第 14 回全国小学生学年別柔道大会 男子５年 45kg 超級 出場

第 36 回山形県少年柔道大会（全国大会出場）団体戦 １位

平　　　善　太 和田小 ４年
第6回（公社）山形県柔道整復師会会長杯争奪少年少女柔道大会 団体戦 ※ １位

第 36 回山形県少年柔道大会（全国大会出場）団体戦 １位

市　川　暖　大 糠野目小 ５年 〃 〃 １位

藤　田　健　吾 糠野目小 ５年
〃 〃 １位

第6回（公社）山形県柔道整復師会会長杯争奪少年少女柔道大会 団体戦 ※ １位

手　塚　世　羅 糠野目小 ５年 第 36 回山形県少年柔道大会（全国大会出場）団体戦 １位

トランポリン

堀　江　　　柊 高畠小 ５年 第 36 回山形県トランポリン競技選手権大会 Dクラス団体 １位

渡　邉　碧　雪 高畠小 ４年 〃 Cクラス団体 ３位

新　野　莉　凰 高畠小 ２年 〃 Dクラス団体 １位

渡　邉　琴　白 高畠小 １年 〃 Dクラス団体 １位

佐　藤　陽奈乃 二井宿小 ６年
〃 Cクラス個人女子 ※ ３位

〃 Cクラス団体 ３位

布　施　璃　乃 和田小 ６年 〃 Cクラス団体 ３位

アルペンスキー
佐　藤　譲　治 和田小 ４年

第38回蔵王ジュニア総合スキー大会アルペンスラローム 小学３年男子回転 ４位

第 38回蔵王ジュニアジャイアントスラローム大会 小学３年男子大回転 ４位

星　　　蒼之介 糠野目小 ４年 〃 〃 １位

競　技 氏　　名 校　名 学 年 大　会　名（  種　目  ）　 成績
陸上（駅伝） 安　部　日　和 山形城北 ３年 第 36 回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 第６区 出場

陸　　上

安　部　竜　平 米沢中央 ３年 第 68 回山形県高等学校総合体育大会 男子４× 100mR 1 位
横　山　麟茶郎 九里学園高 ２年 第 51 回山形県高等学校新人陸上競技大会 男子 5000m競歩 1位

鈴　木　　　繭 九里学園高 ２年
第 68 回山形県高等学校総合体育大会 女子 5000m競歩 １位
第 51 回山形県高等学校新人陸上競技大会 女子 5000m競歩 １位

高　橋　辰　壽 山形中央 １年 第 70 回山形県陸上競技選手権大会 男子少年 B砲丸投 １位

硬式野球
近　藤　大　成 日大山形 ２年 第 99 回全国高等学校野球選手権山形大会 １位
沼　澤　拓　実 日大山形 ２年 〃 １位
齋　藤　好　誠 日大山形 ２年 〃 １位

ソフトボール 枝　松　美　来 上山明新館 ２年 平成 29 年度山形県高等学校新人体育大会 １位

柔　　道
神　保　朱　李 山形工業 3年

第 67 回東北高等学校柔道大会 女子個人 70kg 級 １位
第 68 回山形県高等学校総合体育大会 女子個人 70kg 級 １位
第 72 回国民体育大会山形県予選会 女子個人 78kg 以下級 １位
第20回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会山形県予選会 女子個人 70kg 級 １位
JOC平成 29 年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 女子個人 70kg 以下級 出場

後　藤　　　仁 羽　　黒 ３年
第 68 回山形県高等学校総合体育大会 男子個人 73kg 級 １位
第 72 回国民体育大会 少年男子 出場

ホッケー 鈴　木　春　菜 米沢商業 1年 平成 29 年度山形県高等学校新人体育大会 ホッケー競技 １位

ライフル射撃 今　野　　　嶺 南　　陽 ３年
第 44 回東北総合体育大会 少年男子10mエア・ライフル立射 １位
第 72 回国民体育大会 少年男子10mエア・ライフル立射 出場

レスリング 阿　部　ちひろ 米沢工業 ２年
第 72 回国民体育大会 女子の部フリースタイル 53kg 級 出場
第 68 回山形県高等学校総合体育大会 女子 52kg 級 １位

フェンシング
揚　妻　海　斗 米沢興譲館 ２年 平成 29 年度山形県高等学校新人体育大会 男子団体 １位
大　浦　幸　太 米沢興譲館 ２年 〃 〃 １位
八　巻　史緒理 米沢興譲館 ２年 〃 女子団体 １位

競　技 氏　　名 学 年 大　会　名（  種　目  ）　※は東北大会出場 成績

陸　　上

鈴　木　郁　磨 ３年 第 57 回 山形県中学校総合体育大会 走高跳 ※  ２位
髙　橋　健　太 ３年 第 63 回全日本中学校通信陸上競技山形県大会 走幅跳 ５位

五十嵐　　　響 2年
第57回山形県中学校総合体育大会 ２年 100m ※ ４位

〃 男子低学年 400mR ５位
第70回山形県中学校陸上競技選手権大会 ２年 100m ２位

市　川　慶　伍 ２年

第 57 回 山形県中学校総合体育大会 共通 800m ６位
第 63 回全日本中学校通信陸上競技山形県大会 共通 800m ６位
第70回山形県中学校陸上競技選手権大会 共通 800m ３位

