
監督 佐藤　孝夫 成年男子 コーチ 板垣　　真 成年女子 監督 宮下　直樹 成年男子 監督 小林　　敦

横山　秀郎 選手 庄司　有太 コーチ 舟越　悠二 コーチ 笹原　慎也

コーチ 吉田　　進 土岐　健一 中村　祐介 渋谷　　豪

渡邉　信晃 菅原　佑太 渡辺　裕之 主務 武田　宣行

日下部　登 山本　和幸 西尾　博樹 トレーナー 菊地　　忍

土屋　　恵 小関也朱篤 選手 今野加奈子 選手 阿部　一貴

田宮　　健 成年女子 選手 佐藤　咲季 香野　晶子 伊藤　和哉

今井　　潤 渡辺　耶唯 古谷　美紀 小野　　学

矢口　和代 少年男子 監督 田代　祐一 森谷　史佳 斎藤　　剛

小口　郁生 コーチ 鈴木　昭宏 沼田さくら 中村　裕紀

松澤　信高 高橋　　真 田村　翔子 荒木　直人
トレーナー 嵐田　　学 開沼　清秋 冨永こよみ 関野　尚也

国分　隆宣 少年男子A 選手 進藤　健太 持丸結美子 今野　雄貴

成年男子 選手 安孫子充裕 少年男子B 選手 奥山　翔太 芦野　李沙 五十嵐裕也

大石　　唯 佐々木　友 吉田　真未 古瀬　矩嵩

梅木　侑介 渡会　　舜 渡邉和香里 森　　達也

阿部　祐史 今井　勇気 浅津ゆうこ 青塚　　太

原田　隆弘 大久保琳太郎 林　　蓉子 成年女子 コーチ 福島　雅人

石川　大輔 少年女子 監督 佐々木賢二 少年男子 監督 武田　宏典 難波　美奈

少年男子 選手 奥山アスカ コーチ 竹田　幸治 コーチ 川口　直樹 猪股　優奈

黒田　琢也 槙　　佳苗 佐藤　裕恒 選手 北野　尚子

吉田　　楓 少年女子A 選手 本間あかり 選手 加藤　雄大 菅野　恵子

金子　尭宙 西村明香里 石山　史弥 安井　　彩

宮田　　涼 冨樫　郷子 是谷　啓介 青山　彩七

高橋　皆斗 安達　雪鈴 高子　稜介 高橋　清香

山木　伝説 少年女子B 選手 齋藤亜彩美 鈴木　敬之 勝倉　光希

佐藤　孝哉 横川　朝咲 村上賢一郎 中谷　　歩

海谷　椋太 渋井　柚実 笹原　丈寛 赤川　　愛

三澤　　凌 長谷川　鼓 小松　　柾 佐々木ゆみ

村岡　健也 西脇　怜奈 佐藤　智樹 渡邊　千尋

成年女子 選手 高橋　優香 菊地　義人 阿部　愛美

堤　　真由 高橋健太郎 佐藤　優香

五十嵐　藍 少年男子 監督 齋藤　秀樹 池田　徹朗 少年女子 監督 高橋　　仁

岸　沙耶香 コーチ 木村　潤一 小笠原亮太 コーチ 茂木　卓矢

少年女子 選手 小野　莉奈 選手 古林　勇馬 少年女子 監督 石田　和也 マネージャー 瀬尾　麗奈

木村芙有加 志田　康平 コーチ 長谷川利行 選手 大沼　美琴

青木　成美 近野　洋暉 結城　一秀 小林　彩奈

大谷　美優 齋藤　聖真 加川由利子 仲野　由真

鈴木　美菜 新山　　玄 横澤　　隆 黒田　陽菜

水田　春香 高橋　克人 選手 板垣　優芽 本木　麗香

矢作　莉奈 新宮　豚未 安達　美奈 佐藤　加織

小川あかね 松田　大樹 佐藤　　円 加藤　　臨

長岡　拓見 鈴木　里奈 髙橋　美緒

岩田　良太 山科　優希 鈴木　智美

少年男子 監督 小林　貴記 林　　和総 堀井　有蘭 須藤さつき

コーチ 渡部　隆一 丹野　光希 吉田　園佳

