
東置賜地区中学校新人体育大会結果 

団体 
野球 

準決勝 対 赤湯中 ４－１ 勝ち 

決 勝 対 沖郷中 １－０ 惜敗  第２位 

 

ソフトボール 

予選リーグ  対 川西中  １２－９ 勝ち（時間制 5 回コールド） 予選 1 位で通過 

決勝トーナメント 準決勝 対 沖郷中・宮内中合同チーム １２－２ 勝ち 

         決 勝 対 １０－６ 勝ち 優 勝 ※県南ブロック大会出場 

 

サッカー 

リーグ戦 一日目 対 宮内中 ４－０ 勝ち 

         対 川西中 ３－０ 勝ち 

     二日目 対 沖郷中 ０－０ 引き分け 

         対 赤湯中 １－３ 惜敗   第３位 

 

ソフトテニス男子 

団体 第２位 

 

ソフトテニス女子 

団体 第２位 ※県南ブロック大会出場 

 

バスケットボール男子 

予選リーグ 対 川西中 ５９－５５ 勝ち 予選１位で通過 

決勝トーナメント 準決勝 対 宮内中 勝ち 

         決 勝 対 川西中 勝ち 優 勝 ※県南ブロック大会出場 

 

 



バスケットボール女子 

リーグ戦 一日目 対 赤湯中 ５０－４９ 勝ち 

対 川西中 ７６－４１ 勝ち 

     二日目 対 宮内中 ６６－５０ 勝ち 全勝優勝 ※県南ブロック大会出場 

 

バレーボール男子 

リーグ戦 一日目  対 沖郷中 ２－０ 勝ち 

          対 赤湯中 ２－０ 勝ち 

     二日目  対 宮内中 ２－０ 勝ち 全勝優勝 ※県南ブロック大会出場 

 

バレーボール女子 

リーグ戦 一日目  対 川西中 ２－０ 勝ち 

          対 赤湯中 ２－０ 勝ち 

     二日目  対 沖郷中 ２－０ 勝ち 

          対 宮内中 ２－０ 勝ち 全勝優勝 ※県南ブロック大会出場 

 

卓球男子 

団体 リーグ戦 対 川西中 ３－２ 勝ち 

        対 宮内中 ３－０ 勝ち 

        対 赤湯中 ３－２ 勝ち  全勝優勝 ※県南ブロック大会出場 

 

卓球女子 

団体 予選 対 赤湯中 ３－１ 勝ち 

   決勝トーナメント 対 沖郷中 惜敗 第３位 

 

柔道男子 

団体 リーグ戦 対 赤湯中 ４－０ 勝ち 

        対 宮内中 ４－１ 勝ち 

        対 川西中 ４－０ 勝ち 全勝優勝 ※県南ブロック大会出場 



柔道女子 

団体 リーグ戦 対 沖郷中 ３－０ 勝ち 

        対 宮内中 ３－０ 勝ち 

        対 赤湯中 ３－０ 勝ち 

対 川西中 ３－０ 勝ち 全勝優勝 ※県南ブロック大会出場 

 

剣道男子 

団体 リーグ戦 対 沖郷中 ４－０ 勝ち 

        対 赤湯中 ３－１ 勝ち 

        対 川西中 ５－０ 勝ち 全勝優勝 ※県南ブロック大会出場 

 

剣道女子 

団体 リーグ戦 対 沖郷中 ４－０ 勝ち 

        対 宮内中 ３－０ 勝ち 

対 川西中 ５－０ 勝ち 全勝優勝 ※県南ブロック大会出場 

 

 

ホッケー女子 

決勝 対 ０－５ 負け 第２位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人 

バドミントン男子 

シングルス 優 勝  中川 輝流 ※県大会出場 

      第２位   佐々 良太 

      第３位   中川 大成  山木 悠斗 

ダブルス  優 勝  岡崎 大馳・皆川 勇翔 組 ※県大会出場 

      第２位   髙梨 晟嘉・渡部 優太 組 

      第３位   安部 聡希・瀧澤 明生 組 

バドミントン女子 

シングルス 優 勝  近野 若奈 ※県大会出場 

      第２位   後藤 羽音 

      第３位   渡部 妃月  中村亜由美 

ダブルス  優 勝  岩松 沙耶・中川まどか 組 ※県大会出場 

      第２位   安達 結和・近野 流風 組 

      第３位   白石 聖奈・堀内 美羽 組   髙梨 純愛・近野 綾菜 組 

 

