
４．協議事項

（１）令和元年度事業経過について

【学校対抗の部】（男子）

第１位　勿来工業高校　　　２４点

第２位　田村高校　　　　　２０点

第３位　福島工業高校　　　１７点

【学校対抗の部】（女子）

第１位　福島明成高校　　　２４点

第２位　田村高校　　　　　１９点

　2019世界ジュニア選手権大会

【５５kg級】安藤千鈴（東京国際大学）
　　　トータル　　　１５１ｋｇ　　　６位

【５５kg級】遠藤朱李（仙台大学）
　　　トータル　　　１７６ｋｇ　　　４位

【76kg級】遠藤朱李（仙台大学）
　　　トータル　　　１６８ｋｇ　　　８位

SUVA：FIJ

第33回全日本女子選手権大会 　5月２４日（金）

　6月　1日（土）

【59kg級】遠藤梨李（田村高校）
　　　トータル　　　１８０ｋｇ　　　６位

　　～　８日（日） 【81㎏級】宍戸大輔（日本大学）
　　　トータル　　　２９３ｋｇ　　１３位

羽曳野市：はびきのコロセアム

【+７６kg級】本間愛梨（田村高校）
　　　トータル　　　１５０ｋｇ　　　２位

奥州市：江刺中央体育館

【55kg級】安藤千鈴（東京国際大学）
　　　トータル　　　１５８ｋｇ　　　８位

　　～２６日（日）

　　男子学校対抗

　　　　田村高等学校　得点５２点　　３位

　第39回東北高校選手権大会 　６月１４日（金）

　　～１６日（日）

　第63回福島県高校体育大会

　４月　６日（土）

　　　６月１日（土）

　　～６月２日（日）

参加者：３１名　　委任者：１０名

【男子】

秋田県：琴丘総合体育館

事  　　業　 　 名 期　　日 事　　業　　内　　容

　平成３１年度　総会 平成３１年 福島市：福島市市民会館

　　～２８日（日）

【７３kg級】内藤武蔵（田村高校）
　　　トータル　　　２４２ｋｇ　　　１位

【+102kg級】梶川東馬（田村高校）
　　　トータル　　　２２５ｋｇ　　　３位

【４９kg級】鈴木芽生（福島明成高校）
　　　トータル　　　１０１ｋｇ　　　２位

【女子】

第31回全日本女子学生選手権大会

【６４kg級】柳沼麻綾（田村高校）
　　　トータル　　　１４３ｋｇ　　　２位

三春町：田村高校第二体育館

【５５kg級】君島一成（田村高校）
　　　トータル　　　１９０ｋｇ　　　１位

【５５kg級】鈴木拓真（勿来工業高校）
　　　トータル　　　１８２ｋｇ　　　３位

【６７kg級】高木弘成（勿来工業高校）
　　　トータル　　　２１３ｋｇ　　　１位

第65回全日本学生個人選手権大会 　４月２６日（金） 羽曳野市：はびきのコロセアム

　　～２８日（日）

【５５kg級】鈴木あみ（平成国際大学）
　　　トータル　　　１５６ｋｇ　　　３位

【10２kg級】青木智也（日本大学）
　　　トータル　　　２５０ｋｇ　　１１位

【６１kg級】遠藤敦也（平成国際大学）
　　　トータル　　　２２５ｋｇ　　　６位

　４月２６日（金）

☆県高校新記録☆
【67kg級】高木弘成（勿来工業高校）

スナッチ100ｋｇ C&ジャーク115ｋｇ
トータル 215ｋｇ

【73kg級】内藤武蔵（田村高校）
スナッチ105ｋｇ C&ジャーク130ｋｇ

トータル 235ｋｇ
【89㎏級】宍戸勇輝（福島工業高校）
スナッチ85㎏ C&ジャーク110㎏

トータル 195㎏

☆県高校新記録☆
【64kg級】柳沼麻綾（田村高校）
スナッチ66㎏ C&ジャーク81㎏

トータル 147㎏
【+76級】本間愛梨（田村高校）

C&ジャーク85㎏ トータル148㎏

－19－



　第33回全国中学校選手権大会

　