〃 共通 400m ４位
井　田　柊　平 2年 第 57 回 山形県中学校総合体育大会 男子低学年 400mR ５位
武　田　悠　斗 ２年 第 70 回山形県中学校陸上競技選手権大会 共通 3000m ４位
橋　本　羽　陽 １年 第 57 回山形県中学校総合体育大会 男子低学年 400mR ５位
新　江　渉　夢 １年 〃 男子低学年 400mR ５位
長谷川　　　渚 ３年 〃 共通 100mH ６位

吉　田　百　那 ３年

第 36 回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 第３区 出場
第 57 回山形県中学校総合体育大会 ２・３年 1500m ※ ４位

〃 共通 800m ５位
第 38 回東北中学校陸上競技大会 ２・３年 1500m ７位
第 63 回全日本中学校通信陸上競技山形県大会 ２・３年 800m ２位

〃 共通 1500m ３位
第 54 回山形県通信陸上競技大会 中学女子 400m ２位
第 34 回山形県女子駅伝競走大会 第３区（２位） ３位
第12回蔵王坊平全国・第20回山形県ジュニア駅伝競走大会 第 1区（２位） ２位

會　田　真　央 ３年 〃 第３区 ２位
齋　藤　愛　香 １年 第 63 回全日本中学校通信陸上競技山形県大会 １年 100m ４位

佐　藤　未　空 １年
第 57 回山形県中学校総合体育大会 １年 100m ５位
第 70 回山形県中学校陸上競技選手権大会 共通 200m ２位

渡　部　莉　奈 １年

第 57 回山形県中学校総合体育大会 １年 1500m ※ ２位
第 38 回東北中学校陸上競技大会 １年 1500m ７位
第 63 回全日本中学校通信陸上競技山形県大会 １年 800m ２位
第12回蔵王坊平全国・第20回山形県ジュニア駅伝競走大会 第５区（１位）区間賞 ２位

水泳（飛込） 皆　川　詩　音 ３年

第 57 回山形県中学校総合体育大会 女子３m飛板飛込 １位
〃 女子高飛込 ２位

第 57 回全国中学校水泳競技大会 女子３m飛板飛込

出場
〃 女子高飛込

第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ 女子３m飛板飛込
第 93 回日本選手権水泳競技大会 女子１m飛板飛込

剣　　道

工　藤　康　介 ３年
第 57 回山形県中学校総合体育大会 男子個人 ※ ５位
第 41 回東北中学校剣道大会 男子個人 ５位

大　塚　凜　果 ３年

第 39 回山形県道場少年剣道大会 中学生女子個人 ２位
第 35 回全国道場少年剣道選手権大会 中学生女子個人 出場
第 57 回山形県中学校総合体育大会 女子個人 ※ ５位

〃 女子団体 ※ ２位
髙　橋　　　花 ３年 〃 〃 ※ ２位
鈴　木　いつか ３年 〃 〃 ※ ２位
金　子　夢　生 ３年 〃 〃 ※ ２位
齋　藤　風　花 ２年 〃 〃 ※ ２位
細　越　寿　莉 １年 〃 〃 ※ ２位

卓　　球

大　木　佑　香 ２年 第32回山形県中学校新人体育大会南ブロック大会 女子団体 ２位
中　川　七　海 ２年 〃 〃 ２位
大　浦　萌　花 ２年 〃 〃 ２位
尾　形　瑠　菜 ２年 〃 〃 ２位
後　藤　奈　桜 ２年 〃 〃 ２位
大　竹　希　美 ２年 〃 〃 ２位
佐　藤　のどか ２年 〃 〃 ２位
猪　飼　夏　海 １年 〃 〃 ２位

競　技 氏　　名 学 年 大　会　名（  種　目  ）　※は東北大会出場 成績

柔　　道

太　田　光　飛 ３年 第 57 回山形県中学校総合体育大会 男子個人 90kg 級 ※ ３位

中　川　聖　斗 ２年
第 57 回山形県中学校総合体育大会 男子個人 81kg 級 ※ ２位
第 47 回山形県中学校新人体育大会決勝大会 男子個人 81kg 級 ２位

〃 男子団体 ２位
梅　津　拓　武 ２年 第 47 回山形県中学校新人体育大会決勝大会 男子団体 ２位

大　浦　　　響 ２年
第47回山形県中学校新人体育大会南ブロック大会 男子個人 73kg 級 ３位
第 47 回山形県中学校新人体育大会決勝大会 男子団体 ２位

清　水　拓　海 ２年
〃 男子個人 50kg 級 ３位
〃 男子団体 ２位

末　野　斗茂輝 ２年 〃 〃 ２位
奈　良　晟太朗 ２年 〃 〃 ２位
鈴　木　寿　哉 １年 〃 〃 ２位

島　津　佳　英 ２年
第47回山形県中学校新人体育大会南ブロック大会 女子個人 57kg 級 ３位
第47回山形県中学校新人体育大会決勝大会 女子団体 ３位

阿　部　百々花 １年 〃 女子団体 ３位

市　川　楓　梨 １年
〃 女子個人 48kg 級 ２位
〃 女子団体 ３位

平　　　乙　葉 １年
〃 女子個人 44kg 級 １位
〃 女子団体 ３位

奈　良　萌々香 １年 〃 女子個人 70kg 級 ３位
藤　田　理　沙 １年 〃 女子団体 ３位

アルペンスキー
長谷川　　　奏 ３年 第 38 回蔵王ジュニアジャイアントスラローム大会 中学女子２・３年大回転 ５位
平　吹　雪　羽 １年 第 38回蔵王ジュニア総合スキー大会アルペンスラローム 小学女子６年回転 ６位

★アルペンスキー競技は昨年度の結果になります。

★アルペンスキー競技は昨年度の結果になります。

平成29年度  一般社団法人 高畠町体育協会表彰者

殊勲賞 小学生の部

殊勲賞 高校生の部

殊勲賞 中学生の部



　　　　　　　

　
参加者
募集 !!

