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■野球部■ 

第 6４回春季東北地区高等学校野球山形県大会置賜地区予選 

 期日 平成 2９年 4 月 28 日～5 月 6 日 

 場所 皆川球場 高畠町野球場 小国町球技場 

一次予選 

1 回戦 米沢工業 10-0 置賜農業(6 回ｺｰﾙﾄﾞ）   勝ち 

2 回戦 米沢工業 1-3 長井 負け 

二次予選 

米沢工業 11-10 米沢商業(延長 10 回) 勝ち 

米沢工業 10-0 米沢東(6 回コールド) 

第 3 代表で県大会出場 

 

■サッカー■ 

置賜地区高等学校総合体育大会 

 期日 平成 2９年 5 月 6,7,13,14 日 

場所 米沢工業高校グラウンド・米沢市人工芝サッカーフィールド 

予選リーグ 

米沢工業  ７－０ 高畠高校  勝ち 

米沢工業 １０－０ 荒砥高校  勝ち 

米沢工業  ２－０ 九里学園  勝ち 

米沢工業  ２－０ 米沢東高校 勝ち     予選リーグ １位 

準決勝 

 米沢工業  １－０ 興譲館高校 勝ち 

決勝 

 米沢工業  ０－０ 米沢中央高校 勝ち     

        ５PK４              結果 第１位     県大会出場 

 

■バドミントン■ 

＜男子団体＞  優勝 県大会出場 

  

＜男子ダブルス＞ 

 赤木優佑(2-4)・遠藤黎(2-2)組    優勝      県大会出場 

 酒井千貴(M3-1) 瀧澤青空(2-4) 第３位      県大会出場 

岩見遼(M3-2) 八巻圭汰(C3-1)  第３位      県大会出場 

片桐颯人(M3-2) 戸田勇太(E3-1) 第９位      県大会出場 

＜男子シングルス＞ 

赤木優佑(2-4)   優勝           県大会出場 

遠藤黎 (2-2)    2 位          県大会出場 

 

■バスケットボール■  

１回戦 米沢工業 90-60 九里学園 勝ち 

２回戦 長井工業 90-74 米沢工業 負け                  県大会出場 
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■剣道■ 

 期日 平成 29 年 5 月 13 日 

 場所 高畠高校 

＜団体戦＞ 

予選リーグ戦 1 位 米沢工業○―長井 米沢工業○―九里学園 

決勝トーナメント出場   

決勝リーグ 米沢工業○―置農 米沢工業―○興譲館 ３位           県大会出場 

＜個人戦＞  

C3-2 桑原 大輔 

M2-2 土田 健太郎 

M2-2 川瀬 瞬 ベスト 16 

 

■柔道■ 

平成２９年度 置賜地区高等学校総合体育大会 

 期日 平成２９年５月１３日（土） 

 場所 南陽市民体育館武道場 

＜団体戦＞ 

決勝トーナメント 対 米沢中央高校 負け  第３位           県大会出場 

＜個人戦＞ 

60kg 級  宮嶋 睦希 (M1-1)         １回戦敗退         県大会出場 

女子 48kg 級 植原 花梨(1-4)           第２位          県大会出場 

66kg 級   坂野 優輝（M2-1）         ２回戦敗退        県大会出場 

81kg 級   青木 光 （C3-1）            第２位            県大会出場 

90kg 級   佐藤 快 （C3-2）          第２位            県大会出場 

100kg 超級 鈴木 雄大 (2-4)           第２位          県大会出場 

 

■弓道■ 

置賜地区高校総体弓道競技 

場所 米沢市営弓道場 

 

＜男子個人＞  

 E3-1 金内 綾汰 ８射５中      県大会個人出場 

 C3-2 柴田 紘杜 ８射７中      県大会個人出場 

 C3-2 村山 翔  ８射５中      県大会個人出場 

 M2-2 渡部 雄喜 ８射５中       県大会個人出場 

 C2-5 毛利 仁駿 ８射５中       県大会個人出場 

 

＜女子個人＞       

予選敗退 

＜男子団体＞ 

 金内 安部 小野 色摩 柴田 合計８０射５２中 

 優勝                                  県大会出場 
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■■バレーボール■ 