ソフトテニス男子 

第２位  渡部 優輝・梅津 大河 ペア 

第３位  小下 健太・渡部 龍聖 ペア 

ソフトテニス女子 

第２位  渡部 七菜・縮 彩耶香 ペア 

第３位  鈴木 紫織・平井 胡桃 ペア 

 

卓球男子 

第２位  松本 健太 ※県南ブロック大会出場 

第５位   鈴木 雄哉 ※県南ブロック大会出場 

 

 

 



柔道男子 

５５㎏級 第２位 市川 大和 ※県南ブロック大会出場 

６６㎏級 優 勝 梅津 昇波 ※県南ブロック大会出場 

７３㎏級 優 勝 鈴木 寿哉 ※県南ブロック大会出場 

     第２位 直江 勇哉 ※県南ブロック大会出場 

８１㎏級 優 勝 三浦飛勇輝 ※県南ブロック大会出場 

 

柔道女子 

４０㎏級 第２位 佐藤 光希 ※県南ブロック大会出場 

４４㎏級 優 勝 藤田 理沙 ※県南ブロック大会出場 

     第３位 平吹 雪羽 

４８㎏級 優 勝 平  乙葉 ※県南ブロック大会出場 

５２㎏級 優 勝 市川 楓梨 ※県南ブロック大会出場 

     第２位 阿部百々花 ※県南ブロック大会出場 

６３㎏級 優 勝 大浦 日菜 ※県南ブロック大会出場 

７０㎏級 優 勝 奈良萌々香 ※県南ブロック大会出場 

 

剣道男子 

優 勝 青木 謙斗 ※県南ブロック大会出場 

第２位 髙橋 大斗 ※県南ブロック大会出場 

第３位 伊藤准輝亜 ※県南ブロック大会出場  星野 悠斗 ※県南ブロック大会出場 

第５位 大河原 哲彦 ※県南ブロック大会出場 

剣道女子 

優 勝 細越 寿莉 ※県南ブロック大会出場 

第２位 山田 心暖 ※県南ブロック大会出場 

第３位 管野 心羽 ※県南ブロック大会出場  安達五十鈴 ※県南ブロック大会出場 

第５位 鈴木そのか ※県南ブロック大会出場  佐藤 綾花 ※県南ブロック大会出場 

第５位 横山 天美 ※県南ブロック大会出場   安藤 美咲 ※県南ブロック大会出場 

 



陸上男子 ※置賜地区中学校新人陸上競技大会      県中学陸上競技選手権大会出場権獲得 

１年１００ｍ   第１位 髙橋 遼太  第４位 青木 颯祐  市川虎之介 

２年１００ｍ   第２位 橋本 羽陽  第７位 髙橋 夕青  新江 渉夢 

４００ｍ   第１位 橋本 羽陽  第６位 我妻 勇真  第７位 渡部 京介 

８００ｍ      第２位 小浅 陽佳  第５位 髙橋 陽飛  山木 朋哉 

１５００ｍ     第２位 渡部 広大  第３位 小浅 陽佳 

３０００ｍ     第１位 渡部 広大 

１１０ｍハードル  第２位 近野 辰哉  第５位 武田 優都 

４×１００ｍリレー 第１位 高畠 A 新江 渉夢・橋本 羽陽・髙橋 夕青・髙橋 遼太 

          第３位 高畠 B 青木 颯祐・近野 辰哉・我妻 勇真・伊藤 海風 

走高跳       第４位 伊藤 海風 

走幅跳       第４位 髙橋 夕青  第６位 髙橋 遼太 

砲丸投       第２位 佐藤  拓  第３位 大浦晟太郎  第８位 佐藤  匠 

陸上女子 ※置賜地区中学校新人陸上競技大会      県中学陸上競技選手権大会出場権獲得 

１年１００ｍ   第３位 伊東 美優  髙橋 叶莉 

２年１００ｍ   第１位 齋藤 愛香 

２００ｍ      第１位 佐藤 未空 

８００ｍ      第１位 渡部 莉奈 

１５００ｍ   第１位 渡部 莉奈  第４位 小玉 萌美  梅津  心 

１００ｍハードル  第１位 齋藤 愛香  第２位 佐藤 未空  第６位 宮下 芽生 

４×１００ｍリレー 第１位 高畠 伊東 美優・齋藤 愛香・宮下 芽生・佐藤 未空 

走高跳      第５位 髙橋あずさ 

砲丸投       第３位 佐藤 里弥 

 


