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第17回第18回第19回
●県知事賞

鈴木美佐登（山形市）
土江　麻代（最上町）
安部　祥子（高畠町）
●県中央会会長賞

渡部みゆき（高畠町）
渋谷　昌宏（立川町）
田中　千鶴（山形市）
●優秀賞

斎藤有貴子（鶴岡市）
斎藤　美香（立川町）
押切　　一（最上町）
渋谷　奈央（立川町）
大場　知佳（最上町）
大沼喜世美（最上町）
管　　千恵（最上町）
阿部英里香（最上町）
大谷　房子（最上町）
高橋　　誠（最上町）
片桐　由嗣（山形市）
会田　雄介（山形市）
今野ひとみ（山形市）
鈴木加奈子（小国町）
伊藤　知行（小国町）
●学校奨励賞

立川町立清川中学校

小国町立玉川中学校

●県知事賞

佐藤　真佑（尾花沢市）
板垣　由香（山形市）
●県中央会会長賞

赤塚未奈実（天童市）
奥山　智明（尾花沢市）
●優秀賞

五十嵐友明（鶴岡市）
大山　　彰（尾花沢市）
折原　亮二（尾花沢市）
土屋翔太郎（尾花沢市）
永沢　　将（尾花沢市）
菅　真珠美（最上町）
我妻　孝佳（米沢市）
西塚　葉月（尾花沢市）
大山　宏美（尾花沢市）
山口　陽子（尾花沢市）
五十嵐　悟（朝日村）
田村　久美（朝日村）
金田　夕紀（白鷹町）
佐藤　和郎（白鷹町）
小松　文恵（白鷹町）
●学校奨励賞

尾花沢市立鶴子小学校

尾花沢市立玉野小学校

●県知事賞

佐々木歩惟（最上町）
有川　聡美（村山市）
森　　直子（鶴岡市）
●県中央会会長賞

萩原　晴菜（高畠町）
須貝　尚之（最上町）
後藤　友岐（米沢市）
●優秀賞

情野　　亮（米沢市）
柴田いくえ（大石田町）
石山　雄洋（最上町）
後藤　卓也（最上町）
曾田　　健（山形市）
菅　　晃太（最上町）
庄司早也香（最上町）
二戸奈央子（最上町）
渋谷　昌宏（立川町）
五十嵐江利（朝日村）
今野小百合（米沢市）
鈴木　一恵（米沢市）
土肥　由実（米沢市）
小座間恵美（天童市）
田中　　文（山形市）
●学校奨励賞

最上町立向町小学校

鶴岡市立鶴岡第四中学校

●県知事賞

堀内　智幸（高畠町）
瀬川　絵里（尾花沢市）
有路　奈央（大石田町）
●県中央会会長賞

伊藤　幸則（尾花沢市）
井上　夏美（大石田町）
岡崎　沙織（山形市）
●優秀賞

高橋　悠輝（尾花沢市）
高橋　惇二（寒河江市）
五十嵐政則（高畠町）
高橋　生耶（高畠町）
柳元　　穣（尾花沢市）
高橋　祐樹（尾花沢市）
鈴木奈緒美（尾花沢市）
西塚　孝也（尾花沢市）
野口　聡子（東根市）
高橋　一輝（尾花沢市）
遠藤　美代（山形市）
柏倉　友美（山形市）
松田多恵子（山形市）
樋口　康子（白鷹町）
森　　秀人（大石田町）
●学校奨励賞

尾花沢市立尾花沢小学校

山形市立第四中学校

●県知事賞

加藤　　映（鶴岡市）
菅　　晃太（最上町）
後藤　友岐（米沢市）
●県中央会会長賞

奥山　恵里（最上町）
有川　聡美（村山市）
柿崎　真吾（山形市）
●優秀賞

赤松かおり（最上町）
佐藤　夏佳（最上町）
岩瀬　直紀（高畠町）
菅原美由紀（米沢市）
阿部　達也（立川町）
安達　聖澄（山形市）
青山　　光（山形市）
奥山　佳希（最上町）
佐藤　一貴（立川町）
荒木　　恵（鮭川村）
土屋　秀憲（山形市）
髙橋　祐也（山形市）
●学校奨励賞

