
種　目　名 優　　勝 ２　　位

1 体　　操 庄内総合

2 ソフトテニス 羽黒 鶴岡中央 鶴岡工業 鶴岡東

3 卓　　球
（飽海地区との合同開催）

鶴岡東 鶴岡工業 酒田光陵 鶴岡高専

4 バスケットボール 羽黒 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 鶴岡南

7 バドミントン 鶴岡工業 鶴岡南 鶴岡高専 羽黒

8 柔　　道
（飽海地区との合同開催）

羽黒 鶴岡高専 鶴岡工業 酒田光陵

9 剣　　道
（飽海地区との合同開催）

酒田光陵 酒田東 鶴岡工業 庄内農業

10 登　　山
最優秀
鶴岡北

優秀
庄内農業

11 弓　　道 鶴岡工業C 鶴岡工業A 鶴岡南

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 鶴岡北 鶴岡高専 庄内農業

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 鶴岡工業A 鶴岡工業B 鶴岡中央A

令和元年度　田川地区高校総体・新人大会
　団体成績一覧

（　男　子　）

３　　位



種　目　名 優　　勝 ２　　位

1 体　　操 鶴岡東

2 新 体 操

3 ソフトテニス 羽黒 鶴岡北 庄内総合・鶴岡高
専合同チーム 鶴岡中央

4 卓　　球
（飽海地区との合同開催）

鶴岡北 鶴岡東 鶴岡南 酒田光陵

5 バスケットボール 鶴岡東 羽黒 鶴岡南

6 バレーボール 羽黒 鶴岡南 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 羽黒 鶴岡東 鶴岡北

9 バドミントン 鶴岡北 鶴岡南 鶴岡中央 羽黒

10 柔　　道
（飽海地区との合同開催）

羽黒 酒田南

11 剣　　道
（飽海地区との合同開催）

鶴岡東 酒田東 酒田西 庄内農業・鶴岡南

12 登　　山 該当なし
優秀

鶴岡北

13 弓　　道 鶴岡北A 鶴岡南A 鶴岡中央A

14 テ ニ ス 鶴岡南 鶴岡北

15 アーチェリー 鶴岡南B 鶴岡南A 鶴岡北

３　　位

（　女　子　）

令和元年度　田川地区高校総体・新人大会
　団体成績一覧



種　　目 種　　別

個人総合 佐々木　健太 庄内総合 古川　廉 庄内総合 本間　江平 庄内総合

ゆ　　か 古川　廉 庄内総合 見附　大綺 庄内総合 本間　江平 庄内総合

あ ん 馬 見附　大綺 庄内総合 佐々木　健太 庄内総合 本間　江平 庄内総合

つ り 輪 佐々木　健太 庄内総合 古川　廉 庄内総合 見附　大綺 庄内総合 本間　江平 庄内総合

跳　　馬 佐々木　健太 庄内総合 古川　廉 庄内総合 見附　大綺 庄内総合

平 行 棒 佐々木　健太 庄内総合 古川　廉 庄内総合 本間　江平 庄内総合

鉄　　棒 佐々木　健太 庄内総合 古川　廉 庄内総合 本間　江平 庄内総合

 斎 須　大 夢  澤　田　吉　広  松　本　詩　生  佐　藤　優　光

 田　代　陽　己  荒　木　　　駿  佐　藤　　　洸  白　幡　冬　馬

シングルス 原井創旦 鶴岡東 髙橋響生 鶴岡東 櫻井倭 鶴岡東 庄司伊吹 酒田光陵

原井創旦 鶴岡東 小松隼人 鶴岡東 藤根大輔 鶴岡東 矢島陸斗

佐藤祐人 櫻井倭 芳賀世蓮 高橋響生

シングルス 五十嵐光海 鶴岡南 安達　哲太 鶴岡工業 土田　享典 鶴岡工業 青桺　健太 鶴岡工業

青桺　健太 安達　哲太 難波　悠作 赤城　海翔

土田　享典 佐藤　嘉晃 鈴木　康弘 渡部　康太

 ６０㎏級 大場　大輝 羽黒 工藤　大夢 羽黒 大川　香一郎 鶴岡中央

 ６６㎏級 大川　秀翔 鶴岡工業 小笠原　楓 鶴岡工業 佐藤　大泰 酒田東 髙橋　千慈 酒田光陵

 ７３㎏級 齋藤　大輔 酒田光陵 元木　智博 鶴岡高専 戸田　楓真 羽黒

 ８１㎏級 原田　流似 羽黒 村井　康輔 鶴岡高専 石川　広太郎 鶴岡工業

 ９０㎏級 佐藤　佑治郎 羽黒 三浦　皇大 鶴岡工業 鈴木　紫雲 羽黒 畑山　滉人 庄内農業

 １００㎏級 清和　愛翔 羽黒 髙橋　晴人 羽黒 朝井　敬大 羽黒 土井　信吾 羽黒

 １００㎏超級 庄司　陸吾 羽黒 上松　大一 羽黒 渡部　拓夢 鶴岡高専 松浦　翔 羽黒

1

2

5

3

バドミントン

体操競技

柔　　道
飽海と合同

個　人

ダブルス

卓　　球
ダブルス

（　男　子　）