選手 安孫子建太 宮崎　真祐

柏倉　正暉 監督 藤原　　浩 齋藤　慶佳

少年女子 監督 本間　久義 成年女子 選手 山本　芽依 平山愛沙美 成年男子 監督 佐藤　　茂

コーチ 安元　　昭 少年男子 選手 大場　智貴 澤村　朋美 コーチ 設楽　　卓

選手 福井　　愛 大沼　由佳 選手 尾形　　翼

牧田　千咲 木村　洋貴

成年男子 監督 阿部　　力 小野　光彦

選手 佐藤　勝則 少年男子 監督 佐藤　勇志 渡邉　悠介

成年男子 監督 佐藤　康典 寒河江聡志 選手 松本　誠也 鶴巻　　宰

選手 佐藤　大樹 少年男子 監督 田中　博志 齋藤　孝史 佐藤　洋輔

土田　智大 選手 佐藤　真也 高橋　　諄 少年男子 監督 芦野　茂美

少年女子 選手 阿部　七海 松本　啓吾 コーチ 茂木　　修

選手 細谷　将太

成年男子 監督 三浦　希仁 佐藤　優哉

コーチ 佐藤　祐平 成年男子 監督兼選手 末廣　雄一 少年女子 監督 石田　美恵 後藤　譲二

選手 村田　拓也 選手 小林　拓郎 選手 佐々木真子 齋藤　祐輔

山本　佑哉 三田村和真 冨樫　茜音 高砂　　涼

林　　国孝 少年男子 監督 本間　寛行 桑原　玲美 土赤　耕陽

高橋　　諒 選手 氏川　智博 荒澤恵里奈 武田　祥己

本間　大朗 五十嵐智一 末永　遥華

剱持　　翼

第６６回国民体育大会山口国体　山形県選手団

＜陸上競技＞ ＜水泳：競泳＞ ＜バレーボール＞ ＜バスケットボール＞

＜水泳：水球＞

＜テニス＞

＜水泳：飛込＞

＜レスリング＞

＜セーリング＞

＜体操競技：器械体操＞

＜ボート＞

＜ボクシング＞

＜ウエイトリフティング＞ ＜体操競技：新体操＞



成年 監督 土田　　毅 総監督 田中　　亨 成年女子 監督兼選手 山本　京子 成年女子 監督兼選手 本間　茉由
選手 笹原　　裕 成年男子 監督 田島　友幸 選手 後藤早耶子 選手 石名坂まゆ子

村上　純平 コーチ 松田　　昭 八柳　智恵 中村　美樹
今田　孝文 選手 我妻　晃旗 少年男子 監督 野埼　　剛
海藤　稜馬 三宅　隆洋 選手 齋藤　僚介

少年 監督 藤澤　和孝 酒井　貴広 監督 加地　信彦 安野　隼弥
選手 奥山　　慎 岩渕　　淳 コーチ 酒井　正人 佐藤　幹也

大沼　　徹 海藤　貴之 成年男子 選手 山口　茂貴
武田　健太 成年女子 監督 丸野　　瞳 阿部　　洋
間宮　　渉 選手 佐藤　　舞 奈良崎隆一 監督 遠藤　隆夫
海和　直希 佐藤　恵美 成年女子 阿部あや子 少年男子 コーチ 横田　和浩

渡部　紘子 新宮　由貴 選手 森山　　凌
少年男子 監督 石川　哲也 樋口　咲希 齋藤　拓真

成年男子 監督兼選手 丸山　　崇 コーチ 安食　秀利 少年男子 塚原駿一郎 少年女子 コーチ 小笠原　博
コーチ 工藤　正広 選手 太田　佳希 益田　征哉 選手 仙台　丈子
選手 朝倉　祐太 松倉剛志朗 丹野　雄基 成年男子 コーチ 飛鳥　康弘

寒河江俊晴 高山　達郎 少年女子 佐藤　　遥 選手 石井　大喜
今井　龍麻 高橋　祐太 神保　　茜 伊藤　功貴
菅原　成郎 本間　稔永 佐藤　杏樹 伊藤真太郎
田中　　建 成年女子 コーチ 安達　智也