最上町立富沢小学校

山形大学教育学部附属中学校

●県知事賞

伊藤　桃子（尾花沢市）
髙橋　　裕（最上町）
竹俣　太郎（山形市）
●県中央会会長賞

樋口　裕斗（最上町）
髙橋　一輝（尾花沢市）
武田由美子（山形市）
●優秀賞

荒澤　雄太（山形市）
加藤　浩太（尾花沢市）
向田絵梨子（白鷹町）
白旗　典大（鶴岡市）
安野　妙子（鶴岡市）
大石　圭美（天童市）
長南　清香（朝日村）
鈴木　洋子（尾花沢市）
鈴木　雄太（尾花沢市）
島津　展子（高畠町）
松田多恵子（山形市）
佐藤ひとみ（山形市）
奥山　　舞（河北町）
奥山　佳子（河北町）
菅原　陽子（大石田町）
●学校奨励賞

最上町立向町小学校

山形市立金井中学校

第14回第15回第16回
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●県知事賞

掘　明希子（最上町）
原田　明子（最上町）
松田さとみ（朝日村）
●県中央会会長賞

柴田和佳奈（最上町）
後藤佳奈子（鶴岡市）
依田　利香（山形市）
●佳　作

鈴木　由美（最上町）
岸　奈津美（最上町）
奥山　浩史（最上町）
早坂　光代（鮭川村）
芳賀美奈子（山形市）
中嶌菜穂子（最上町）
斎藤　　恵（最上町）
羽咋真知子（尾花沢市）
矢作美樹子（尾花沢市）
舘野　美和（松山町）
田中　敦子（山形市）
伊藤　香織（米沢市）
池野　清美（鶴岡市）
伊藤　美穂（飯豊町）
木村　卓司（高畠町）
●学校奨励賞

最上町立大堀小学校

朝日村立朝日中学校

●県知事賞

阿部　浩嗣（鮭川村）
伊藤　久美（尾花沢市）
熊谷　　忍（山形市）
●県中央会会長賞

戸田賢太郎（米沢市）
斎藤　　恵（最上町）
江口ちあき（白鷹町）
●佳　作

高野　元子（立川町）
菅原　　潤（最上町）
高橋　直美（高畠町）
長谷川　明（鶴岡市）
渡部　寿彦（最上町）
二戸　太一（最上町）
菅野　敬子（尾花沢市）
金子　珠美（高畠町）
近藤新太郎（尾花沢市）
渡會　美和（尾花沢市）
真木　洋子（山形市）
渡部　　桂（高畠町）
大河原万美（高畠町）
岡本　大助（朝日村）
岩田　美代（山形市）
●学校奨励賞

米沢市立南原小学校

最上町立向町小学校

●県知事賞

柴崎　幸子（最上町）
柳橋　祐輔（尾花沢市）
安部　政行（高畠町）
●県中央会会長賞

結城　　剛（最上町）
村上　秀和（八幡町）
落合　綾子（米沢市）
●優秀賞

佐藤　智恵（最上町）
菅　めぐみ（最上町）
菊地　寛子（山形市）
渋谷　昌宏（立川町）
栗原美代子（山形市）
阿部小百合（最上町）
塩野　幸子（山形市）
海藤　亜矢（最上町）
斎藤　　恵（最上町）
富澤　玲子（最上町）
佐藤　亜紀（山形市）
伊藤　好恵（山形市）
日詰　香子（鶴岡市）
青木ゆき枝（大石田町）
近野　智恵（南陽市）
●学校奨励賞

最上町立月楯小学校

鶴岡市立鶴岡第四中学校

●県知事賞

内藤　優治（立川町）
大場　友廣（山形市）
菅井　美加（山形市）
●県中央会会長賞

松田　陽樹（山形市）
渡辺　真悟（尾花沢市）
佐々木美穂（山形市）
真木　洋子（山形市）
●優秀賞

柳橋　裕介（尾花沢市）
高橋　賢一（尾花沢市）
井上　祐二（山形市）
棚鰭　麻美（高畠町）
笹原　佑美（尾花沢市）
田中　里絵（山形市）
奥山　和志（尾花沢市）
猪股　雅子（尾花沢市）
本間　智子（立川町）
斎藤　　恵（最上町）
高井　深雪（高畠町）
五十嵐　恵（山形市）
花等　礼子（山形市）
斎藤　　健（朝日村）
●学校奨励賞

