
第３６回山形県高等学校総合文化祭西村山大会表彰者一覧 
 
（１）総合文化祭賞（第１席の賞） 

専門部 部門 団/個 受賞者（校） 所属校 学年 

演劇 
 団体 東根工業高等学校   
 団体 酒田西高等学校   

郷土芸能  団体 村山農業高等学校   

美術・工芸  個人  白田 愛 左沢高等学校 ３ 

書道  個人  大沼 美穂 寒河江高等学校 ２ 

写真  個人  小田 亜里沙 山形工業高等学校 １ 

放送 

オーディオピクチャー 団体 山形城北高等学校   
ビデオメッセージ 団体 寒河江高等学校   
アナウンス 個人  齋藤 香保里 山形北高等学校 ２ 
朗読 個人  石川 桃子 山形北高等学校 ２ 

囲碁 
男子個人 個人  戸塚 洸希 酒田西高等学校 １ 
女子個人 個人  斯波 春野 山形明正高等学校 １ 

将棋 
個人男子 個人  本間 瑞生 鶴岡南高等学校 １ 
個人女子 個人  石田 磨美 山形東高等学校 ２ 

弁論  個人  鈴木 翔太 新庄東高等学校 ２ 

文芸 

詩 個人  小松 優里花 鶴岡南高等学校 ３ 
散文 個人  今野 華奈 山形東高等学校 ３ 
短歌 個人  小野 壮亮 山形東高等学校 ３ 
俳句 個人  太田 宗一郎 山形東高等学校 ３ 
文芸部誌 団体 長井高等学校   

小倉百人一首かるた 個人 個人  渋谷 未怜 米沢商業高等学校 ２ 

 
（２）高文連賞（第２席の賞） 

専門部 部門 団/個 受賞者（校） 所属校 学年 

演劇 

 団体 山形東高等学校   
 団体 新庄南高等学校   
 団体 寒河江高等学校   
 団体 米沢中央高等学校   

郷土芸能  団体 山形明正高等学校伝統芸能部   

美術・工芸  個人  関 玖瑠美 南陽高等学校 ３ 

書道 

 個人  後藤 円香 寒河江高等学校 ３ 
 個人  奥山 葉子 寒河江高等学校 ３ 
 個人  森谷 恵理 米沢東高等学校 ２ 
 個人  松田 誠司 山形南高等学校 ３ 

写真  個人  長谷川 千祥 山形工業高等学校 １ 

放送 

オーディオピクチャー 団体 山形北高等学校   
ビデオメッセージ 団体 山形東高等学校   
アナウンス 個人  斎藤 有里 山形北高等学校 ２ 
朗読 個人  加藤 志織 山形西高等学校 ２ 

囲碁 
男子個人 個人  後藤 哲之介 山形東高等学校 １ 
女子個人 個人  金田 南美 荒砥高等学校 ２ 

将棋 
個人男子 個人  武田 一馬 山形東高等学校 １ 
個人女子 個人  石沢 成美 山形東高等学校 ２ 

弁論  個人  大石 真衣子 山形西高等学校 ２ 

文芸 

詩 個人  矢口 昂 新庄北高等学校 ２ 
散文 個人  山本 結 酒田東高等学校 ３ 
短歌 個人  斉藤 和徳 新庄北高等学校 ２ 
俳句 個人  吉野 はるか 九里学園高等学校 ３ 
文芸部誌 団体 長井高等学校   

小倉百人一首かるた 個人 個人  莅戸 莉来 米沢商業高等学校 １ 

 
（３）大会テーマ・ポスター賞 

部門 賞 作品 受賞者 所属校 学年 

テーマ 

最優秀賞 『巡り来る 文化の精彩 紅花（べに）の地へ』 丸山 美憂 山形北高等学校 ３ 
優秀賞 『輝け 青春の力 友情織り成す 文化の祭典』 岡崎 桃香 山辺高等学校 ２ 
優秀賞 『未来へ届け 郷里の文化 白銀の月山の風にのって』 鈴木 侑美 左沢高等学校 ２ 
優秀賞 『若人の 文化で彩れ 月の峰』 元木 寛子 寒河江高等学校 ２ 

ポスター 
最優秀賞  飯澤 朗 寒河江高等学校 ３ 
優秀賞  小原 愛 左沢高等学校 ３ 
優秀賞  多田 真菜美 左沢高等学校 ３ 

 