令和元年度　田川地区高校総体・新人大会　個人成績一覧

優　　勝

鶴岡北
4

２　　位 ３　　位

鶴岡工業 鶴岡工業 鶴岡工業

ソフトテニス 羽　黒羽　黒 羽　黒羽　黒

鶴岡東



6
剣　　道
飽海と合同

個　　人 石井文貴 酒田光陵 照井啓悟 酒田光陵 阿部賢吾 酒田光陵 佐藤潤也 酒田光陵

7 弓　　道 個　　人 剣持俊希 鶴岡工業 小林健人 鶴岡工業 藤野明道 鶴岡工業

55㎏級トータル 本間寛人 鶴岡工業

61㎏級トータル 榎本凱斗 鶴岡工業 太田大成 鶴岡工業

67㎏級トータル 三浦晶彦 鶴岡工業 佐藤恒誠 庄内総合 叶野響己 庄内総合

73㎏級トータル 齋藤洸人 鶴岡工業 小松　蓮 庄内総合 山内望夢 庄内総合

81㎏級トータル 阿部雄斗 羽黒

89㎏級トータル 庄司裕哉 羽黒

96㎏級トータル 海藤　凪 羽黒

+102㎏級トータル 阿部哉汰 羽黒

シングルス 本間康 鶴岡南 鈴木悠平 鶴岡南 豊倉丈皓 鶴岡北 渡辺友規 鶴岡南

岡部光平 渡辺友規 鈴木悠平 澁谷陸斗

本間康 本間仁 照井康介 宮崎泰成

阿部　陸翔 久保　翼 駒澤　健人

前田　琉夏 丸藤　晴巳 菅原　亜叶夢

玉田　彩人

11 アーチェリー 70mラウンド 本間　剛 鶴岡中央 高橋　舜 鶴岡中央 鈴木　友大 鶴岡工業 澁谷　香 鶴岡南

10

8

9

ヨット ＦＪ級　ソロ

ウエイト
リフティング

テニス
ダブルス

加茂水産 加茂水産 加茂水産

鶴岡南 鶴岡南鶴岡南 鶴岡南



種　　目 種　　別

個人総合 後藤 奈央 鶴岡東 新関 彩乃 鶴岡東 三ツ澤 菜緒 鶴岡東

跳　馬 後藤 奈央 鶴岡東 工藤 夕奈 鶴岡東 度會　紬 鶴岡北

段違平行棒 後藤 奈央 鶴岡東 新関 彩乃 鶴岡東 新舘 美羽 鶴岡東

平均台 新関 彩乃 鶴岡東 後藤 奈央 鶴岡東 三ツ澤 菜緒 鶴岡東

ゆ　か 後藤 奈央 鶴岡東 三ツ澤 菜緒 鶴岡東 新関 彩乃 鶴岡東

個人総合 水口 留菜 庄内総合 清川 杏菜 鶴岡北 齋藤 さくら 鶴岡北

ボール 水口 留菜 庄内総合 清川 杏菜 鶴岡北 齋藤 さくら 鶴岡北

クラブ 水口 留菜 庄内総合 清川 杏菜 鶴岡北 齋藤 さくら 鶴岡北

白幡　喬子 福島　希 三浦　朱璃 矢口　和花

福島　要 小林　美郷 川又　唯 野尻　まあや

シングルス 加藤七菜 酒田東 小島藍 鶴岡北 齋藤夏鈴 鶴岡東 佐藤悠乃 鶴岡北

小島　藍 加藤七菜 髙橋那奈 小野愛佳

佐藤　悠乃 佐藤由衣 齋藤夏鈴 工藤彩夏

シングルス 鈴木　育実 鶴岡北 土門　海音 鶴岡北 佐藤　萌花 羽黒 工藤　柚葉 鶴岡中央

鈴木　育実 今井　瑞葵 内ケ﨑日菜 菅原　杏沙

土門　海音 地神　優奈 石塚　夏実 南葉　萌花

４８㎏級 真田　さち 羽黒 長谷川　美結 羽黒

５２㎏級 鈴木　彩花 羽黒 菅原　澄華 鶴南 五十嵐　汐音 羽黒

５７㎏級 髙梨　美宙 羽黒 遠田　麻衣 羽黒 大山　茜 酒田南

６３㎏級 髙橋　麗 羽黒 佐藤　心音 羽黒

７０㎏級 五十嵐　愛心 羽黒

７８㎏級 五十嵐　優海 羽黒

２　　位 ３　　位

令和元年度　田川地区高校総体・新人大会　個人成績一覧

（　女　子　）

1 体操競技

2 新体操

優　　　勝

羽　黒

5 バドミントン

6
柔　　道
飽海と合同

鶴岡北

4

3

鶴岡中央

ダブルス 酒田東 鶴岡中央

鶴岡北ダブルス

羽　黒

鶴岡東
卓　　球

鶴岡北

羽　黒 羽　黒個　人ソフトテニス

鶴岡南



７８㎏超級 今野　菜那 羽黒 伊藤　楽々 酒田南

7
剣　　道
飽海と合同

個　人 齋藤真椰 庄内農業 池田　鈴 酒田西 佐々木　爽香 鶴岡東 加藤　凪 酒田東

8 弓　　道 個　人 庄司雪乃 鶴岡南 叶野東子 鶴岡南 五十嵐雪乃 鶴岡南

55㎏トータル 中村さつき 羽黒

76㎏トータル 佐藤瑠奈 庄内農業

シングルス 宮田亜音 羽黒 小野寺灯 鶴岡南 鈴木結乃 鶴岡北 加藤悠 鶴岡南

鈴木結乃 小野寺灯 阿部杜花 加藤悠

門脇千紗 遠田真女 阿部奈央 冨樫爽華

11 ヨット LR級　ソロ 髙橋七海 加茂水産 渡會　円 加茂水産

12 アーチェリー ７０ｍラウンド 星野　爽来 鶴岡中央 阿部　安莉 鶴岡南 鈴木　彩生 鶴岡北 鈴木　彩香 鶴岡北

鶴岡北 鶴岡南ダブルス
10 テニス

鶴岡北 鶴岡南

9
ウエイト

リフティング


