
種　目　名 優　　勝 ２　　位

1 体　　操 庄内総合

2 ソフトテニス 羽黒 鶴岡高専 鶴岡東 鶴岡工業

3 卓　　球
（飽海地区との合同開催）

鶴岡東 酒田光陵 酒田東

4 バスケットボール 羽黒 鶴岡工業 酒田南 鶴岡東

5 バレーボール 羽黒 鶴岡工業 鶴岡南

6 サッカー 羽黒 鶴岡東 鶴岡中央

7 バドミントン 鶴岡工業 鶴岡南・北 鶴岡中央

8 柔　　道
（飽海地区との合同開催）

羽黒 鶴岡工業 鶴岡高専 酒田光陵

9 剣　　道
（飽海地区との合同開催）

酒田光陵 鶴岡工業 鶴岡東 酒田東

10 登　　山 鶴岡北（最優秀） 庄内農業（優秀）

11 弓　　道 鶴岡工業Ａ 鶴岡中央Ａ 鶴岡工業Ｂ

12 ウエイトリフティング 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 鶴岡高専

16 アーチェリー 鶴岡南 鶴岡高専 鶴岡中央

平成29年度　田川地区高校新人
　団体成績一覧

（　男　子　）

３　　位

庄内農業・鶴岡工業



種　目　名 優　　勝 ２　　位

1 体　　操

2 新 体 操

3 ソフトテニス 鶴岡北 羽黒 鶴岡中央

4 卓　　球
（飽海地区との合同開催）

鶴岡北 鶴岡東 酒田東 酒田西

5 バスケットボール 羽黒 鶴岡東 鶴岡北 酒田光陵

6 バレーボール 鶴岡東 羽黒 鶴岡北

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 鶴岡南・羽黒 鶴岡中央

10 柔　　道 羽黒 鶴岡南

11 剣　　道
（飽海地区との合同開催）

酒田光陵 酒田東 庄内農業 酒田西

12 登　　山

13 弓　　道 鶴岡南Ａ 鶴岡工業 鶴岡中央Ａ

14 テ ニ ス 鶴岡北 鶴岡南

15 アーチェリー 鶴岡南 鶴岡中央Ａ 鶴岡北

３　　位

（　女　子　）

平成29年度　田川地区高校新人
　団体成績一覧



種　　目 種　　別

個人総合 野坂　周 庄内総合 佐々木　健太 庄内総合 中田　圭哉 庄内総合

ゆか 佐々木　健太 庄内総合 古川　廉 庄内総合 野坂　周 庄内総合

あん馬 佐々木　健太 庄内総合 野坂　周 庄内総合 中田　圭哉 庄内総合

野坂　周 庄内総合

佐々木　健太 庄内総合

跳馬 佐々木　健太 庄内総合 野坂　周 庄内総合 中田　圭哉 庄内総合

平行棒 中田　圭哉 庄内総合 野坂　周 庄内総合 古川　廉 庄内総合

鉄棒 野坂　周 庄内総合 中田　圭哉 庄内総合 佐々木　健 庄内総合

根本　拓哉 旭　　笑 大越　滉大 澤田　吉広

齋藤　龍二 齋藤　大樹 小杉　陵悟 荒木　駿

シングルス 星　翔太 鶴岡東 中橋　敬人 鶴岡東 佐藤　祐人 鶴岡東 原井　創旦 鶴岡東

シングルス 安達大眞 鶴岡工業 中鉢　譲 鶴岡工業 五十嵐光海 鶴岡南 五十嵐功一 鶴岡工業

五十嵐　功一 安達　大眞 門脇　浩志 井上　翔太

中鉢　譲 佐藤　輝樹 山口　尊義 佐々木　蓮

 ６０㎏級 菅原 龍 加茂水産 大場 大輝 羽黒

 ６６㎏級 大瀧 浩崇 羽黒 齋藤 大輔 酒田光陵 畑山 滉人 庄内農業

 ７３㎏級 佐藤 凜太郎 羽黒 阿部 皇介 鶴岡工業 門脇 智大 鶴岡高等 小林 稀那也 羽黒

 ８１㎏級 佐藤 佑治郎 羽黒 佐々木 主浩 酒田南 齋藤 優輝 鶴岡高等

 ９０㎏級 遠藤 楓 羽黒 清和 愛翔 羽黒 川島 優史 酒田光陵 三浦 皇大 鶴岡工業

 １００㎏級 辻 颯斗 羽黒 土井 信吾 羽黒 大滝 政勝 鶴岡中央 土門 謙心 酒田光陵

 １００㎏超級 荒木　稔喜 鶴岡工業

6
剣　　道
飽海と合同

個　　人 皆川　直樹 酒田光陵 遠藤　零 酒田光陵 白崎　桃汰 酒田光陵 宇田　照史 庄内農業