種　目 開 催 日 成　　　　　　　績

軟式野球
10月  1日（日）
10月  8日（日）
10月15日（日）

優　勝 セゾンファクトリー
準優勝 Peace

3　位
ルーキーズ
ドリームス

ソフト

ボール
10月  1日（日）

　町　総　体 第49回365歳 阿部杯
優　勝 水神 O.T.A.S.B.C
準優勝 浪江大吉 SSB 弥生町
3　位 島津鈑金 チーム南 金健若者會  高畠シニア

卓　球 11月26日（日）

優　勝 準優勝 3　位
ラージボール 石山 勘一（ONE） 松本　 治（ONE） 鈴木 靖博（KOMORI）
一般男子シングルス 嶋倉　 哲（根岸） 松田 数史（KOMORI）竹田 響綺（米沢中央高）
一般女子シングルス 片桐 碧美（つばさクラブ） 関　 真琳（ONE） 大浦　 愛奈（ONE）
中級シングルス 鈴木 将弥（KOMORI）長谷川真一（まほろばAC） 佐藤 　望（KOMORI）
混合ダブルス 五十嵐淳一・片桐碧美 松田数史・松本幸子 中尾　進・大浦愛奈
アマチュア一般の部 久米 修（屋代スポ保護者会） 井上　雅幾（福沢） 木村正明（屋代スポ保護者会）
小学生シングルス 関　 梨花（ONE) 大浦 悠貴（ONE） 松本 千幸（ONE）
小学生シングルスリベンジトーナメント 高木 侑珠（ONE) 早田 　櫂（ONE） 冨樫 珀翔（ONE）
小学生シングルスビギナーの部 安達 立峰（高畠小 ) 島津 利紀（ONE） 冨樫 菜摘（ONE）
中学生男子シングルス 松本 健太（高畠中） 井上 喬伍（高畠中） 揚妻 伊吹（高畠中）
中学生女子シングルス 大木 佑香（高畠中） 大浦 萌花（高畠中） 後藤 奈桜（高畠中）
中学男子リベンジトーナメント 伊藤　 環（高畠中） 沼沢 優斗（高畠中） 髙木 謙心（高畠中）
中学男子サードトーナメント 大浦あおい（高畠中） 安藤 和音（高畠中） 渡邊 湧葵（高畠中）
中学女子リベンジトーナメント 大竹 希美（高畠中） 中川 七海（高畠中） 高成田 萌（高畠中）
中学女子サードトーナメント 尾形 瑠菜（高畠中） 佐藤のどか（高畠中） 髙木 七美（高畠中）
中学男子団体 高畠中Aチーム 高畠中 Bチーム 高畠中 Cチーム
中学女子団体 高畠中Aチーム 高畠中 Bチーム ONE

バスケット
ボール 10月 8日 (日 )

優　勝 準優勝 3　位
男子の部 戦鶴 市川家 チェリーズ ときの会
女子の部 AVID KunoriOG・２ 高中女バス

剣　道 10月 9日 ( 祝 )

　 優　勝 準優勝 3　位
小学生低学年男子（4 年生以下） 嶋津　 蓮（屋小 3） 本田 陽翔（屋小 3） 本間 　颯（糠小 3） 木村 海音（高小3）　
小学生低学年女子（4 年生以下） 佐藤 杏菜（糠小 3） 土屋 采希（糠小 3） 　
小学生高学年男子（5・6 年） 伊藤准輝亜（屋小 6） 八巻晋太朗（屋小 6） 伊藤 飛龍（屋小 5）　 　
小学生高学年女子（5・6 年） 山田 心暖（高小 6） 二階堂桃花（屋小 6） 鈴木そのか（糠小 6） 横山 天美（糠小 6）
中学生男子 工藤 康介（高中） 新藤 碧斗（高中） 高橋 匠汰（高中） 高野尾 渓（高中）　
中学生女子 高橋　 花（高中） 斎藤 風花（高中） 大河原瑞稀（高中） 安達五十鈴（高中）　

柔　道 11月12日 (日 )

　 優　勝 準優勝 3　位
無差別 A 坂野　優人 宇佐美隼翔 直島　暖磨
無差別 B 藤田　健吾 梅津　的居 手塚　世羅 平　　善太
無差別 C 後藤　　博 三浦飛勇輝 市川　大和
無差別 D 中川　聖斗 大浦　　響 清水　拓海 　
無差別 E 島津　佳英 阿部百々花 藤田　理沙 平　　乙葉
無差別 F 島津　　葵 秋葉　大典 寒河江翔太 太田　光飛

ソフト

テニス
10月 8日 (日 )

　 優　勝 準優勝 3　位
一般男子 鈴木貴之・吉野孝志 伊藤聡志・佐藤和徳 髙橋陽一・工藤良市 清水悠也・横山虎周
一般女子 甕岡芳子・今久美子 菅井真奈美・山口瑠香 佐藤瑠香・佐藤瑠南 神野桜果・大河原亜美
中学生男子 高橋温太・高梨想大 渡部優輝・竹田星天 齋藤拓海・猪野夢生
中学生女子 安部愛衣加・川瀬真衣 山口愛加・山木美奈 鈴木きらら・加藤優奈 遠藤聖奈・小平雛妥
小学生 中川唯人・山田大凱 阿部萌生・鈴木愛来 蛯名恵吾・長谷川圭太 鈴木小夏・遠藤みく