尾花沢市立尾花沢小学校

山形市立金井中学校

●県知事賞

田中美紀子（山形市）
阿部　政成（最上町）
鈴木祐紀子（山形市）
●県中央会会長賞

澁谷　奈央（立川町）
大宮　佳代（山形市）
多勢　　緑（南陽市）
●優秀賞

庄司　竜太（最上町）
石山　幸喜（最上町）
原田ひろみ（山形市）
阿部　紋子（最上町）
大友　由香（立川町）
齋藤　　幸（八幡町）
加藤　　茜（最上町）
柴崎　　幸（最上町）
大沼　春光（最上町）
菅　　泰子（最上町）
横山　直樹（飯豊町）
鈴木恵美子（山形市）
高橋　邦枝（山形市）
佐藤　大輔（鶴岡市）
早坂美和子（大石田町）
●学校奨励賞

最上町立東法田小学校

山形市立金井中学校

●県知事賞

五十嵐弘之（尾花沢市）
笹原　文奈（尾花沢市）
大川　　薫（山形市）
●県中央会会長賞

笹原　伸吾（東根市）
渡邊　琢也（山形市）
西田　　瞳（山形市）
●優秀賞

伊藤　慎哉（尾花沢市）
三宅　結子（尾花沢市）
石澤　英和（山形市）
松田　陽樹（山形市）
大類　秀秋（尾花沢市）
落合絵実子（尾花沢市）
渡部　文子（羽黒町）
横山　樹理（川西町）
大山　智和（尾花沢市）
三宅　里美（尾花沢市）
渡部　祐也（朝日村）
近野　涼子（高畠町）
山口　　健（南陽市）
新井まり子（高畠町）
●学校奨励賞

尾花沢市立常盤小学校

尾花沢市立玉野小学校
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第20回第21回第22回
●県知事賞

鈴木　裕美（高畠町）
堀　　文子（酒田市）
高梨　邦拡（高畠町）
●県中央会会長賞

小松　主音（高畠町）
柴田　育恵（大石田町）
後藤　友岐（米沢市）
●優秀賞

佐藤　駿佑（米沢市）
吉田　洋平（高畠町）
矢口　　渡（鮭川村）
大場　智美（最上町）
奥山　恵里（最上町）
鈴木まりこ（山形市）
小山田由起子（河北町）
菅　　晃太（最上町）
佐藤　舞子（米沢市）
伊藤理恵子（米沢市）
阿川　麻里（山形市）
東海林　宏（山形市）
中鉢　佳奈（天童市）
佐藤　紘子（朝日村）
清野　美幸（朝日村）
●学校奨励賞

高畠町立和田小学校

天童市立第二中学校

●県知事賞

大類　祐美（尾花沢市）
白井　靖浩（尾花沢市）
斎藤　明子（山形市）
●県中央会会長賞

深瀬　美幸（高畠町）
岩松　　泉（山形市）
有路　奈央（大石田町）
●優秀賞

森谷　雄太（山形市）
長岡　　希（山形市）
小林　龍宏（尾花沢市）
土屋　引一（南陽市）
工藤　誠昭（朝日村）
齋藤　　啓（大石田町）
加藤　初恵（尾花沢市）
奥山　和泉（尾花沢市）
岡野　咲子（最上町）
渡部　禎子（南陽市）
原田　沙樹（山形市）
池野まり子（山形市）
入間　利恵（高畠町）
青柳みちよ（高畠町）
阿部　陽一（朝日村）
●学校奨励賞

最上町立向町小学校

山形市立第四中学校

●県知事賞

加藤　　梓（鶴岡市）
加賀　知世（尾花沢市）
村山　直美（天童市）
●県中央会会長賞

橋本　菜穂（最上町）
原田　久美（最上町）
小 間裕子（天童市）
●優秀賞

岸　健一朗（最上町）
山田　寿広（最上町）
大石　美恵（最上町）
後藤　明美（高畠町）
近野　健二（高畠町）
大場　哲也（最上町）
石山　雄洋（最上町）
石山満理奈（最上町）
佐藤　康徳（米沢市）
斎藤真貴子（朝日村）
氏居　生良（山形市）
前田　恵美（山形市）
中嶋　桃子（山形市）
原田　優子（天童市）
五十嵐小夜子（天童市）
●学校奨励賞

