
体育功労賞受賞候補者
団体の部



氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

嘉藤　貴央 かとう　たかひろ

西上　優紀 にしうえ　まさのり

安田　優太 やすだ　ゆうた

氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

奥山　俊代 おくやま　とししろ

吉田　文子 よしだ　ふみこ

中村　利信 なかむら　としのぶ

氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

菊地くるみ きくち　くるみ ３年

大山　雛 おおやま　ひな ３年

菊地ひなの きくち　ひなの １年

伊藤　佳音 いとう　かのん ３年

氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

片桐　洸音 かたぎり　ひろと ３年

栗林　優雅 くりばやし　ゆうが ３年

天野　健造 あまの　けんぞう ３年

青柳　成 あおやぎ　なり ３年

伊藤　義琉 いとう　たける ３年

寺尾優貴矢 てらお　ゆきや ３年

滝口　時希 たきぐち　とき ３年

渡邉　優翔 わたなべ　ゆうと ３年

松田　秀哉 まつだ　しゅうや ３年

八鍬　羽琉 やくわ　はる ２年

松浦　怜央 まつうら　れお １年

天野　晴輝 あまの　はるき １年

横尾　来磨 よこお　らいま １年

森　凛太朗 もり　りんたろう １年

鈴木　壱 すずき　いち １年

功　労　事　由

山形県銃剣道連盟　東根支部
（陸上自衛隊第２０普通科連隊）

第４９回全日本青年銃剣道大会
青年第２部　優勝　（第２０普通科連隊チーム）

【　栄　光　賞　】

 　 中学生の部

東根市立第一中学校

【　殊　勲　賞　】

　　一般の部

功　労　事　由

功　労　事　由

東根市弓道連盟

 　 中学生の部

東根市立第一中学校
平成３０年度第５８回山形県中学校総合体育大会体操競技
女子団体　第１位　得点：８５．３０

平成３０年度第５８回山形県中学校総合体育大会ハンドボール競技
ハンドボール男子　第１位

第２７回山形県健康福祉祭弓道大会
団体　優勝　（東根）　的中：１４中

【　栄　光　賞　】

平成３０年度第５８回山形県中学校総合体育大会ハンドボール競技
ハンドボール男子　第１位
平成３０年度第２７回JOCジュニアオリンピックカップハンドボール大会
東北ブロック予選会　第２位

 　 一般の部
功　労　事　由
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氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

伊藤　和 いとう　のどか ２年

堀田　悠花 ほった　はるか ２年

岡田麻美伊 おかだ　まみい １年

天野　佑菜 あまの　ゆうな １年

斉藤　文音 さいとう　あやね ３年

古郡　芽育 ふるこおり　めい ３年

井上くれは いのうえ　くれは ３年

松浦　陽美 まつうら　みなみ ２年

川越　美呼 かわごえ　みこ ２年

菊地　紫恩 きくち　しおん ２年

夏井　陽菜 なつい　ひな １年

高谷　楓月 たかや　ふづき １年

早坂　萌依 はやさか　めい ２年

沼澤　珠羅 ぬまざわ　しゅら ２年

縄　彩子 なわ　あこ １年

荒木　鈴菜 あらき　すずな １年

氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

青野　圭祐 あおの　けいすけ ２年

奥山　文誉 おくやま　ふみたか ２年

門脇　嘉大 かどわき　ひろと ２年

小山　大心 こやま　たいき ２年

笹原　粋吹 ささはら　いぶき ２年

半田　裕 はんだ　ゆう ２年

阿部未来叶 あべ　みくと ２年

梅津　毅丸 うめつ　たけまる ２年

柴田　悠希 しばた　ゆうき ２年

中川　快飛 なかがわ　かいと ２年

市川　蒼 いちかわ　あおい １年

大泉　仁虎 おおいずみ　にこ １年

東海林一馬 とうかいりん　かずま １年

庄司　伊吹 しょうじ　いぶき 3年

小野　菊晴 おの　きくはる 3年

佐藤　琉星 さとう　りゅうせい 2年

功　労　事　由

【　栄　光　賞　】

功　労　事　由

山形県立東桜学館中学校
第９回山形県ジュニア弓道大会
男子団体　第１位　東桜学館C

【　栄　光　賞　】
 　 中学生の部

平成３０年度第５８回山形県中学校総合体育大会ハンドボール競技
ハンドボール女子　第１位
平成３０年度山形県中学校新人体育大会
ハンドボール競技女子　第１位

平成３０年度第５８回山形県中学校総合体育大会ハンドボール競技
ハンドボール女子　第１位

平成３０年度山形県中学校新人体育大会
ハンドボール競技女子　第１位

 　 中学生の部

平成３０年度第５８回山形県中学校総合体育大会体操競技
男子団体　第１位　得点：９６．９５
第３９回山形県中学校新人体育大会
体操競技男子団体　第１位　得点：８９．２５

東根市立神町中学校

東根市立第一中学校

東根市立第一中学校

「ソフトテニス週間」記念事業　山形県中学生ソフトテニス大会　第１位
岩松・吉野杯争奪第３０回山形県中学校団体選抜大会　第１位

岩松・吉野杯争奪第３０回山形県中学校団体選抜大会　第１位
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氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

鈴木　郡 すずき　ぐん ６年

鈴木　歩樹 すずき　あき ５年

三村　寿行 みむら　としゆき ６年

吉田　倖大 よしだ　こうだい ６年

東海林真詞 とうかいりん　まこと ６年

塩野ひかり しおの　ひかり ５年

仲嶋　律 なかじま　りつ ６年

佐竹　優輝 さたけ　ゆうき ６年

庄司　智哉 しょうじ　ともや ６年

三原　悠生 みはら　ゆうせい ６年

松橋　昊 まつはし　こう ６年

遠藤　悠翔 えんどう　ゆうと ６年

原谷　祐希 はらや　ゆうき ６年

大場　新太 おおば　あらた ６年

大川　颯天 おおかわ　はやて ５年

菅原　秀樹 すがはら　しゅうき ５年

氏　　名 ふりがな 推薦団体 学年

深瀬琉貴哉 ふかせ　るきや ４年

笹原　涼 ささはら　りょう ４年

森　琉碧 もり　るい ４年

加藤　龍真 かとう　りゅうしん ４年

齋藤　那月 さいとう　なつき ３年

嶋﨑　塁 しまざき　るい ３年

石山清志朗 いしやま　きよしろう ３年

古郡　温気 ふるこおり　あつき ３年

柴田　珠輝 しばた　じゅき ３年

冨樫　優空 とがし　ゆうあ ３年

太田　陽人 おおた　はると ４年

太田　結仁 おおた　ゆうと ４年

東根市スポーツ少年団本部
（東部ボンバーズ）

第１２回山形県小学生ティーボール大会
優勝（東根ビッグボンバーズ）

東根市立大富小学校
第４１回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
アーティスティックスイミング競技東北ブロック予選会
１０～１２歳デュエット　第１位

【　栄　光　賞　】
 　 小学生の部

功　労　事　由

東根市スポーツ少年団本部
（東根野球スポーツ少年団ビッググロー）

【　栄　光　賞　】
 　 小学生の部

功　労　事　由

第４０回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会山形県大会
第１位（神町下ニューリッチベースボールクラブ）

東根市スポーツ少年団本部
（神町下ニューリッチベースボールクラブ）
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