G・ゴルフ 10月14日 ( 土 )

優　勝 準優勝 3　位
ホールインワン
達成者5名

竹田 八郎（屋代） 田中 芳弘（糠野目） 高橋美和子（高畠）
4　位 5　位 6　位

新関　 正（屋代） 八巻 トク（屋代） 山川 信人（高畠）

サッカー

優　勝 準優勝 3　位
10月15日（日） サッカー 一般の部 高畠高校 FCアヴァンサールジュニアユース
12 月17日（日）

フットサル
一般の部 fc.TIANS FCF

12 月  3日（日） U12の部 デサフィーオ FC レアル アステラーソ高畠FC BLUE デサフィーオFC バルサ
12 月10日（日） U 9 の部 アステラーソ高畠FC U-9 デサフィーオ FC カンテラ

No. 事　　　業　　　名 期　　　日
1 第63回山形県縦断駅伝競走大会 ４月27日（金）~29日（日）

2 第34回高畠町ビーチボール大会 ５月13日（日）

3 体育施設奉仕活動 ６月９日（土）午前6時～

4 介護予防健康体力づくり「そく彩スポーツクラブ」 ６月～11月（第1・3木曜日）

5 元気アップ・体力づくり「Vキッズクラブ」 ６月～11月（第1・3金曜日）

6 第31回ビーチボール山形県大会 ７月８日（日）

7 第21回山形県ジュニア駅伝競走大会 ８月５日（日）

8 第69回高畠ロードレース兼まほろばマラソン大会 ９月16日（日）

9 第54回高畠町総合体育大会総合開会式
国体・県スポ少交流大会壮行式 ９月21日（金）～12月まで

10 山形県少年少女スポーツ交流大会 10月７日（日）

11 第23回ロードリレー大会・体育協会創立70周年記念大会 10月８日（月）体育の日

12 第57回全日本50㎞競歩高畠大会 10月28日（日）

13 高畠町体育協会創立70周年記念事業 11月17日（土）

14 第 35 回山形県女子駅伝競走大会 11月18日（日）

15 第２回高畠町企業対抗ビーチボール大会 11月23日（金）勤労感謝の日

16 第38回高畠町スポーツ少年団交流研修会 １月27日（日）

17 第34回高畠町なわとび大会 ２月９日（土）

18 スポーツ講演会（スポーツ振興事業） ２月

19 第 28 回まほろば旗争奪高畠町中学校剣道錬成大会 ３月21日（木）春分の日

競　技 氏　　名 所　　属 大　会　名（  種　目  ）　 成績

陸　　上

山　田　康　太 南陽東置賜陸協 第 72 回国民体育大会 成年男子10000m競歩 出場
第 70 回山形県陸上競技選手権大会 成年男子5000m競歩（新記録） １位

遠　藤　大　河 仙台大学 第 70 回東北学生陸上競技対校選手権大会 男子４× 400mR １位
第 70 回山形県陸上競技選手権大会 男子４× 100mR １位

大　地　信之介 仙台大学 〃 〃 １位

軟式野球 佐　藤　健　司 公徳会 佐藤病院 天皇賜杯第72回全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント山形県予選会 １位
第 72 回国民体育大会 出場

菅　野　友　広 チームアクセル 高松宮杯第61回全日本軟式野球大会（１部）山形県予選会 １位

フェンシング（団体） 竹　田　悠　里 東京ガーデン FC 第 72 回国民体育大会　成年女子団体サーブル（２位）　成年女子団体フルーレ（８位）荒　井　夏　実 羽山総合建設㈱
クレー射撃 稲　田　　　仁 弘栄設備㈱ 第 72 回国民体育大会 成年スキート個人 出場
ライフル射撃 阿　部　　　洋 バイクセンター川崎 第 72 回国民体育大会 成年男子10mエア・ライフル伏射 出場
グラウンド・ゴルフ 新　関　　　正 高畠町グラウンド・ゴルフ協会 第25回山形県スポーツ・レクリエーション祭 グラウンド・ゴルフ大会 ２位
サッカー 大　野　清　志 置賜 60 第24回東北シニアサッカー選手権大会山形県予選会 １位

バレーボール 高畠町役場
女子バレー部 高畠町役場

平成 29 年度山形県自治労大会 １位
平成 29 年度東北自治労大会 １位
平成 29 年度全国自治労大会 出場

競　技 氏　　名 所　　属 功　　　績

サッカー 加　地　伸　浩 FCアヴァンサール
ジュニアユース

H18 年４月に FCアヴァンサールスポーツ少年団を設立し、代表・監督
に就任。地元和田地区のみならず、町内小学生へのサッカー指導と普
及に関わり、H21 年４月には、サッカーの部活動に所属していない中
学生を対象に FCアヴァンサールジュニアユースを設立。監督として置
賜地区中学生の指導と町内サッカー普及のために広く県内関係者への
PR に尽力された。また、東日本大震災の被害にあったサッカー少年の
練習・活動の場を確保するために交流試合などを企画しながら、『まほ
ろばフット』サッカー大会を毎年開催。被災された、東北３県のサッカー
少年を迎え、本年度は７回目の開催となった。H29 年４月にはアステ
ラーソ高畠 FCを設立し、副代表に就任し現在に至る。