高畠町立屋代小学校

天童市立第二中学校

●県知事賞

渡邊　克也（最上町）
有路　沙織（尾花沢市）
菊池　佳子（山形市）
●県中央会会長賞

大山　　和（尾花沢市）
高橋　雄太（尾花沢市）
會田　恵里（山形市）
●優秀賞

須藤　賢東（山形市）
古瀬　友香（尾花沢市）
伊藤　敏彦（尾花沢市）
岡野　浩美（最上町）
加地華南子（高畠町）
花輪みゆき（天童市）
笹原可奈子（尾花沢市）
五十嵐隆介（尾花沢市）
古瀬智佳子（尾花沢市）
武田ゆかり（尾花沢市）
高橋　　栄（山形市）
栗原　美穂（山形市）
阿部　誠司（山形市）
丹　奈帆子（山形市）
寺崎　久世（山形市）
●学校奨励賞

尾花沢市立常盤小学校

山形市立第五中学校

●県知事賞

三浦　春菜（鶴岡市）
黒坂　星児（最上町）
萩原菜ツ美（高畠町）
●県中央会会長賞

大石　美恵（最上町）
菅　喜美広（最上町）
森谷さとり（天童市）
●優秀賞

阿部　裕子（尾花沢市）
菅原　　南（鶴岡市）
高橋　隆浩（高畠町）
加藤　　梓（鶴岡市）
藤畑　康宏（最上町）
佐藤　秀樹（最上町）
奥山　恵里（最上町）
石山　崇人（最上町）
阿部　留佳（朝日町）
菅　　晃菜（最上町）
島津　智子（高畠町）
佐藤真寿美（高畠町）
阿部　　哲（南陽市）
伊藤　千尋（朝日村）
小川　　結（山形市）
●学校奨励賞

鶴岡市立斎小学校

高畠町立第一中学校

●県知事賞

本間　裕紀（尾花沢市）
飛渡　沙織（大石田町）
菊池　佳子（山形市）
●県中央会会長賞

遠藤　美佳（尾花沢市）
渡部　　達（朝日村）
佐藤　瑶子（山形市）
●優秀賞

伊藤　由貴（尾花沢市）
渡部みなみ（高畠町）
荒木　　渚（鮭川村）
横山　浩輔（尾花沢市）
高橋　真美（最上町）
北條　隆大（最上町）
星川　瑠美（尾花沢市）
小野　貴紀（尾花沢市）
高橋　梨絵（最上町）
庄司　　修（最上町）
溝越　清美（山形市）
公平　央恵（米沢市）
小野　展裕（山形市）
武田　彩子（山形市）
吉田由紀子（山形市）
●学校奨励賞

尾花沢市立玉野小学校

山形市立金井中学校

第23回第25回
●県知事賞

岸　　詩音（最上町）
難波　裕人（鶴岡市）
佐藤　　望（天童市）
●県中央会会長賞

森　　麻美（櫛引町）
佐藤　香織（山形市）
清野　　舞（朝日村）
●優秀賞

今井　大輔（鶴岡市）
三浦　幸希（鶴岡市）
酒井　健太（山形市）
佐藤　大輝（鶴岡市）
佐藤真生子（最上町）
齋藤　那千（朝日村）
阿部　貴敏（最上町）
小野　　翔（米沢市）
安達　美有（朝日村）
佐藤　若佳（最上町）
菅原　香織（朝日村）
大滝まど佳（朝日村）
菅原　泰隆（鶴岡市）
荒井　　郁（山形市）
小林千恵子（鶴岡市）
●学校奨励賞

