
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 １１－４ 勝ち（6 回コールド） 

決 勝 対 沖郷中 １０－５ 勝ち 優勝 県南ブロック大会出場権獲得 

 

ソフトボール 

予選リーグ 対 宮内中 １４－８  勝ち 

      対 赤湯中  ３－１５ 惜敗 予選リーグ第２位で決勝トーナメント出場 

決勝トーナメント 準決勝 対 川西中 １－３１ 惜敗 第３位 

 

サッカー 

リーグ戦 一日目 対 沖郷中 ０－２ 惜敗 

         対 川西中 ７－０ 勝ち 

     二日目 対 赤湯中 ５－０ 勝ち 

         対 宮内中 ９－０ 勝ち 第２位 県南ブロック大会出場権獲得 

 

ソフトテニス男子 

団体 対 宮内中 １－２ 惜敗 

   対 赤湯中 ２－１ 勝ち 第２位 

 

ソフトテニス女子 

団体 対 川西中 １－２ 惜敗 

   対 赤湯中 ３－０ 勝ち 

   対 宮内中 ０－３ 惜敗 第３位 

 

ホッケー 

対 川西中 ０－４ 惜敗 第２位 

 

 



バスケットボール男子 

予選リーグ  対 沖郷中 ４４－４１ 予選リーグ第１位で決勝トーナメント出場 

決勝トーナメント 準決勝 対 川西中 ３０－６０ 惜敗 第３位 

 

バスケットボール女子 

予選リーグ戦  対 赤湯中 ６２－２８ 勝ち 

        対 宮内中 ４２－５９ 惜敗 予選リーグ第２位で決勝トーナメント出場 

決勝トーナメント 準決勝 対 川西中  ９３－５２ 勝ち 

          決勝 対 宮内中  ４１－７３ 惜敗 第２位 県南ブロック大会出場権獲得 

 

バレーボール男子 

リーグ戦 一日目  対 沖郷中  ２－０ 勝ち 

     二日目  対 宮内中  ２－０ 勝ち 

          対 赤湯中  ０－２ 惜敗 第２位 県南ブロック大会出場権獲得 

 

バレーボール女子 

リーグ戦 一日目  対 赤湯中  ２－０ 勝ち 

          対 宮内中  ２－０ 勝ち 

     二日目  対 川西中  ０－２ 惜敗 

          対 沖郷中  ０－２ 惜敗 第３位 

 

卓球男子 

リーグ戦 対 赤湯中 ３－２ 

     対 沖郷中 ３－０ 

     対 川西中 ３－０  優勝 県南ブロック大会出場権獲得 

 

卓球女子 

リーグ戦 対 宮内中 ３－０ 

     対 沖郷中 ３－１ 

     対 赤湯中 ３－０ 優勝 県南ブロック大会出場権獲得 



柔道男子 

団体 リーグ戦 対 赤湯中  ５－０ 勝ち 

        対 沖郷中  ４－１ 勝ち 

        対 川西中  ５－０ 勝ち 優勝 県南ブロック大会出場権獲得 

 

剣道男子 

団体 リーグ戦 対 沖郷中  ２－１ 勝ち 

        対 川西中  ５－０ 勝ち 優勝 県南ブロック大会出場権獲得 

 

剣道女子 

団体 リーグ戦 対 宮内中  ４－０ 勝ち 

        対 川西中  ３－１ 勝ち 

対 沖郷中  ２－０ 勝ち 

対 赤湯中  ２－２ 本数勝ち 優勝 県南ブロック大会出場権獲得 

 

個人 
バドミントン男子 

シングルス 優 勝  髙梨 晟彰 ※県大会出場権獲得 

      第２位   佐藤 煌太 

      第３位   中川 彰人  遠藤 聖崇 

ダブルス  優 勝  佐々 心太・髙橋 陽葵 組 ※県大会出場権獲得 

      第２位  後藤 廣哉・秋葉 直人 組 

      第３位   増田 渉人・數馬 龍汰 組 

 

バドミントン女子 

シングルス 優 勝  橋本  紗 ※県大会出場権獲得 

      第２位   今井 陽詩 

      第３位   佐藤 綾音 佐藤 千梛 

ダブルス  優 勝  山口 玲奈・福原 咲妃 組 ※県大会出場権獲得 

      第２位   堀内 優空・石澤茉奈実 組 



ソフトテニス男子 

第２位 髙橋 諒冴・西方 春翔ペア 

第３位 大浦 斗真・伊藤 結斗ペア 

 

卓球男子 

優 勝   木村 英明 ※県南ブロック出場権獲得 

第２位   永井 亮羽 ※県南ブロック出場権獲得 

第３位   中川 遥稀 ※県南ブロック出場権獲得 

髙橋 兼斗 ※県南ブロック出場権獲得 

 

卓球女子 

第２位   髙木 侑珠 ※県南ブロック出場権獲得 

第３位   髙木 夏奈 ※県南ブロック出場権獲得 

潟湊 妃乃 ※県南ブロック出場権獲得 

第５位  遠藤  凛 ※県南ブロック出場権獲得 

 

柔道男子  

５５㎏級 優 勝  宇佐美隼翔 ※県南ブロック出場権獲得 

６０㎏級 優 勝  梅津 的居 ※県南ブロック出場権獲得 

６６㎏級 優 勝  坂野 優人 ※県南ブロック出場権獲得 

第２位  三浦優羽大 ※県南ブロック出場権獲得 

第３位  直島 暖磨 

７３㎏級 第２位  平  善太 県南ブロック出場権獲得 

 

剣道男子 

優 勝  木村 海音 ※県南ブロック出場権獲得 

第２位  嶋津  蓮 ※県南ブロック出場権獲得 

第３位  本田 陽翔 ※県南ブロック出場権獲得 

 

 



剣道女子 

優 勝  井田  葵 ※県南ブロック出場権獲得 

第２位  土屋 采希 ※県南ブロック出場権獲得 

第３位  佐藤 杏菜 ※県南ブロック出場権獲得 

第５位  齋藤 結華 ※県南ブロック出場権獲得 

 

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４位 山木 藍人 

２年１００ｍ   第２位 佐藤 譲治  第３位 平山 蒼徠  第４位 菊地 洋輝 

２００ｍ      優 勝 平山 蒼徠  第２位 佐藤 譲治 

４００ｍ   優 勝 山木 綾人  第３位 山木 藍人  第４位 島貫 優真  

８００ｍ      優 勝 平  謙将  第２位 市川 皓貴   

１５００ｍ     優 勝 平  謙将  第２位 市川 皓貴  第３位 猪野 叶夢 

３０００ｍ     優 勝 小沼 快皇  第２位 小笠原聖悟 

３０００ｍ地区推薦 猪野 叶夢 

４×１００ｍリレー 優 勝 A チーム 平山 蒼徠 佐藤 譲治 菊地 洋輝 山木 綾人 

砲丸投       第２位 星  悠希  第４位 和泉 駿海 

 

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２位 大浦 初稀 

２年１００ｍ   第４位 平林 まゆ 

２００ｍ      第２位 大浦 初稀 

８００ｍ      優 勝 小野めぐり   

１５００ｍ   優 勝 大浦陽奈乃  第３位 小野めぐり  

１００ｍハードル  優 勝 情野 瑞姫  第４位 相田 笑美 

４×１００ｍリレー 第２位 平林 まゆ 相田 笑美 奥村 宥羽 大浦 初稀 

走高跳      優 勝 相田 笑美  

走幅跳       第２位 松岡 愛理 

砲丸投       第２位 中川 星那 


