
　　　　　平成２０年度　山形県中学校体育連盟表彰者

１　退任表彰者（表彰規定　第２条　第１項から第７項による）

・吉野　利明

・岡田　　勉

２　県中学校総合体育大会連続優勝（三年連続）・・・・･・・・・・・記念の盾授与

   山形市立第六中学校

   山形市立第六中学校

   鶴岡市立鶴岡第一中学校

３　全国中学校体育大会等入賞（３位以上）・・・・・・･･･・・・・・・表彰状授与

　（１）団体の部

成績 性別 競技名

２位 女 ソフトテニス 鶴岡市立鶴岡第三中学校

２位 男 水球 県選抜

2位 男女 ヨット 鶴岡市立温海中学校

３位 女 水球 県選抜

３位 男 空手　　形 新庄市立日新中学校

　（２）個人の部

成績 性別 競技名 種目・種別 氏名 大会名 学校名

男 ソフトテニス 石塚　祐成・大津　育人 第３９回全国中学校ソフトテニス大会 鶴岡一中

男 スキー 回転 深瀬　和志 第４６回全国中学校スキー大会 山形四中

男 カヌー 　C-2 石川　　駿  ・茂木　奎太　 全国中学生カヌー大会 河北中

男 カヌー   学年別 Ｃ-１ 安達　利貴 全国中学生カヌー大会 西川中

優勝 小林壱德久・小林　拓也

佐藤　貴志・玄地　克行

鈴木  望美 ・小林　優香

阿部　德子・五十嵐　あゆみ

女 ヨット シーホッパー級SR女子 本間　美久子 全国中学校ヨット選手権大会 温海中

女 アーチェリー ３０M30M 鈴木　美憂 全国中学生アーチェリー大会 鶴岡四中

男 カヌー 　C-1 茂木　奎太 全国中学生カヌー大会 河北中

２位 男 ヨット ＯＰ級男子 五十嵐　健人 全国中学校ヨット選手権大会 温海中

女 空手 形 坂上　 愛 全国中学生空手道選手権大会 舟形中

男 剣道 佐藤　 全 第３８回全国中学校剣道大会 山大附中

女 剣道 本間　 茜 第３８回全国中学校剣道大会 遊佐中

女 陸上 １５００ｍ　女子Ｂ 木村　芙有加 第３９回ジュニアオリンピック陸上競技大会 上山南中

３位 男 ヨット シーホッパーSR級男子 佐藤　真也 全国中学校ヨット選手権大会 鶴岡五中

男 カヌー 　C－２ 佐藤 　海・ 安達　利貴 全国中学生カヌー大会 西川中

男 カヌー 　Ｋ－２ 佐藤　貴志・玄地　克行 全国中学生カヌー大会 河北中

女 カヌー WＫ－１ 鈴木　望美 全国中学生カヌー大会 河北中

女 カヌー WＫ－２ 早坂　茜音・後藤　李奈 全国中学生カヌー大会 西川中

早坂　枝里・佐藤　藍

吉田　有里・安達　楓香

会長１期（H２０）　評議員（上山市中体連副会長２期）　陸上専門部長２期

副会長５期（H1６～２０）評議員（山形市中体連会長５期）　サッカー専門部長３期

・高梨　俊廣 評議員（飽海地区中体連副会長２期）　体操・新体操専門部長７期

・古山　茂満

全国中学生空手道選手権大会

第３１回全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会

全国中学校ヨット選手権大会

評議員（西置賜地区中体連会長１期　　副会長４期）

ソフトテニス男子

・東海林　裕

女

評議員（上山市中体連　副会長３期）ソフトボール専門部長８期

第３１回全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会

バレーボール女子

河北中

河北中

カヌー WＫ－４ 全国中学生カヌー大会 河北中

バレーボール男子

大会名

第３９回全国中学校ソフトテニス大会

カヌー

カヌー

　K-4

WK-4

・長谷部　悟 西置賜地区中体連理事長９期

全国中学生カヌー大会

全国中学生カヌー大会

男

女



４　東北中学校体育大会優勝・・・・・・・・・･･･・・・表彰状授与

　（１）団体の部

　　競技名 性別

女

男

女

　（２）個人の部

競技名 性別 種目・種別 氏名 学校

男 ９０kg級 日下部　亮 立川中

女 ７０kg級 後藤亜衣李 山辺中

男 個人 石塚　祐成・大津　育人 鶴岡一中

女 個人 諸橋　花奈・佐藤　里美 鶴岡三中

男 １年　１００ｍ 真木　拓哉 陵西中

男 ２年　１００ｍ 黒田　琢也 山形十中

男 走高跳 村岡　健也 楯岡中

女 ８００ｍ 小野　莉奈 大蔵中

女 １年　１５００ｍ 大谷　美優 遊佐中

女 ４×１００ｍ
五十嵐仁美・齋藤　聖菜
原田　繭　・海藤　瑞絵

神町中

女 自由形　５０ｍ 本間　あかり 鶴岡一中

女 自由形１００ｍ 本間　あかり 鶴岡一中

女 自由形８００ｍ 齋藤　　瑶 藤島中

女 背　泳　２００ｍ 川瀬　愛生 天童三中

女 バタフライ１００ｍ 田沢　友梨 鶴岡四中

女 バタフライ２００ｍ 横川　朝咲 山形一中

女 ４００mリレー
本間あかり ・齋藤　和綺
小池萌菜未・冨樫　郷子

鶴岡一中

男 ＳＬ 小原　健汰 鶴岡一中

女 ９ｋｍリレー
矢島　花恵・石山穂菜美
溝越　綾

最上中

女 ＸＣ３ｋｍフリー 三浦　友維 玉野中

女 ＸＣ３ｋｍクラシカル 有路　杏子 常盤中

相　　撲

スキー

ソフトテニス

陸　　上

水　　泳

学校

鶴岡市立鶴岡第三中学校

鶴岡市立鶴岡第二中学校

柔　　道

ソフトテニス

鶴岡市立鶴岡第一中学校水　　泳