競　技 氏　　名 所　　属 功　　　績

陸　　上 佐　藤　法　明 高畠町
陸上競技協会

町陸上競技協会役員として、長年にわたり県縦断駅伝競走大会・高畠
ロードレース大会・全日本 50km競歩高畠大会などの競技審判に従事
され、大会運営などに尽力されている。

スキー 石　川　政　夫 高畠町
スキークラブ

自己研鑚に努め、SAJ 準指導員資格取得後、クラブ活動はもとより、ジュ
ニアの各種大会に引率指導に尽力し、積極的な指導を図り、また、ク
ラブ運営の活性化に貢献されている。

スキー 渡　邊　常　広 高畠町
スキークラブ

自己研鑚に努め、SAJ 準指導員資格取得後、ジュニアの指導、さらに事
務局として、町民スキー教室の担当責任者として、クラブ活動はもと
より、クラブ内の融和と活性化に貢献されている。

スキー 八　島　加　奈 高畠町
スキークラブ

自己研鑚に努め、SAJ 準指導員資格取得後、事務局会計、県連置賜地区
指導員、資格受験者の指導、クラブ内研修の中心的な役割を担い、ま
たクラブ内の発展に多大な貢献されている。

平成29年度  第 53回高畠町総合体育大会成績一覧

平成30年度 スポーツ関係主な大会・イベント一覧

精励賞

功労賞

殊勲賞 一般の部

一般社団法人  高畠町体育協会
事務局 /高畠町営体育館内
〒992-0351 山形県東置賜郡高畠町大字高畠 435
 TEL/FAX 0238-52-4490   URL.http://taka-tai.jp

あいさつ
平成 29 年度　第 53 回高畠町総合体育大会結果・高畠町体育協会表彰

一般社団法人 高畠町体育協会 会 長   島　津　良　平

　町民の健康づくりと親睦・交流を図るため、体育協会が中心となり高畠町総合体育大会を開催しており
ます。今年度は、９競技に延べ 982 名のご参加を頂き盛況の内に無事終了することができました。
　高畠町総合体育大会にご尽力頂きました関係各位に感謝申し上げます。
　当協会は、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み、県大会以上の大会において団
体３位以上、個人６位入賞以上、東北大会・全国大会に出場した選手を賞賛し表彰しております。
　本年は、第 72 回国民体育大会「えひめ国体」に８競技９名の選手と監督１名を輩出しております。そ
の中で成年女子フェンシングサーブル団体において竹田悠里選手・荒井夏実選手の活躍で見事準優勝を果たされました。また、８月に開催
されたジュニア駅伝競走大会において、女子チームが見事準優勝。また、第 34 回山形県女子駅伝競走大会５区間中３区間を高畠勢が力走し
過去最高タイの３位。詳しくは平成 30 年１月１日発行の「スポーツ高畠No.36」をご覧ください。これら以外にも小中高生の多くの皆さん
が活躍され優秀な成績を収めております。
　今後とも尚一層の精進と活躍に期待しています。
　以下、高畠町総合体育大会の結果成績並びに高畠町体育協会表彰者を掲載いたしますので、お知り合いの選手がおられましたら、是非に
賞賛と激励の声をお掛けいただければとお願い申し上げます。

　表彰式は、平成 30 年 2 月 23 日（金）山形県庁 2階講堂に
て行われました。
　高畠町体育協会より 3名の方々が表彰を受けられました。
　功労賞には、前会長の菊地秀德氏（中）、感謝状には前副会
長の髙橋英助氏（右）、同、齋藤健一氏（左）が受賞されました。
在籍任期中には高畠町スポーツ振興に尽力され、また、豊富な
経験と優れた見識をもって、協会運営をされ、本協会の発展に
貢献されました。
　受賞おめでとうございました。

平成 29年度
公益財団法人山形県体育協会表彰

● 期　　日／ 6月～ 11 月（第 1・第 3木曜日）
● 時　　間／受付 9時 30分～、開会 10時～ 12 時
● 会　　場／高畠町営体育館・他
● 参加資格／おおむね 60歳代～ 75歳男女
● 募集定員／先着 20名　● 参  加  料／ 3000円（安全保険含む）
● 内　　容／体幹、ストレッチング、バランス運動、ニュースポーツ
● 申込方法／電話での申し込みか、直接体育館へお申し込みください。
　　　　　　 申込み締め切り／ 5月 11 日（金）
● お申込み・お問合わせ／一般社団法人 高畠町体育協会（高畠町営体育館内）
　　　　　　　　　　　　 ℡ 52-4490 担当事務局　大浦

● 期　　日／ 6月～ 11 月（第 1・第 3金曜日）
● 時　　間／受付午後 6時 30分～約 1時間程度
● 会　　場／高畠町営体育館　● 参加資格／高畠町の小学 3年生男女
● 募集定員／先着 24名　● 参  加  料／ 3000円（安全保険含む）
● 内　　容／バランス運動、ニュースポーツ
● 申込方法／所定の参加申込書に必要事項をご記入の上
　　　　　　 参加費を添えてお申し込みください。
　　　　　　 申込み締め切り／ 5月 11 日（金）
● お申込み・お問合わせ／一般社団法人 高畠町体育協会（高畠町営体育館内）
　　　　　　　　　　　　 ℡ 52-4490 担当事務局　大浦

参加者
募集 !!

