
監督 佐藤　孝夫 天童市 成男コーチ 板垣　　真 米沢市 成男監督 榎本　勝輝 南陽市 成女監督 福島　雅人 山形市

横山　秀郎 東根市 選手 山本　和幸 山形市 コーチ 有住　浩昭 東根市 コーチ 相澤　妹佳 山形市

渡邉　信晃 山形市 小関也朱篤 鶴岡市 スタッフ 四釜　雅俊 長井市 選手 上野　千尋 酒田市

コーチ 仙野　達也 米沢市 成女選手 渡辺　耶唯 山形市 選手 中村　　真 南陽市 赤川　　愛 山形市

日下部　登 米沢市 本間あかり 鶴岡市 五十嵐圭太 川西町 青山　彩七 山形市

茂木　麻子 山形市 少男監督 田代　祐一 酒田市 東海林　学 河北町 阿部　愛美 上山市

吉田　　進 山形市 コーチ 青山　健也 東根市 清野　大輔 大江町 糸井　貴子 山形市

田宮　　健 大江町 コーチ 高橋　　真 天童市 小倉　幸典 川西町 佐藤　優香 高畠町

大澤　　勉 山形市 少男Ａ選手 奥山　翔太 山形市 高橋　篤史 南陽市 渋谷実菜子 山形市

角田　龍亮 河北町 佐々木　友 天童市 横山　　光 南陽市 本田　雅衣 山形市

松澤　信高 真室川町 渡会　　舜 庄内町 原田　恭兵 川西町 宮崎　優子 山形市

阿部　　亮 酒田市 今井　勇気 酒田市 児玉　聡太 白鷹町 佐藤　綾香 酒田市

本田　米子 米沢市 渡部　太一 酒田市 鈴木　正人 南陽市 外山　優子 山形市

高橋　正知 酒田市 少男Ｂ選手 江本　　樹 山形市 大村　裕一 山形市 少女監督 高橋　　仁 寒河江市

桜井　重友 酒田市 志田　龍星 飯豊町 成女監督 樋口　道也 山形市 コーチ 森岡　雅人 寒河江市

トレーナー 国分　隆宣 天童市 讃岐　昴汰 酒田市 コーチ 丹野有香子 山形市 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 日野　綾美 山辺町