選手 大場　美紀
少年男子 監督 谷田　幸隆 成年男子 監督兼選手 和島　　昇

成年男子 監督 鈴木　　徹 コーチ 鈴木　若雄 選手 三浦　　均
選手 森　　重樹 選手 前司　宏明 川井　正喜 成年男子 監督兼選手 山口　　創

佐藤　健司 今　　和也 土門　幸範 コーチ 山口　富男
川崎　　亮 渡邊　哲也 金澤　光祐 選手 日向　亮介
橋本　恵一 児玉　聡太 成年女子 監督兼選手 鈴木　陽子 富樫　貴臣
鈴木　泰助 飛渡　健多 選手 堀米　智絵
佐藤　瑛貴 原　　和也 鈴木　愛梨
長谷川祐平 小倉　幸典 少年男女 監督 後藤　俊之 トラップ 選手 多田　丈弘
樋口　真大 酒井　駿吾 選手 齋藤　大起 藤田　茂男
中村　大輔 川村　一輝 北川　侑崇 渡部市太郎
安部　敏治 安部　拓真 菅原　　拓
佐藤　聖太 安部　雄陽 日向　裕也
長内　秀介 今野　　晃 阿部　直人 監督 熊澤　八穂
鈴木　喜登 川崎　耀史 少年女子 選手 五十嵐　蕗 成年女子 選手 佐藤　滋美
向中野優也 少年女子 監督 有住　　隆 八木璃久子 大沼　愛奈
高橋浩太郎 コーチ 安達　貞治 本間　　茜 伊藤　　舞

選手 大村　　茜 工藤　礼佳 少年女子 大西　真子
高橋　綾子 齋藤　幸奈 柴崎亜里沙

成年 監督 阿部　和秀 白畑　千尋 丹野　舞美
コーチ 高橋　俊次 山田沙也加
選手 加藤　　慧 横山　美咲 成年男子 監督 梅津香緒里

小野寺貴史 矢口　千尋 選手 手塚　慎弥 成年男子 監督 浅井　俊夫
加藤　　隼 遠藤　美乃 小林　　靖 選手 相田　祐樹
小野寺将史 齋藤　美穂 少年男子 監督 佐藤　勝治 斎藤　孝志

少年 監督 泉山　　史 遠藤　瑞季 選手 本田　綾太 武田　隆広
コーチ 本間　健治 草苅　里菜 近藤　将多 中橋　健太
選手 後藤　翔太 佐藤　菜々 少年男子 監督 石塚　賢二

五十嵐生真 柿崎　　彩 選手 矢萩　大樹
伊藤　和希 平　　千尋 監督 木村　文浩 渡邊　凛太
小南　浩平 コーチ 芦野　貴士
河野　琢馬 白田　博樹
吉田　竜平 成年女子 監督 遠藤　法子 佐藤　裕斗 成年男子 選手 斎藤　靖則
原田　純也 選手 目黒さくら 成年 選手 八矢　千鶴 長谷川隆信

嶺岸　あい 岡崎広太郎 阿部　明彦
加藤　理佳 少年 選手 小林　拓也 女子 監督 佐藤　一郎

成年男子 監督兼選手 関　　智哉 清野紗由美 荒木　琢磨 選手 五十嵐　佳
選手 秋葉　友勝 少年男子 監督 杉野森大輔 白田　　駿 小松　史怜

二位関　尭 選手 澤畑　宏徳 石川　　駿 佐々木和奈
成年女子 菊地　杏奈 佐々木雄野 早坂　枝里

小林　郁美 八木橋　優 佐藤　　藍
横尾　範子 池田　善登 安達　楓香 少年男子 監督 島貫　祥寿

少年 工藤　俊毅 選手 加藤　壮竜
高橋　一成 田中　貴志
川島　雅子 成年男子 監督兼選手 加藤　剛士 監督 神棒　正広 五十嵐隆太
鈴木　紗絢 選手 小野　誠幸 コーチ 神棒　美加 成年女子 監督 石沢　良則

池内　　祥 選手 神棒　圭太 選手 清和真理子
成年女子 監督兼選手 遠藤　知沙 原　　　茜

選手 工藤　千明 鈴木　花織
荒井　夏実

第６６回国民体育大会山口国体　山形県選手団

＜自転車競技＞ ＜柔道＞ ＜弓道＞ ＜アーチェリー＞

＜ライフル射撃＞

＜空手道＞

＜ソフトテニス＞

＜ソフトボール＞ ＜剣道＞
＜軟式野球＞

＜銃剣道＞

＜クレー射撃競技＞

＜なぎなた＞

＜相撲＞

＜山岳競技＞
＜ボウリング＞

＜カヌー：スプリント＞

＜卓球＞ ＜ゴルフ＞

＜馬術＞

＜バドミントン＞

＜フェンシング＞ ＜カヌー：スラローム＞