これから健康のために、スポーツを始めたい！やってみたい！
ご友人を誘って、お気軽に参加ください！

スポーツがちょっと苦手でも体を動かすのは好き！
楽しく遊んで体力アップ。小学 3年生大集合！
お友達を誘って、お気軽に参加ください！

一般社団法人 高畠町体育協会



　　　　　　　

　
参加者
募集 !!

種　目 開 催 日 成　　　　　　　績

軟式野球
10月  1日（日）
10月  8日（日）
10月15日（日）

優　勝 セゾンファクトリー
準優勝 Peace

3　位
ルーキーズ
ドリームス

ソフト

ボール
10月  1日（日）

　町　総　体 第49回365歳 阿部杯
優　勝 水神 O.T.A.S.B.C
準優勝 浪江大吉 SSB 弥生町
3　位 島津鈑金 チーム南 金健若者會  高畠シニア

卓　球 11月26日（日）

優　勝 準優勝 3　位
ラージボール 石山 勘一（ONE） 松本　 治（ONE） 鈴木 靖博（KOMORI）
一般男子シングルス 嶋倉　 哲（根岸） 松田 数史（KOMORI）竹田 響綺（米沢中央高）
一般女子シングルス 片桐 碧美（つばさクラブ） 関　 真琳（ONE） 大浦　 愛奈（ONE）
中級シングルス 鈴木 将弥（KOMORI）長谷川真一（まほろばAC） 佐藤 　望（KOMORI）
混合ダブルス 五十嵐淳一・片桐碧美 松田数史・松本幸子 中尾　進・大浦愛奈
アマチュア一般の部 久米 修（屋代スポ保護者会） 井上　雅幾（福沢） 木村正明（屋代スポ保護者会）
小学生シングルス 関　 梨花（ONE) 大浦 悠貴（ONE） 松本 千幸（ONE）
小学生シングルスリベンジトーナメント 高木 侑珠（ONE) 早田 　櫂（ONE） 冨樫 珀翔（ONE）
小学生シングルスビギナーの部 安達 立峰（高畠小 ) 島津 利紀（ONE） 冨樫 菜摘（ONE）
中学生男子シングルス 松本 健太（高畠中） 井上 喬伍（高畠中） 揚妻 伊吹（高畠中）
中学生女子シングルス 大木 佑香（高畠中） 大浦 萌花（高畠中） 後藤 奈桜（高畠中）
中学男子リベンジトーナメント 伊藤　 環（高畠中） 沼沢 優斗（高畠中） 髙木 謙心（高畠中）
中学男子サードトーナメント 大浦あおい（高畠中） 安藤 和音（高畠中） 渡邊 湧葵（高畠中）
中学女子リベンジトーナメント 大竹 希美（高畠中） 中川 七海（高畠中） 高成田 萌（高畠中）
中学女子サードトーナメント 尾形 瑠菜（高畠中） 佐藤のどか（高畠中） 髙木 七美（高畠中）
中学男子団体 高畠中Aチーム 高畠中 Bチーム 高畠中 Cチーム
中学女子団体 高畠中Aチーム 高畠中 Bチーム ONE

バスケット
ボール 10月 8日 (日 )

優　勝 準優勝 3　位
男子の部 戦鶴 市川家 チェリーズ ときの会
女子の部 AVID KunoriOG・２ 高中女バス

剣　道 10月 9日 ( 祝 )

　 優　勝 準優勝 3　位
小学生低学年男子（4 年生以下） 嶋津　 蓮（屋小 3） 本田 陽翔（屋小 3） 本間 　颯（糠小 3） 木村 海音（高小3）　
小学生低学年女子（4 年生以下） 佐藤 杏菜（糠小 3） 土屋 采希（糠小 3） 　
小学生高学年男子（5・6 年） 伊藤准輝亜（屋小 6） 八巻晋太朗（屋小 6） 伊藤 飛龍（屋小 5）　 　
小学生高学年女子（5・6 年） 山田 心暖（高小 6） 二階堂桃花（屋小 6） 鈴木そのか（糠小 6） 横山 天美（糠小 6）
中学生男子 工藤 康介（高中） 新藤 碧斗（高中） 高橋 匠汰（高中） 高野尾 渓（高中）　
中学生女子 高橋　 花（高中） 斎藤 風花（高中） 大河原瑞稀（高中） 安達五十鈴（高中）　

柔　道 11月12日 (日 )

　 優　勝 準優勝 3　位
無差別 A 坂野　優人 宇佐美隼翔 直島　暖磨
無差別 B 藤田　健吾 梅津　的居 手塚　世羅 平　　善太
無差別 C 後藤　　博 三浦飛勇輝 市川　大和
無差別 D 中川　聖斗 大浦　　響 清水　拓海 　
無差別 E 島津　佳英 阿部百々花 藤田　理沙 平　　乙葉
無差別 F 島津　　葵 秋葉　大典 寒河江翔太 太田　光飛

ソフト

テニス
10月 8日 (日 )

　 優　勝 準優勝 3　位
一般男子 鈴木貴之・吉野孝志 伊藤聡志・佐藤和徳 髙橋陽一・工藤良市 清水悠也・横山虎周
一般女子 甕岡芳子・今久美子 菅井真奈美・山口瑠香 佐藤瑠香・佐藤瑠南 神野桜果・大河原亜美
中学生男子 高橋温太・高梨想大 渡部優輝・竹田星天 齋藤拓海・猪野夢生
中学生女子 安部愛衣加・川瀬真衣 山口愛加・山木美奈 鈴木きらら・加藤優奈 遠藤聖奈・小平雛妥
小学生 中川唯人・山田大凱 阿部萌生・鈴木愛来 蛯名恵吾・長谷川圭太 鈴木小夏・遠藤みく