土橋　康平 旭川市 村上　優真 遊佐町 選手 平澤こずえ 東根市 選手 吉田　園佳 山形市

成男選手 安孫子充裕 山形市 少女監督 槙　　佳苗 鶴岡市 斎藤　祥子 山形市 上枝　真依 山形市

渡邊　　光 新庄市 コーチ 佐々木賢二 山形市 矢萩　　圭 天童市 桜庭　萌子 山形市

粟野　祐弥 山形市 コーチ 池田　規生 山形市 舩岡　千晴 鶴岡市 福田　知穂 山形市

村山　佳悟 天童市 少女Ａ選手 安達　雪鈴 山形市 大村　　茜 山形市 滝口　理渚 天童市

原田　隆弘 米沢市 渋井　柚実 山形市 板垣　明星 山形市 木村　秋穂 山形市

宮田　　涼 寒河江市 長谷川　鼓 鶴岡市 髙橋　綾子 天童市 村山　舞桜 山形市

成女選手 高橋　優香 山形市 渡部　愛咲 鶴岡市 柿﨑　　彩 山形市 髙田　　静 山形市

小野　莉奈 大蔵村 西脇　怜奈 鶴岡市 大滝　美結 山形市 後藤　沙奈 山形市

阿部有香里 酒田市 馬場　　茜 鶴岡市 山田沙也加 山形市 飯岡　花玲 山形市

少男選手 田中慎太郎 米沢市 少女Ｂ選手 古林　毬菜 山形市 矢口　千尋 鮭川村 熊沢　南美 東根市

渡邉　　貴 上山市 工藤　菜々 天童市 遠藤　瑞季 上山市 島貫　姫夏 山形市

石井　想太 村山市 須藤　美里 天童市 須貝　由佳 天童市

森　　優太 山形市 五十嵐　悠 鶴岡市 少男監督 谷田　幸隆 山形市

渡邊　　成 新庄市 コーチ 大村　明久 山形市 成男監督 佐藤　　茂 三川町

宮内　勝史 酒田市 選手 堀越　拓弥 川西町 コーチ 設楽　　卓 西川町

松田　知利 鶴岡市 少男監督 齋藤　秀樹 山形市 川崎　耀史 川西町 選手 尾形　　翼 上山市

木伏雄太郎 高畠町 コーチ 木村　潤一 山形市 高橋　尚貴 白鷹町 木村　洋貴 山形市

東海林数馬 天童市 選手 林　　和総 寒河江市 船山寿希也 白鷹町 村田　　鑑 東根市

伊藤　和樹 東根市 長岡　拓見 山辺町 田苗　遼平 白鷹町 渡邉　悠介 山形市

少女選手 佐藤日奈子 酒田市 岩田　良太 山形市 飯澤　貴信 長井市 鶴巻　　宰 米沢市

吉田　菜穂 南陽市 海藤　　司 東根市 岡村　祥吾 長井市 佐藤　洋輔 米沢市

星野あす香 山形市 鈴木　拓也 山形市 荒井　雅貴 長井市 少男監督 芦野　茂美 山形市

佐藤　涼葉 天童市 角張　東輝 山形市 須貝　祥平 川西町 コーチ 清水　一成 山形市

村山　詩織 米沢市 市村　朋也 山形市 伊藤　翔大 小国町 選手 小角　優太 東根市

石川　涼音 新庄市 芳村　研児 山形市 中川　駿介 高畠町 伊藤　直人 大江町

青柳　真子 東根市 瀬戸　将星 山形市 竹田　　潤 南陽市 赤荻　蘭丸 米沢市

髙橋かおり 川西町 奥山　　怜 山形市 大村　宥仁 山形市 菊地　惇哉 大江町

大谷　美優 遊佐町 志鎌　大地 山形市 少女監督 有住　　隆 山形市 打川　裕也 東根市

安齋れんか 山形市 コーチ 安達　貞治 山形市 井上　翔太 山形市

選手 佐藤　美智 鶴岡市 荒井健太郎 山形市

監督 藤原　　浩 南陽市 数馬　史穂 南陽市

成男監督 佐藤　康典 酒田市 成女選手 山本　芽依 米沢市 野口　美奈 上山市

選手 五十嵐佳吾 酒田市 少男選手 松本　　駿 米沢市 横山　美咲 米沢市 監督 芦野　貴士 河北町

村上　敬幸 酒田市 少女選手 皆川　夏鈴 高畠町 高橋　未久 南陽市 コーチ 木村　文浩 西川町

那須　千春 上山市 橋本　佳久 寒河江市

八鍬あゆみ 鮭川村 トレーナー 佐藤　誉之 寒河江市

成男監督 折原　一朗 尾花沢市 少女監督 鈴木　嗣郎 長井市 佐藤　菜々 河北町 成男選手 後藤　健太 河北町

選手 山本　佑哉 山形市 コーチ 小松　　繁 河北町 飯田　瑞稀 南陽市 成女選手 八矢　千鶴 河北町

林　　国孝 村山市 トレーナー 佐藤　季奈 山形市 関　　美幸 上山市 少男選手 古澤　康太 西川町

柳谷　泰志 新庄市 選手 増子　　唯 山形市 安部　瑞穂 上山市 松田　　廉 西川町

板花　　豪 寒河江市 増子　　愛 山形市 長谷部陽香 白鷹町 三澤　涼太 西川町

高橋　　諒 酒田市 佐藤　未翔 山形市 加藤真依子 南陽市 細谷　亮一 寒河江市

少男監督 澁井　　徹 山形市 眞壁　　涼 西川町

五十嵐多佳 庄内町 菊池　憲斗 西川町

選手 大河原郁也 高畠町 少女監督 大倉めぐみ 山形市 成女監督 戸澤　　勉 天童市 志田駿太郎 西川町

村上　　輝 酒田市 トレーナー 土肥由利子 山形市 選手 今野加奈子 天童市 少女選手 保科澪唯華 河北町

菊地丈仁郎 天童市 選手 末永　遥華 山形市 香野　晶子 天童市 武田　　咲 寒河江市

金沢　識史 山形市 千場　吏紗 山形市 服部　梨花 天童市 白田　葉月 西川町

増渕　浩太 山形市 菊地　詩乃 山形市 森谷　史佳 天童市

浅野　凪砂 山形市 浅津ゆうこ 天童市

對馬さくら 東根市 三橋　聡恵 天童市

少男監督 那須　祐介 山形市 立里　奈々 天童市 林　　蓉子 天童市 監督 神棒　正弘 山形市

コーチ 本間　久義 酒田市 冨永こよみ 天童市 コーチ 丹野　浩之 山形市
選手 柏倉　正暉 寒河江市 持丸結美子 天童市 選手 加藤　優貴 山形市

佐藤　純樹 山形市 少男監督 佐藤　勇志 庄内町 服部　晃佳 天童市
少女監督 鈴木　邦彦 寒河江市 コーチ 松本　三也 遊佐町 吉田　真未 天童市
コーチ 庄司　秀雄 山形市 選手 齋藤　孝史 酒田市 横田　千里 天童市

