
種　目　名 優　　勝 ２　　位

1 体　　操 庄内総合 鶴岡工

2 ソフトテニス 羽黒 鶴岡高専 鶴岡工業 鶴岡南

3 卓　　球
（飽海地区との合同開催）

鶴岡東 酒田光陵 酒田東 鶴岡中央

4 バスケットボール 羽黒 酒田南 鶴岡東 鶴岡工業

5 バレーボール 羽黒 鶴岡工業 鶴岡南

6 サッカー 鶴岡東 羽黒 鶴岡工業

7 バドミントン 鶴岡工業 鶴岡高専 鶴岡中央

8 柔　　道
（飽海地区との合同開催）

羽黒 鶴岡工業 酒田光陵 鶴岡中央

9 剣　　道
（飽海地区との合同開催）

酒田光陵 庄内農業 鶴岡東 酒田東

優秀
鶴岡工業

優秀
鶴岡北

11 弓　　道 鶴岡工業Ａ 鶴岡南Ｂ 鶴岡中央Ａ

12 ウエイトリフティング 鶴岡工業 羽黒 庄内総合

13 テ　ニ　ス 鶴岡南 鶴岡高専

14 ヨ　ッ　ト 加茂水産

15 ラグビーフットボール 鶴岡工業高校 鶴岡高専

16 アーチェリー 鶴岡工業Ａ 鶴岡南 鶴岡工業Ｂ

平成28年度　田川地区高校新人
　団体成績一覧

（　男　子　）

３　　位

10 登　　山
最優秀

庄内農業



種　目　名 優　　勝 ２　　位

1 体　　操

2 新 体 操

3 ソフトテニス 羽黒 鶴岡北 鶴岡中央 鶴岡工業

4 卓　　球
（飽海地区との合同開催）

鶴岡東 鶴岡北 酒田西 酒田光陵

5 バスケットボール 鶴岡東 酒田光陵 鶴岡北 酒田東

6 バレーボール 羽黒 鶴岡北 鶴岡東

7 サッカー 鶴岡東 鶴岡北 鶴岡中央

8 ソフトボール 鶴岡東 羽黒 鶴岡北

9 バドミントン 鶴岡北 鶴岡中央 鶴岡南

10 柔　　道 羽黒

11 剣　　道
（飽海地区との合同開催）

酒田東 酒田光陵 庄内農業 鶴岡東

12 登　　山
優秀

鶴岡北

13 弓　　道 鶴岡南Ａ 鶴岡中央Ａ 鶴岡北Ａ

14 テ ニ ス 鶴岡南 鶴岡北

15 アーチェリー 鶴岡北 鶴岡中央Ｂ 鶴岡中央Ａ

３　　位

（　女　子　）

平成28年度　田川地区高校新人
　団体成績一覧



種　　目 種　　別

個人総合 亀山　雄矢 庄内総合 藤井　優貴 庄内総合 港谷　太一 庄内総合

ゆか 藤井　優貴　 庄内総合 港谷　太一 庄内総合 榎本　拓夢 庄内総合

あん馬 中田　圭哉　 庄内総合 鈴木　翔冴 庄内総合 亀山　雄矢 庄内総合

つり輪 港谷　太一　 庄内総合 亀山　雄矢 庄内総合 榎本　拓夢 庄内総合

跳馬 亀山　雄矢 庄内総合 藤井　優貴 庄内総合 榎本　拓夢 庄内総合

平行棒 亀山　雄矢 庄内総合 港谷　太一 庄内総合 佐々木　紫音 庄内総合

鉄棒 亀山　雄矢 庄内総合 佐々木　紫音 庄内総合 藤井　優貴 庄内総合

村田　優 金子　凌 渡辺　翔大 根本　拓哉

渡邊　直生 佐藤　大和 田中　流石 齋藤　大樹

シングルス 中橋　敬人 鶴岡東 星　翔太 鶴岡東 窪　龍司 鶴岡東 加藤　優一 鶴岡東

シングルス 高橋　宏介 鶴岡工業 佐藤　総飛 鶴岡工業 安達　大眞 鶴岡工業 中鉢　譲 鶴岡工業

安達　大眞 佐藤　総飛 中鉢　譲 伊藤　躍人

佐藤　輝樹 高橋　宏介 五十嵐　功一 井上　翔太

 ６０㎏級 長南　龍之介 羽黒 大瀧　浩崇 羽黒 伊藤　広樹 鶴岡工業 齋藤　颯人 鶴岡工業

 ６６㎏級 尾形　隆之介 羽黒 加藤　伶 羽黒 河井　良那 羽黒 阿部　信紀 鶴岡中央

 ７３㎏級 後藤　仁 羽黒 阿部　皇介 鶴岡工業 佐藤　凜太郎 羽黒 工藤　光陽 羽黒

 ８１㎏級 遠藤　楓 羽黒 佐藤　吉彦 羽黒 高橋　征大 酒田光陵 大井　寅也 酒田光陵

 ９０㎏級 工藤　大河 酒田東 齋藤　直人 酒田光陵 井上　翔太 鶴岡高専 大滝　政勝 鶴岡中央

 １００㎏級 五十嵐　優人 羽黒

 １００㎏超級 荒木　稔喜 鶴岡工業 小林　大介 羽黒 佐藤　悠誠 鶴岡中央 宮野　健太郎 鶴岡工業

6
剣　　道
飽海と合同

個　　人 小松　聖 酒田光陵 佐藤崇人 酒田光陵 鈴木勇真 庄内農業 皆川直樹 酒田光陵