　第46回東北総合体育大会

【6２kg級】黒江雄治（川俣高校）
　トータル　　　２１８ｋｇ　　　１位
【８９kg級】宍戸大輔（日本大学）
　トータル　　　３０６ｋｇ　　　１位

【89kg級】宍戸勇輝（福島工業高校）
　トータル　　　２２０ｋｇ　　　２位
【+102kg級】梶川東馬（田村高校）
　トータル　　　２２８ｋｇ　　　２位

　　女子

事  　　業　 　 名 期　　日 事　　業　　内　　容

【55㎏級】君島一成（田村高校）
　　　トータル　　　１９４ｋｇ　　　４位
【73㎏級】内藤武蔵（田村高校）
　　　トータル　　　２４０ｋｇ　　　５位

【61kg級】遠藤敦也（平成国際大学）
　トータル　　　２０５ｋｇ　　　２位

　　成　年　　　　７０点　　　　２位

【55kg級】黒江雄治（川俣高校（職））
　トータル　　　２０２ｋｇ　　　２位

福島市：福島明成高校第一体育館

　総　合　　　　１３７点　　　　２位

糸満市：西崎総合体育館

　～　９日（金）

【-55kg級】鈴木あみ（平成国際大学）
　トータル　　　１３6ｋｇ　　　２位

　第66回全国高等学校選手権大会

三春町：田村高校第二体育館　第７２回福島県総合体育大会

　第４７回東日本大学対抗選手権大会

　　～２８日（日）

【10９kg級】大河内優（拓殖大学）
　トータル　　　２７９ｋｇ　　　３位

　～７日（日）

山梨市：山梨市民総合体育館

【67kg級】後藤翔大（吾妻中学校）
　　　トータル　　　１２０ｋｇ　　　６位

　　～２５日（日）

　８月２３日（金）

【73kg級】内藤武蔵（田村高校）
　トータル　　　２３５ｋｇ　　　３位

６月30日（土） 上尾市：スポーツ総合センター

～７月１日（日）

　７月１９日（金）

　第３７回全日本マスターズ選手権大会

　第２1回全国高校女子選手権大会 松本市：松本市総合体育館

【５９kg級】遠藤梨李（田村学校）
　　　トータル　　　１７２ｋｇ　　　１位

　７月３０日（木）

【M70　73kg級】今野金哉（福島県警クラブ）
　　　トータル　　　１１５ｋｇ　　　３位

【７１kg級】柳沼麻綾（田村高校）
　　　トータル　　　１４３ｋｇ　　　８位

～８月　３日（月）

【９６kg級】菅野真央（㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ）
　トータル　　　２８６ｋｇ　　　１位

【81kg級】長南風汰（福島明成高校）
　トータル　　　１９５ｋｇ　　　３位

【61kg級】千色航平（勿来工業高校）
　トータル　　　１９２ｋｇ　　　３位

８月　8日（木）

　７月２５日（木）

【M65　6１kg級】高野　滋（福島県WL協会）
　　　トータル　　　１４５ｋｇ　　　１位

【81kg級】宍戸大輔（日本大学）
　　　トータル　　　３０１ｋｇ　　　１位

宮崎市：宮崎県総合運動公園体育館

【M5５　109kg級】清野裕司（小野高校）
　　　トータル　　　１９０ｋｇ　　　１位

【M6５　67kg級】大内俊幸（(有)丸中建設）
　　　トータル　　　１３０ｋｇ　　　３位

【67kg級】高木弘成（勿来工業高校）
　トータル　　　２１０ｋｇ　　　２位

◎成年の部
　　平成国際大学　　　　　 １０点　　１位
　　拓殖大学・川俣高校(職)
　　(株)ｶｼﾜﾊﾞﾗ･ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
　　福島明成高校OB
　　(株)オプトネクサス
　　(有)丸中建設
　　(有)石倉新聞店　　　　　　５点　　2位

　　～２１日（日）

７月６日（土）

◎少年の部
　　勿来工業高校　　　　　　３４点　　１位
　　田村高校　　　　　　　　２１点　　２位
　　福島明成高校　　　　　　１３点　　３位

　　少　年　　　　６７点　　　　３位

☆東北新記録☆
【８９kg級】宍戸大輔（日本大学）

スナッチ １４１ｋｇ
C&ジャーク １６５ｋｇ
トータル ３０６ｋｇ

☆東北高校新記録☆
【女子71㎏級】柳沼麻綾（田村高校）

スナッチ ６６ｋｇ
トータル １４７ｋｇ

☆県高校新記録☆
【55kg級】君島一成（田村高校）

Ｓ 86kg Ｊ 115㎏ Ｔ 201㎏
【73kg級】内藤武蔵（田村高校）

Ｓ 108㎏ Ｔ 243㎏
【81kg級】長南風汰（福島明成高校）

Ｓ 95㎏ Ｔ 210㎏
【+102kg級】梶川東馬（田村高校）

Ｓ 105㎏ Ｊ 130㎏ Ｔ 235㎏
【45㎏級】吉田美和（福島明成高校）

Ｓ 35㎏ Ｊ 43㎏ Ｔ 75㎏
【55㎏級】鈴木芽生（福島明成高校）

Ｓ 46㎏ Ｊ 53㎏ Ｔ 99㎏
【71㎏級】柳沼麻綾（田村高校）

Ｓ 67㎏ Ｊ 73㎏ Ｔ 150㎏

☆福島県記録☆
【96㎏級】菅野真央

（(株)ｶｼﾜﾊﾞﾗｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ）
スナッチ 135㎏
C&ジャーク155㎏
トータル 290㎏

【109㎏級】大河内優
（拓殖大学）

C&ジャーク 150㎏
トータル 260㎏

【55㎏級】安藤千鈴
（東京国際大学）

C&ジャーク 90㎏

☆マスターズ日本新記録☆
【M65 61kg級】高野滋（福島県WL協会）

スナッチ70㎏
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期　　日

　第１６回東日本学生新人選手権大会

　　　

　