G・ゴルフ 10月14日 ( 土 )

優　勝 準優勝 3　位
ホールインワン
達成者5名

竹田 八郎（屋代） 田中 芳弘（糠野目） 高橋美和子（高畠）
4　位 5　位 6　位

新関　 正（屋代） 八巻 トク（屋代） 山川 信人（高畠）

サッカー

優　勝 準優勝 3　位
10月15日（日） サッカー 一般の部 高畠高校 FCアヴァンサールジュニアユース
12 月17日（日）

フットサル
一般の部 fc.TIANS FCF

12 月  3日（日） U12の部 デサフィーオ FC レアル アステラーソ高畠FC BLUE デサフィーオFC バルサ
12 月10日（日） U 9 の部 アステラーソ高畠FC U-9 デサフィーオ FC カンテラ

No. 事　　　業　　　名 期　　　日
1 第63回山形県縦断駅伝競走大会 ４月27日（金）~29日（日）

2 第34回高畠町ビーチボール大会 ５月13日（日）

3 体育施設奉仕活動 ６月９日（土）午前6時～

4 介護予防健康体力づくり「そく彩スポーツクラブ」 ６月～11月（第1・3木曜日）

5 元気アップ・体力づくり「Vキッズクラブ」 ６月～11月（第1・3金曜日）

6 第31回ビーチボール山形県大会 ７月８日（日）

7 第21回山形県ジュニア駅伝競走大会 ８月５日（日）

8 第69回高畠ロードレース兼まほろばマラソン大会 ９月16日（日）

9 第54回高畠町総合体育大会総合開会式
国体・県スポ少交流大会壮行式 ９月21日（金）～12月まで

10 山形県少年少女スポーツ交流大会 10月７日（日）

11 第23回ロードリレー大会・体育協会創立70周年記念大会 10月８日（月）体育の日

12 第57回全日本50㎞競歩高畠大会 10月28日（日）

13 高畠町体育協会創立70周年記念事業 11月17日（土）

14 第 35 回山形県女子駅伝競走大会 11月18日（日）

15 第２回高畠町企業対抗ビーチボール大会 11月23日（金）勤労感謝の日

16 第38回高畠町スポーツ少年団交流研修会 １月27日（日）

17 第34回高畠町なわとび大会 ２月９日（土）

18 スポーツ講演会（スポーツ振興事業） ２月

19 第 28 回まほろば旗争奪高畠町中学校剣道錬成大会 ３月21日（木）春分の日

競　技 氏　　名 所　　属 大　会　名（  種　目  ）　 成績

陸　　上

山　田　康　太 南陽東置賜陸協 第 72 回国民体育大会 成年男子10000m競歩 出場
第 70 回山形県陸上競技選手権大会 成年男子5000m競歩（新記録） １位

遠　藤　大　河 仙台大学 第 70 回東北学生陸上競技対校選手権大会 男子４× 400mR １位
第 70 回山形県陸上競技選手権大会 男子４× 100mR １位

大　地　信之介 仙台大学 〃 〃 １位

軟式野球 佐　藤　健　司 公徳会 佐藤病院 天皇賜杯第72回全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント山形県予選会 １位
第 72 回国民体育大会 出場

菅　野　友　広 チームアクセル 高松宮杯第61回全日本軟式野球大会（１部）山形県予選会 １位

フェンシング（団体） 竹　田　悠　里 東京ガーデン FC 第 72 回国民体育大会　成年女子団体サーブル（２位）　成年女子団体フルーレ（８位）荒　井　夏　実 羽山総合建設㈱
クレー射撃 稲　田　　　仁 弘栄設備㈱ 第 72 回国民体育大会 成年スキート個人 出場
ライフル射撃 阿　部　　　洋 バイクセンター川崎 第 72 回国民体育大会 成年男子10mエア・ライフル伏射 出場
グラウンド・ゴルフ 新　関　　　正 高畠町グラウンド・ゴルフ協会 第25回山形県スポーツ・レクリエーション祭 グラウンド・ゴルフ大会 ２位
サッカー 大　野　清　志 置賜 60 第24回東北シニアサッカー選手権大会山形県予選会 １位

バレーボール 高畠町役場
女子バレー部 高畠町役場

平成 29 年度山形県自治労大会 １位
平成 29 年度東北自治労大会 １位
平成 29 年度全国自治労大会 出場

競　技 氏　　名 所　　属 功　　　績

サッカー 加　地　伸　浩 FCアヴァンサール
ジュニアユース

H18 年４月に FCアヴァンサールスポーツ少年団を設立し、代表・監督
に就任。地元和田地区のみならず、町内小学生へのサッカー指導と普
及に関わり、H21 年４月には、サッカーの部活動に所属していない中
学生を対象に FCアヴァンサールジュニアユースを設立。監督として置
賜地区中学生の指導と町内サッカー普及のために広く県内関係者への
PR に尽力された。また、東日本大震災の被害にあったサッカー少年の
練習・活動の場を確保するために交流試合などを企画しながら、『まほ
ろばフット』サッカー大会を毎年開催。被災された、東北３県のサッカー
少年を迎え、本年度は７回目の開催となった。H29 年４月にはアステ
ラーソ高畠 FCを設立し、副代表に就任し現在に至る。