7 弓　　道 個　　人 宮澤　亮翔 鶴岡中央 菅原　秀太 鶴岡工業 今野　壮 鶴岡工業

53㎏級トータル 佐藤　世成 庄内総合

56㎏級トータル 小野寺　海音 鶴岡工業 澁谷　日奈人 庄内農業

62㎏級トータル 叶野　龍聖 庄内農業 叶野　響己 庄内総合 三浦　晶彦 鶴岡工業

69㎏級トータル 鈴木　健太 庄内総合 山内　望夢 庄内総合

77㎏級トータル 佐藤　恒誠 庄内総合

85㎏級トータル

シングルス 宮田　純也 鶴岡工業 渡部　豪 鶴岡南 薄葉　崚 鶴岡高専 池田　歩真 鶴岡南

渡部　豪 高橋　優 薄葉　崚 照井　康介

池田　歩真 五戸　壮汰 大場　春希 鈴木　悠平

10 ヨット レーザーラジアル級 宮　健士朗 加茂水産 今井　輝星 加茂水産 阿倍　陸翔 加茂水産

11 アーチェリー 70mラウンド 吹野　優太 鶴岡南 照井　翔太 鶴岡工業 菅原　竜希 鶴岡中央

つり輪 中田　圭哉 庄内総合

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 鶴岡高専 鶴岡南

羽黒 羽黒 羽黒

鶴岡南 庄内農業

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29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 水口　留菜 庄内総合 齋藤　杏華 鶴岡南 釼持　舞桜 鶴岡北

リボン 水口　留菜 庄内総合 釼持　舞桜 鶴岡北 齋藤　杏華 鶴岡南

フープ 水口　留菜 庄内総合 齋藤　杏華 鶴岡南 清川　杏菜 鶴岡北

三浦　朱璃 齋藤　静 斎藤　美憂 石井　杏奈

福島　要 佐藤　白花 後藤　杏子 池添　佳歩

シングルス 原　夢夏 鶴岡東 伊藤　莉愛 鶴岡北 小島　藍 鶴岡北 佐藤　芹香 鶴岡東

シングルス 野口　綾音 鶴岡北 佐藤　萌花 羽黒 佐藤　萌々花 鶴岡北 阿部　捺未 鶴岡北

野口　綾音 木村　星菜 遠藤　有華 佐藤　彩香

佐藤　萌々花 小林　美海 齋藤　綾乃 門脇　理子

４８㎏級 安部 亜紀 羽黒 真田 さち 羽黒

５２㎏級 鈴木 彩花 羽黒 菅原 澄華 鶴岡南 松本 凌 酒田光陵

５７㎏級 寒河江 玲奈 羽黒 久保田 真由 羽黒 鈴木 七海 鶴岡南

６３㎏級 工藤 彩加 羽黒 遠田 麻衣 羽黒

７０㎏級 髙橋　麗 羽黒

７８㎏級 五十嵐　優海 羽黒

７８㎏超級 伊藤　桃菜 羽黒

7
剣　　道

飽海と合同
個　人 井出　心愛 鶴岡東 高橋　京花 酒田光陵 佐藤　春奈 酒田東 佐藤　史菜 酒田東

8 弓　　道 個　人 佐藤　夏希 鶴岡南 菅原　綾乃 鶴岡工業 奧山　舞 鶴岡中央

58㎏トータル

63㎏トータル 髙橋　凜 羽黒 佐藤　あいか 鶴岡工業

シングルス 石塚　愛里 鶴岡北 鈴木　結乃 鶴岡北 佐藤　優芽乃 鶴岡北 齋藤　暖華 鶴岡北

石塚　愛里 齋藤　暖華 遠田　陽菜 倉金　あやか

佐藤　優芽乃 芦野　瑠那 岡部　成美 後藤　明日香

高橋　七海

渡会　円

12 アーチェリー ７０ｍラウンド 佐藤　未凪海 鶴岡中央 阿部　詩野 鶴岡北 仲澤　朝夏 鶴岡南

加茂水産ＦＪ級ヨット11

鶴岡中央 鶴岡中央

鶴岡北 鶴岡北 鶴岡南ダブルス

鶴岡中央

4 卓　　球

鶴岡北

鶴岡南

優　　　勝 ２　　位 ３　　位

羽黒 鶴岡北 羽黒 羽黒個　人

5 バドミントン
ダブルス

3 ソフトテニス

（　女　子　）

1 体操競技

2 新体操

平成２９年度　田川地区高校新人　個人成績一覧

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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