大会   置賜地区高校総体 

期日   ５月１３日～５月１４日 

開催場所 米沢工業高校体育館 

＜予選リーグ＞  ６校による総当たり戦 

 米沢工業 対 米沢中央  負け 

 米沢工業 対 長井 負け 

 米沢工業 対 南陽  負け 

 米沢工業 対 置賜農業 負け 

 米沢工業 対 興譲館  勝ち                           県大会出場 

 

■卓球■ 

男子学校対抗 
１回戦 米工 ４対０ 荒砥 

２回戦 米工 ０対５ 九里  結果ベスト８ 県大会出場 

男子ダブルス クラス 氏名 クラス 氏名 

１回戦敗退 ２－３ 米野 北斗 ２－４ 天野 貴翔 

２回戦敗退 Ｍ３－２ 立花 竜 ３－１ 泉妻 和也 

 
３－１ 児玉 雄司 ２－１ 鈴木 聖 

 
２－２ 尾形琉希 ２－３ 保科 友隆 

 
２－１ 松田 乃樹 ２－５ 後藤 太陽 

男子シングルス クラス 氏名 クラス 氏名 

２回戦敗退 

２－２ 尾形 琉希 １－１ 安部 蔵人 

１－１ 我妻 駿翔 １－１ 高橋 源紀 

１－２ 高橋 諒洋 １－３ 渡邉 魁士 

１－３ 上村 和駿 １－４ 長谷部 海音 

１－５ 小澤 晟也 
  

３回戦敗退 

Ｍ３－１ 児玉 雄司 Ｍ３－２ 立花 竜 

Ｅ３－１ 荒井 悠樹 ２－１ 鈴木 聖 

２－１ 松田 乃樹 ２－４ 天野 貴翔 

２－３ 米野 北斗 １－１ 玉橋 勝 

４回戦敗退 

県大会出場 
２－３ 

保科 友隆 

県大会出場 
２－５ 

後藤 太陽 

県大会出場 

     
 

 

■ソフトボール■ 

１回戦    米沢工業 １１－２７ 米沢東  負け 

５位決定戦  米沢工業 ０－２９ 南陽高校  負け 結果 ６位       県大会出場 
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■ソフトテニス■ 

置賜地区高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 

 期日 平成２９年５月１３～１５日 

女子 

 場所 小国町アスネットテニスコート 米沢興譲館高校テニスコート 

＜団体＞ 

予選リーグ ２位 

準々決勝 米沢工業 ２対０ 米沢興譲館 

準決勝  米沢工業 ０対２ 米沢東        第３位         県大会出場 

 

＜個人＞  

ベスト１６ 2-5 佐竹楓、2-4 宮島明里ペア                   県大会出場 

      2-5 小方梨聖、1-3 齋藤海音ペア                 

２回戦敗退 2-3 金子 2-3 大木ペア 

１回戦敗退 1-2 我妻、E3-1 菅井ペア 1-5 須貝、1-1 神野ペア 1-5 藤田 1-5 澤田ペア 

男子 

場所 米沢工業高等学校テニスコート 

＜団体＞準優勝 

予選Ａリーグ 

米工 ２－１ 米東 

米工 １－２ 南陽 

決勝トーナメント 

１回戦 米工 １－２ 米商 

準決勝 米工 ２－０ 長井 

決勝 米工 ０－２ 興譲館                         県大会出場 

＜個人＞ 

優勝 高橋裕貴 2-4、本間圭将 E3-1                                          県大会出場 

ベスト１６ 鈴木雄斗 M3-2 佐藤飛雅 C3-2                                   県大会出場 

ベスト１６ 刈屋翔吾 M3-2 嶋貫翔馬 C3-1                                   県大会出場 

 

■登山■ 

最優秀賞（１位）                          県大会出場 

選手：２２名 

クラス 氏 名 クラス 氏 名 クラス 氏 名 

M3-1 岡田 龍太郎 1-2 金子 凌 1-3 相澤 友佑 

E3-1 船山 竜一 1-2 佐藤 響 1-3 鈴木 義人 

1-1 江口 志樹 1-2 色摩 嵐士 1-3 高木 虎之介 

1-1 加地 拓海 1-2 鈴木 理雄 1-3 瀧澤 祐騎 

1-1 佐伯 駿弥 1-2 新國 暖 1-3 千野 陵佑 

1-1 佐藤 丈二 1-2 二宮 大知 1-3 本間 彪雅 

1-1 佐藤 大翔 1-2 松田 尚也   

1-1 松本 大輝 1-5 小島 惟吹   
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■陸上競技■ 