競　技 氏　　名 所　　属 功　　　績

陸　　上 佐　藤　法　明 高畠町
陸上競技協会

町陸上競技協会役員として、長年にわたり県縦断駅伝競走大会・高畠
ロードレース大会・全日本 50km競歩高畠大会などの競技審判に従事
され、大会運営などに尽力されている。

スキー 石　川　政　夫 高畠町
スキークラブ

自己研鑚に努め、SAJ 準指導員資格取得後、クラブ活動はもとより、ジュ
ニアの各種大会に引率指導に尽力し、積極的な指導を図り、また、ク
ラブ運営の活性化に貢献されている。

スキー 渡　邊　常　広 高畠町
スキークラブ

自己研鑚に努め、SAJ 準指導員資格取得後、ジュニアの指導、さらに事
務局として、町民スキー教室の担当責任者として、クラブ活動はもと
より、クラブ内の融和と活性化に貢献されている。

スキー 八　島　加　奈 高畠町
スキークラブ

自己研鑚に努め、SAJ 準指導員資格取得後、事務局会計、県連置賜地区
指導員、資格受験者の指導、クラブ内研修の中心的な役割を担い、ま
たクラブ内の発展に多大な貢献されている。

平成29年度  第 53回高畠町総合体育大会成績一覧

平成30年度 スポーツ関係主な大会・イベント一覧
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平成 29 年度　第 53 回高畠町総合体育大会結果・高畠町体育協会表彰

一般社団法人 高畠町体育協会 会 長   島　津　良　平

　町民の健康づくりと親睦・交流を図るため、体育協会が中心となり高畠町総合体育大会を開催しており
ます。今年度は、９競技に延べ 982 名のご参加を頂き盛況の内に無事終了することができました。
　高畠町総合体育大会にご尽力頂きました関係各位に感謝申し上げます。
　当協会は、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み、県大会以上の大会において団
体３位以上、個人６位入賞以上、東北大会・全国大会に出場した選手を賞賛し表彰しております。
　本年は、第 72 回国民体育大会「えひめ国体」に８競技９名の選手と監督１名を輩出しております。そ
の中で成年女子フェンシングサーブル団体において竹田悠里選手・荒井夏実選手の活躍で見事準優勝を果たされました。また、８月に開催
されたジュニア駅伝競走大会において、女子チームが見事準優勝。また、第 34 回山形県女子駅伝競走大会５区間中３区間を高畠勢が力走し
過去最高タイの３位。詳しくは平成 30 年１月１日発行の「スポーツ高畠No.36」をご覧ください。これら以外にも小中高生の多くの皆さん
が活躍され優秀な成績を収めております。
　今後とも尚一層の精進と活躍に期待しています。
　以下、高畠町総合体育大会の結果成績並びに高畠町体育協会表彰者を掲載いたしますので、お知り合いの選手がおられましたら、是非に
賞賛と激励の声をお掛けいただければとお願い申し上げます。

　表彰式は、平成 30 年 2 月 23 日（金）山形県庁 2階講堂に
て行われました。
　高畠町体育協会より 3名の方々が表彰を受けられました。
　功労賞には、前会長の菊地秀德氏（中）、感謝状には前副会
長の髙橋英助氏（右）、同、齋藤健一氏（左）が受賞されました。
在籍任期中には高畠町スポーツ振興に尽力され、また、豊富な
経験と優れた見識をもって、協会運営をされ、本協会の発展に
貢献されました。
　受賞おめでとうございました。

平成 29年度
公益財団法人山形県体育協会表彰

● 期　　日／ 6月～ 11 月（第 1・第 3木曜日）
● 時　　間／受付 9時 30分～、開会 10時～ 12 時
● 会　　場／高畠町営体育館・他
● 参加資格／おおむね 60歳代～ 75歳男女
● 募集定員／先着 20名　● 参  加  料／ 3000円（安全保険含む）
● 内　　容／体幹、ストレッチング、バランス運動、ニュースポーツ
● 申込方法／電話での申し込みか、直接体育館へお申し込みください。
　　　　　　 申込み締め切り／ 5月 11 日（金）
● お申込み・お問合わせ／一般社団法人 高畠町体育協会（高畠町営体育館内）
　　　　　　　　　　　　 ℡ 52-4490 担当事務局　大浦

● 期　　日／ 6月～ 11 月（第 1・第 3金曜日）
● 時　　間／受付午後 6時 30分～約 1時間程度
● 会　　場／高畠町営体育館　● 参加資格／高畠町の小学 3年生男女
● 募集定員／先着 24名　● 参  加  料／ 3000円（安全保険含む）
● 内　　容／バランス運動、ニュースポーツ
● 申込方法／所定の参加申込書に必要事項をご記入の上
　　　　　　 参加費を添えてお申し込みください。
　　　　　　 申込み締め切り／ 5月 11 日（金）
● お申込み・お問合わせ／一般社団法人 高畠町体育協会（高畠町営体育館内）
　　　　　　　　　　　　 ℡ 52-4490 担当事務局　大浦

参加者
募集 !!

これから健康のために、スポーツを始めたい！やってみたい！
ご友人を誘って、お気軽に参加ください！

スポーツがちょっと苦手でも体を動かすのは好き！
楽しく遊んで体力アップ。小学 3年生大集合！
お友達を誘って、お気軽に参加ください！

一般社団法人 高畠町体育協会