松田　陽一 上山市 松本　啓吾 遊佐町
選手 武田茉里香 山形市 高橋　鷹伸 庄内町

柏倉　葉月 寒河江市 柴崎　　匠 村山市

スラローム・ワイルドウォーター＞

＜体操競技：器械体操＞

＜ボート＞
＜水泳：飛込＞

＜ボクシング＞

＜テニス＞

＜体操競技：新体操＞

第６８回国民体育大会東京国体　山形県選手団
＜陸上競技＞ ＜水泳：競泳＞

＜バレーボール＞

＜水泳：水球＞

＜ソフトボール＞ ＜バスケットボール＞

＜レスリング＞

＜シンクロナイズドスイミング＞

＜カヌー：スプリント＞

＜カヌー：



少男監督 小野　和之 米沢市 監督 加地　信彦 高畠町 成女監督 工藤　正広 山形市 成男監督 阿部　　力 酒田市
選手 三浦　恭平 鶴岡市 成男選手 山口　茂貴 長井市 コーチ 遠藤　　弘 中山町 選手 佐藤　勝則 鶴岡市

丸山　恭平 鶴岡市 設楽　武史 東根市 選手 佐藤　仁美 鶴岡市 寒河江聡志 山形市
菊地　琢真 長井市 大平　正義 山形市 佐藤　里美 鶴岡市 少男監督 冨樫　　力 鶴岡市

阿部　　洋 高畠町 沼尻　裕美 山辺町 選手 阿部　航洋 酒田市
成女選手 新宮　由貴 山形市 金内みさき 山形市

監督 荒木　準也 寒河江市 神保　　茜 高畠町 植津　南海 山形市
責任教師 園田　剛樹 山形市 少男選手 佐藤　匡登 南陽市 菅原菜々子 鶴岡市 成男監督 高橋　繁教 鶴岡市
選手 庄司　　瑞 山形市 山上　晃司 長井市 少男監督 白幡　　光 鶴岡市 選手 冨樫　和也 鶴岡市

浅沼　孝紀 山形市 中瀬　敦尋 長井市 コーチ 安孫子裕次 山辺町 三田村和真 鶴岡市
吉岡　佑晟 山形市 少女選手 本田　理帆 高畠町 選手 石塚　貴大 鶴岡市 釼持　　翼 鶴岡市
中野　拓夢 天童市 大塚　彩水 高畠町 宮守　智也 鶴岡市 少男監督 石川　道成 庄内町
板坂　絋貴 寒河江市 須貝　桃子 山形市 國松　健吾 鶴岡市 選手 小林　優太 鶴岡市
奥村　展征 山形市 田中　拓真 鶴岡市 土田　拓磨 酒田市
峯田隼之介 山形市 松田　祐蔵 天童市
青木　龍成 中山町 監督 飛鳥　康弘 山形市 重野　希拓 米沢市
武田　匠平 天童市 コーチ 梁瀬　伸祐 新庄市 少年監督 今田　幸広 新庄市
齋藤　涼汰 寒河江市 安達　智也 山形市 選手 小屋　孝明 鮭川村
佐藤　和将 尾花沢市 中村　和道 酒田市 成女監督 大宮　弘恵 山形市 矢口　優希 鮭川村
熊坂　明紀 上山市 横田　和浩 山形市 コーチ 遠藤　法子 米沢市 今田　崇史 天童市
水戸　　卓 東根市 成男選手 鈴木　崚太 米沢市 選手 目黒さくら 長井市 宇野　喬紋 村山市
池田　優貴 山形市 渡辺　太樹 山形市 嶺岸　あい 鶴岡市 吉田　和志 新庄市
鈴木　雄大 山形市 伊藤真太郎 新庄市 公平万由里 大江町 土田　　毅 天童市
安食　文哉 寒河江市 成女選手 成田　泰菜 山形市 少男監督 杉野森大輔 鶴岡市 佐々木謙介 高畠町

少男選手 佐藤　一成 鶴岡市 コーチ 軽部　広文 河北町 武田　祥典 天童市
少女選手 小林　未侑 新庄市 選手 髙橋　隼人 鶴岡市 石黒　大樹 酒田市

監督 伊藤　和恵 大江町 藤田　哲弘 鶴岡市 海藤　稜馬 米沢市
成女選手 大西　真子 山形市 遠藤　幹士 朝日町

大沼　愛奈 山形市 成男監督兼選手 岡村　悦男 米沢市
伊藤　　舞 山形市 選手 岩倉　　隼 米沢市 監督 野崎　　剛 鶴岡市

少女選手 酒井　亜実 山形市 小野　健太 米沢市 成男監督 中村　大輔 南陽市 成女選手 石名坂まゆ子 鶴岡市
半沢美保子 山形市 成女監督兼選手 市川　倫子 米沢市 選手 佐藤　聖太 南陽市 中村　美樹 鶴岡市
三沢　佳那 山形市 選手 竹田　悠里 高畠町 佐藤　健司 高畠町 　 鶴巻　侑香 庄内町