大会名  置賜地区高等学校春期総合体育大会 

期日   ５月６日～７日 

開催場所  米沢市陸上競技場 

男子 

クラス 氏名 種目 記録 順位 県大会 リレー 県大会 

C3-1 加藤 圭 800m 2’08.64 6 ○   

C3-2 小形 滉貴 800m 2’15.88 15 ○   

C3-2 今田 拓実 3000mSC 10’35.44 4 ○   

2-1 横山 泰河 5000m DNS     

2-2 阿部 寛之 800m 2’22.45 18    

2-2 玉虫 海音 5000m 16’45.02 6 ○   

2-3 佐藤 理人 1500m 4’23.30 8 ○   

2-3 高橋 裕大 5000m 17’14.81 9 ○   

1-5 井場 広洋 1500m 4’36.85 12  4×400 ○ 

1-5 後藤 光雅 1500m 4’41.21 13  4×400 ○ 

男子 4×400m リレー 

第１０位 3’55.89                                県大会出場 

(1-3 井場寛斗 M3-2 綱島一真 1-5 後藤光雅 1-5 井場広洋 
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■自転車競技■ 

1 実施期日 平成２９年５月１４日（日）～５月１５日（月） ２日間 

  
トラック競技 ５月１４日（土） １３：３０競技開始 

 

  
ロード競技 ５月１５日（日）  ９：００競技開始 

 
2 開催場所 トラック競技：福島県西白河郡泉崎村 泉崎国際サイクルスタジアム 

  
ロード競技：山形県天童市 山形県警察本部交通機動隊訓練コース 

3 種目 男子：１ｋｍタイム・トライアル 

  
男子：３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート 

  
男子：６０ｋｍインディヴィデュアル・ロードレース 

  
女子：５００ｍタイム・トライアル 

  
女子：２ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート 

  
女子：３０ｋｍインディヴィデュアル・ロードレース 

4 記録 種目 男子１ｋｍタイム・トライアル 

  
順位 選手名 ふりがな 記   録 

 

  
第１位 草苅 治喜 クサカリ ハルキ １分１４秒３３ C3-2 

  
第２位 村山 浩司 ムラヤマ コウシ １分１６秒４４ M3-1 

  
第３位 土屋 和紀 ツチヤ カズキ １分２２秒２１ M3-2 

  
種目 男子３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート 

  
順位 選手名 ふりがな 記   録 

 

  
第１位 草苅 治喜 クサカリ ハルキ ３分５６秒０２ C3-2 

  
第２位 村山 浩司 ムラヤマ コウシ ３分５７秒０１ M3-1 

  
第３位 土屋 和紀 ツチヤ カズキ ４分３７秒５９ M3-2 

  
種目 男子６０ｋｍインディヴィデュアル・ロードレース 

  
順位 選手名 ふりがな 記   録 

 

  
第１位 村山 浩司 ムラヤマ コウシ １時間３６分４０秒９９ M3-1 

  
第２位 土屋 和紀 ツチヤ カズキ １時間３７分０２秒９５ M3-2 

  
第３位 草苅 治喜 クサカリ ハルキ １時間３７分０５秒９０ C3-2 

  
種目 女子５００ｍタイム・トライアル 

  
順位 選手名 ふりがな 記   録 

 

  
第１位 情野 楓 セイノ カエデ ４８秒８２ C3-1 

  
種目 女子２ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート 

  
順位 選手名 ふりがな 記   録 

 

  
第１位 情野 楓 セイノ カエデ ３分２６秒２５ C3-1 

  
種目 女子３０ｋｍインディヴィデュアル・ロードレース 

  
順位 選手名 ふりがな 記   録 

 

  
第１位 情野 楓 セイノ カエデ １時間０３分１１秒６３ C3-1 

  
学校対抗総合得点 第１位 得点  ３５ 点 

 