最上町立赤倉小学校

鶴岡市立鶴岡第三中学校

●県知事賞

半田さやか（山形市）
菅野　慎也（尾花沢市）
長嶌　絵理（山形市）
●県中央会会長賞

菅　　友絵（最上町）
小野麻里子（尾花沢市）
齋藤　利恵（米沢市）
●優秀賞

阿部　　凌（寒河江市）
岸　英里香（最上町）
小林　育実（最上町）
佐藤　拓実（鶴岡市）
丹野　泰長（山形市）
須田　雄飛（鶴岡市）
片岡　勇人（最上町）
佐藤かおり（山辺町）
大久保　康（藤島町）
福田紗矢佳（最上町）
高島　香織（山形市）
鈴木　　綾（米沢市）
小野友加奈（山形市）
●学校奨励賞

山形市立南山形小学校

山形市立金井中学校

●県知事賞

本間　明音（鶴岡市）
渡部　大地（朝日村）
有賀真紀子（朝日村）
●県中央会会長賞

黒坂　雄志（最上町）
竹田実穂子（米沢市）
斎藤芽衣子（朝日村）
●優秀賞

結城　智裕（最上町）
岸　　詩音（最上町）
高橋　隆浩（高畠町）
稲葉　　彬（天童市）
近野健三郎（高畠町）
阿部　晴美（最上町）
小野寺美夏（朝日村）
大谷部汐李（飯豊町）
原田　久美（最上町）
田中絵理加（最上町）
結城　重則（東根市）
高橋　愛実（山形市）
佐藤　　牧（朝日村）
原田　智広（高畠町）
本木いずみ（東根市）
●学校奨励賞

最上町立赤倉小学校

朝日村立朝日中学校

●県知事賞

五十嵐 大（鶴岡市）
菅野　　瞳（尾花沢市）
武田　彩子（山形市）
●県中央会会長賞

西塚　眞治（尾花沢市）
今野　里紗（鶴岡市）
長尾　　藍（山形市）
●優秀賞

小林　由典（白鷹町）
落合　和也（尾花沢市）
木村　和人（鶴岡市）
佐藤　綾子（尾花沢市）
本間　翔太（尾花沢市）
q橋　茉莉（最上町）
大山　美幸（尾花沢市）
赤松かおり（最上町）
工藤　竜也（尾花沢市）
佐藤　伸也（新庄市）
鈴木　裕子（山形市）
友寄　歩惟（上山市）
庄司美智子（上山市）
遠藤真理子（山形市）
遠藤由紀子（山形市）
●学校奨励賞

鶴岡市立栄小学校

上山市立北中学校

第24回
●県知事賞

阿部　将敏（最上町）
橋本　菜穂（最上町）
伊藤　明希（朝日村）
●県中央会会長賞

渡邉　雅正（酒田市）
阿部　奈美（鶴岡市）
斎藤芽衣子（朝日村）
●優秀賞

白幡　　梓（鶴岡市）
丸山　里佳（櫛引町）
田中　麻衣（山形市）
斎藤　陽一（山形市）
高橋　真莉（最上町）
渡辺　　大（南陽市）
加藤　　梓（鶴岡市）
押切　成美（最上町）
安達　千李（三川町）
古川　　悠（高畠町）
遠藤　俊一（天童市）
清野　　舞（朝日村）
清和　千秋（櫛引町）
瀧口　夏子（天童市）
庄司　千鶴（朝日村）
●学校奨励賞

最上町立赤倉小学校

朝日村立朝日中学校

●県知事賞

熊谷　朋美（尾花沢市）
渡辺　麻美（尾花沢市）
佐藤　瑶子（山形市）
●県中央会会長賞

須田　雄飛（鶴岡市）
鈴木　愛香（寒河江市）
長岡　和美（山形市）
●優秀賞

原田　初美（尾花沢市）
吉田　龍一（大石田町）
結城　弘斗（最上町）
佐藤　成美（尾花沢市）
舩山　達郎（白鷹町）
土屋　範晃（尾花沢市）
五十嵐 大（鶴岡市）
村井　法子（尾花沢市）
西尾　円華（尾花沢市）
岸　　貴大（尾花沢市）
矢口　亜紀（山形市）
井上　　庸（上山市）
鈴木　裕子（山形市）
西村　愛子（山形市）
青柳　悠香（天童市）
●学校奨励賞

寒河江市立寒河江中部小学校

山形市立金井中学校
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