荒井　夏実 米沢市 橋本　恵一 山形市 少男選手 髙橋　佑人 鶴岡市
少女監督 髙田　和典 米沢市 後藤　孝幸 天童市 鈴木　琢朗 鶴岡市

監督 高橋　淑代 白鷹町 選手 門脇　璃子 山辺町 川崎　　亮 南陽市 白旗　一満 鶴岡市
コーチ 佐藤　一郎 西川町 梅津　春香 米沢市 佐藤　瑛貴 南陽市

成男選手 山科　和彦 新庄市 髙田　真帆 米沢市 安部　隆太 米沢市
和田　照弘 山形市 古澤　浩希 天童市 監督 本田　　達 米沢市
兼子　直応 山形市 樋口　真大 南陽市 成男選手 川崎　智美 長井市

成女選手 五十嵐　佳 三川町 総監督 遠藤　浩史 山形市 武田　　渉 山形市 須貝　貴明 中山町
少女選手 佐々木和奈 鶴岡市 成男監督 田島　友幸 山形市 安部　敏治 山形市

勝田　孝代 鶴岡市 コーチ 松田　　昭 山形市 大泉　真央 村山市
選手 勇　英三郎 山形市 向中野優也 南陽市 選手兼監督 藤田　茂男 米沢市

三宅　隆洋 上山市 長内　秀介 南陽市 選手 古畑　暁起 米沢市
監督 櫻田　　徹 山形市 松田　　崇 新庄市 鈴木　喜登 山形市 須貝　　昇 米沢市

成男選手 澁谷　仁史 山形市 岩渕　　淳 山形市
伊藤　賢治 山形市 酒井　貴広 山形市

少男監督 石川　哲也 山形市 成年監督 阿部　和秀 酒田市 監督 石塚　賢二 上山市
コーチ 安食　秀利 新庄市 コーチ 小野寺将史 鶴岡市 少男選手 黒木　和哉 山形市

総監督兼トレーナー 川合　正和 南陽市 選手 髙谷　英司 村山市 選手 小野寺貴史 鶴岡市 小泉　勇貴 山形市

コーチ 髙橋伊万夫 東根市 長瀬　　陸 山形市 加藤　　慧 新庄市
成男監督兼予備選手 荒木　　茂 酒田市 橋谷田雄登 山形市 河野　琢馬 鶴岡市

選手 長谷川　健 酒田市 叶内　大誠 新庄市 少年監督 泉山　　史 鶴岡市 コーチ 奥山　貴由 新庄市

成女監督 渡邉　瑞樹 米沢市 佐藤　佑樹 天童市 コーチ 本間　健治 新庄市 成男選手 村岡　伴樹 大石田町

選手 佐藤　仁順 酒田市 選手 吉田　竜平 酒田市 富樫　貴臣 鶴岡市

予備選手 渡邉　志保 米沢市 髙橋　彰大 酒田市 柴崎　隆之 村山市

全種別監督 齊藤　栄治 山形市 西尾　浩暉 舟形町

成男選手 秋葉　友勝 上山市 五十嵐唯人 三川町

総監督 安部美知雄 東根市 二位関　尭 山形市 宮原　武希 鶴岡市

成男選手兼監督 中原　正史 山形市 成女選手 横尾　範子 上山市

成男選手 阿部　康成 山形市 少年選手 鈴木　紗絢 山形市

鈴木　啓大 山形市 井上　永久 金山町

布施　雄之 山形市 ＨＭ 髙橋栄里花 天童市

宇治川金雄 山形市

成女選手兼監督 石井　満貴 上山市

成女選手 佐久間陽子 寒河江市

東海林貴和子 天童市

＜フェンシング＞

＜柔道＞

＜ゴルフ＞

第６８回国民体育大会東京国体　山形県選手団
＜バドミントン＞

＜高等学校野球硬式＞

＜馬術＞

＜ウエイトリフティング＞

＜自転車競技＞

＜ソフトテニス＞

＜卓球＞

＜軟式野球＞

＜相撲＞

＜セーリング＞

＜空手道＞

＜ライフル射撃＞

＜ボウリング＞

＜ビーチバレー＞

＜トライアスロン＞

＜剣道＞

＜銃剣道＞

＜アーチェリー＞

＜山岳＞

＜なぎなた＞

＜クレー射撃競技＞