7 弓　　道 個　　人 佐藤　青空 鶴岡工業 田嶋　勇人 鶴岡工業 齋藤大毅 鶴岡南

53㎏級トータル 山下　和冴 鶴岡工業 佐藤　世成 庄内総合

56㎏級トータル 石川　慎太郎 鶴岡工業 叶野　龍聖 庄内農業

62㎏級トータル 鈴木　健太 庄内総合

69㎏級トータル 田宮　吏稀 羽黒 髙橋　賞 鶴岡工業 五十嵐　勇 庄内総合

77㎏級トータル 真田　龍汰 羽黒 齋藤　直樹 鶴岡工業

85㎏級トータル 佐藤　拓海 羽黒

シングルス 宮田　友希 鶴岡高専 渡部　豪 鶴岡南 齋藤　友貴 鶴岡南 齋藤　秀平 鶴岡南

齋藤　友貴 宮田　友希 渡部　豪 阿部　僚一郎

齋藤　匠 齋藤　翔陛 齋藤　秀平 村岡　直義

10 ヨット レーザーラジアル級 猪狩　祐樹 加茂水２ 宮　健士朗 加茂水１ 今井　輝星 加茂水１

11 アーチェリー 70mラウンド 石川　竜也 鶴岡南 小池　悠哉 鶴岡工業Ａ 佐藤　久伸 鶴岡工業Ａ

テニス

2 ソフトテニス

卓　　球3

9

4

5
柔　　道
飽海と合同

ダブルス 鶴岡南 鶴岡南

羽黒 羽黒 羽黒

鶴岡南 鶴岡高専

優　　勝 ２　　位

8
ウエイト

リフティング

ダブルス

個　人

バドミントン

体操競技

３　　位

平成２８年度　田川地区高校新人　個人成績一覧

鶴岡工業 鶴岡工業 鶴岡工業 鶴岡工業

羽黒

（　男　子　）

1



種　　目 種　　別

個人総合 渡會　奏 鶴岡北

跳馬 渡會　奏 鶴岡北

段違平行棒 渡會　奏 鶴岡北

平均台 渡會　奏 鶴岡北

ゆか 渡會　奏 鶴岡北

個人総合 剱持　舞桜 鶴岡北 庄司　二千華 鶴岡北 渡部　麻衣 鶴岡北

リボン 剱持　舞桜 鶴岡北 庄司　二千華 鶴岡北 渡部　麻衣 鶴岡北

フープ 庄司　二千華 鶴岡北 剱持　舞桜 鶴岡北 渡部　麻衣 鶴岡北

石井　日菜 藤原　あずさ 本多　真奈 藤原　なるみ

池添　佳歩 石井　杏奈 上野　海蘭 後藤　杏子

シングルス 原　夢夏 鶴岡東 須田　歩実 鶴岡東 佐藤　桃可 鶴岡東 佐藤　芹香 鶴岡東

シングルス 鈴木　野々 鶴岡北 牧　優花 鶴岡北 玉川　花音 鶴岡工業 櫻井　紗和 鶴岡北

牧　優花 櫻井　紗和 千葉　直子 石川　佳奈

鈴木　野々 野口　綾音 小林　凪咲 遠藤　有華

４８㎏級 安部　亜紀 羽黒 吉田　琴乃 鶴岡高専

５２㎏級 安部　佳奈 羽黒 鈴木　七海 鶴岡南

５７㎏級 寒河江　玲奈 羽黒 太田　萌佳 羽黒

６３㎏級 小野　黎 羽黒 工藤　彩加 羽黒 松本　凌 酒田光陵 太田　歩佳 鶴岡中央

７０㎏級 富樫　樹菜 羽黒 庄司　奈々 加茂水産

７８㎏級 大滝　由瑞 羽黒

７８㎏超級 今野　亜美 羽黒 伊藤　桃菜 羽黒

7
剣　　道

飽海と合同
個　人 風間美月 酒田東 堀　真子 酒田光陵 阿部羽奏 酒田東 中津彩香 酒田光陵

8 弓　　道 個　人 小松　千亜希 鶴岡南 剱持　梓 鶴岡北 成澤　歩実 鶴岡南

58㎏トータル 髙橋　凜 羽黒

シングルス 今井　沙寿 鶴岡南 鈴木　芽衣 鶴岡北 佐藤　亜美 鶴岡北 小野寺　瞳 鶴岡北

丸山　和華 佐藤　亜美 遠田　陽菜 後藤　詩織

今井　沙寿 鈴木　芽衣 岡部　成美 阿部　希春

11 アーチェリー ７０ｍラウンド 伊藤　紅華 鶴岡北 鎌田　真未 鶴岡南Ｂ 長谷川　千咲 鶴岡中央Ａ

鶴岡北 鶴岡南 鶴岡中央

4 卓　　球

鶴岡南 鶴岡北 鶴岡南 鶴岡南

優　　　勝 ２　　位 ３　　位

羽黒 羽黒 羽黒 羽黒個　人

5 バドミントン
ダブルス

3 ソフトテニス

鶴岡北

（　女　子　）

1 体操競技

2 新体操

平成２８年度　田川地区高校新人　個人成績一覧

ダブルス

6
柔　　道

飽海と合同

9
ウエイト

リフティング

10 テニス
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