
No 市町村名 当選者名 No 市町村名 当選者名 No 市町村名 当選者名

1 朝日町 伊藤正昭 51 天童市 須藤浩幸 101 山形市 奥山次郎

2 朝日町 志藤一夫 52 天童市 瀬野一夫 102 山形市 加藤真治

3 朝日町 志藤信勝 53 天童市 赤塚光弘 103 山形市 加藤芳男

4 朝日町 鈴木國之 54 天童市 滝口定広 104 山形市 鎌上正文

5 飯豊町 渡部愛子 55 天童市 東海林浩二 105 山形市 菊田正広

6 河北町 日下部信征 56 天童市 八鍬善昭 106 山形市 吉田忠男

7 上山市 小笠原弘恵 57 天童市 鈴木忠良 107 山形市 吉野敏夫

8 上山市 田代紗矢佳 58 長井市 平朝悟 108 山形市 宮崎宏

9 上山市 玉宮美恵子 59 長井市 松木幸宏 109 山形市 伍嶋省三

10 上山市 黒山潤 60 中山町 奥山正夫 110 山形市 荒井マサヨ

11 上山市 太田精 61 中山町 松橋康夫 111 山形市 高橋章

12 上山市 槙啓 62 中山町 大場好索 112 山形市 高橋慎也

13 川西町 青木美香 63 中山町 野口宗悦 113 山形市 高木實

14 寒河江市 松田良一 64 南陽市 菅原和人 114 山形市 国井順史

15 寒河江市 斉藤清 65 南陽市 西山春美 115 山形市 国井裕夫

16 寒河江市 大泉高利 66 西川町 片倉律子 116 山形市 黒木武志

17 鶴岡市 阿部紀之 67 三川町 小川ゆみ 117 山形市 佐藤長一郎

18 鶴岡市 石塚悠 68 村山市 大山史子 118 山形市 斎藤啓

19 鶴岡市 宇野金弘 69 村山市 松田智之 119 山形市 斎藤賢一

20 鶴岡市 宇野謙 70 山形市 安部遥 120 山形市 山田五郎

21 鶴岡市 大瀧雅一 71 山形市 有路真由美 121 山形市 山田洋一

22 鶴岡市 菅原清 72 山形市 板垣元大 122 山形市 斯波義裕

23 鶴岡市 長南敏之 73 山形市 佐藤暁志 123 山形市 小山忠夫

24 鶴岡市 三浦忍 74 山形市 伊藤千景 124 山形市 小川力也

25 鶴岡市 安部和明 75 山形市 遠藤裕治 125 山形市 小野光一

26 鶴岡市 遠藤正昭 76 山形市 大河原努 126 山形市 小野信一

27 鶴岡市 河野宏 77 山形市 岡崎庄右エ門 127 山形市 小林孝一

28 鶴岡市 丸山静子 78 山形市 五味沙月 128 山形市 松尾剛次

29 鶴岡市 佐藤浩 79 山形市 近藤翼 129 山形市 森谷泰一

30 鶴岡市 佐藤悌吉 80 山形市 酒井良治 130 山形市 水戸新一

31 鶴岡市 斎藤栄喜 81 山形市 桜井敏幸 131 山形市 清水幸雄

32 鶴岡市 三浦久生 82 山形市 鈴木和子 132 山形市 大築隆

33 鶴岡市 渋谷稔 83 山形市 鈴木幸子 133 山形市 大木吉弘

34 鶴岡市 須藤吉右エ門 84 山形市 鈴木司 134 山形市 丹野伊七商店

35 鶴岡市 清野重浩 85 山形市 高橋香苗 135 山形市 丹野繁也

36 鶴岡市 蛸井伊右エ門 86 山形市 高橋圭史 136 山形市 池野順

37 鶴岡市 長谷川清 87 山形市 高橋弘子 137 山形市 中嶋英治

38 鶴岡市 淵田武彦 88 山形市 高橋雅信 138 山形市 長谷部誠二

39 鶴岡市 本間正 89 山形市 出縄泰子 139 山形市 渡辺和雄

40 鶴岡市 木村明 90 山形市 中井雅夫 140 山形市 梅津次雄

41 鶴岡市 竜泉・滝川(有) 91 山形市 ヘアリズム・オ－ヌマ 141 山形市 平信介

42 鶴岡市 續木孝次 92 山形市 三沢彰子 142 山形市 堀雅一

43 天童市 石沢稔 93 山形市 三澤裕幸 143 山形市 堀川則夫

44 天童市 伊藤哲 94 山形市 山田裕子 144 山形市 堀二三男

45 天童市 奥山智美 95 山形市 吉田誠 145 山形市 有限会社快

46 天童市 佐久間光生 96 山形市 安達敬久 146 山形市 ㈲絣屋

47 天童市 服部孝美智 97 山形市 伊藤久英 147 山形市 鈴木清和

48 天童市 安永洋一 98 山形市 稲村睦子 148 山形市 髙橋利広

49 天童市 斎藤とも子 99 山形市 卯野実 149 山辺町 遠藤博行

50 天童市 庄司泰博 100 山形市 榎森商店 150 米沢市 西塚尚樹

（市町村別、五十音順、敬称略）

※当選者には、10月中にユニホームが届くよう郵送させていただきます。
たくさんのご応募、ありがとうございました。

150名当選者発表　ご当選おめでとうございます!!
モンテディオ山形応援ユニホームを当てよう!!