藤沢市：日大生物資源科学部

個人【81kg級】宍戸大輔（日本大学）
　トータル　　　３１３ｋｇ　　　１位

　８月３１日（土）

事  　　業　 　 名

【-５５㎏級】安藤千鈴（東京国際大学）
　　　スナッチ　　　　７３ｋｇ　　　８位

【59㎏級】遠藤梨李（田村高校）
　　　スナッチ　　　　８４ｋｇ　　　２位
　　　C&ジャーク　 １００ｋｇ　　　６位
　　　トータル　　　１８４ｋｇ　　　３位

女子【81kg級】遠藤朱李（仙台大学）
　　　トータル　　　１８２ｋｇ　　　２位

女子団体【１年生の部】
　　１位　福島明成高校　　　　２４点
　　２位　田村高校　　　　　　　５点

　第６４回福島県高校新人体育大会 １１月　９日（土） 福島市：福島明成高校　第一体育館

　　～１０日（日）

女子団体【２年生】
　　１位　田村高校　　　　　　１０点
　　２位　福島明成高校　　　　　５点

　　　　～８日（月）

　１０月　２日（水）

団体【１年生の部】
　　１位　福島明成高校　　　　１４点
　　２位　福島工業高校　　　　　８点

団体　　第１位　　点
　　　　第２位　　点
　　　　第３位　　点

高萩市：高萩市文化会館

大阪府：はびきのコロセアム　第２０回全日本女子大学対抗選手権大会(２部)

　　　女　子　　　　１１点　　　　　９位

【５５㎏級】君島一成（田村高校）
　　　スナッチ　　　　８５ｋｇ　　　７位
　　　C＆ジャーク　 １１５ｋｇ　　　２位
　　　トータル　　　２００ｋｇ　　　３位

　第６５回全日本大学対抗選手権大会(２部)

　　　成　年　　　２９点　　　　　９位

　　総　合　　　５９点　　　　　７位

【７３kg級】内藤武蔵（田村高校）
　　　スナッチ　　　１０６ｋｇ　　　５位
　　　C&ジャーク　 １３９ｋｇ　　　３位
　　　トータル　　　２４５ｋｇ　　　４位

１１月　１日（金）

　　～　３日（日）

　第７４回国民体育大会

個人【105kg級】青木智也（日本大学）
　トータル　　　２６０ｋｇ　　　５位

　第４３回東日本学生個人選手権大会 　９月　６日（金）

　～　　９日（月）

三春町：田村高校練習場

【61kg級】遠藤敦也（平成国際大学）
　　　トータル　　　２１２ｋｇ　　　５位

団体【２年生】
　　１位　福島明成高校　　　　１０点
　　１位　田村高校　　　　　　１０点
　　１位　勿来工業高校　　　　１０点

事　　業　　内　　容

【73㎏級】近内三孝（日本大学(職)）
　　　スナッチ　　　１４１ｋｇ　　　１位
　　　Ｃ＆ジャーク　１７１ｋｇ　　　１位
　　　トータル　　　３１２ｋｇ　　　１位

【８９kg級】菅野真央（(株)ｶｼﾜﾊﾞﾗ･ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ）
　　　スナッチ　　　１３１ｋｇ　　　７位

【81kg級】宍戸大輔（日本大学）
　　　スナッチ　　　１４４ｋｇ　　　４位
　　　Ｃ＆ジャーク　１７６ｋｇ　　　３位
　　　トータル　　　３２０ｋｇ　　　３位

　　　少　年　　　１９点　　　　１８位

　第２０回福島県社会人大会

【81kg級】安藤蕉平（平成国際大学）
　　　トータル　　　２５０ｋｇ　　　２位

☆ジュニア日本新記録☆
【81kg級】宍戸大輔（日本大学）

スナッチ １４３ｋｇ

☆ジュニア日本新記録☆
【81kg級】宍戸大輔（日本大学）

スナッチ １４４ｋｇ
トータル ３２０ｋｇ

☆大会新記録☆
【67kg級】志賀聖流（福島工業）

スナッチ68㎏ C&ジャーク78㎏ トータル146㎏
【67kg級】石添直人（福島明成）

スナッチ75㎏ トータル135㎏
【73kg級】齋藤慶滋（福島明成）

スナッチ64㎏ C&ジャーク75㎏ トータル139㎏
【89kg級】霜山史弥（福島明成）

スナッチ75㎏ C&ジャーク105㎏ トータル180㎏
女子【64kg級】国分 蘭（田村）

スナッチ60㎏ C&ジャーク780㎏ トータル140㎏
☆福島県高校新記録☆

【102㎏級】梶川東馬（田村）
スナッチ108㎏ C&ジャーク133㎏ トータル241㎏

女子【+76㎏級】本間愛梨（田村）
スナッチ70㎏
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期　　日

　第20回全日本大学対抗女子選手権大会 上尾市：スポーツ総合センター

　第65回全日本大学対抗選手権大会

１１月２２日（金）

　～　２６日（火）

１１月２２日（金）

　～　２６日（火）

　第６４回全日本学生選抜選手権大会

女子【81㎏級】遠藤朱李（仙台大学）
　　　トータル　　　１８４ｋｇ　　　１位

一般【76㎏級】遠藤朱李（仙台大学）
　　　トータル　　　１７９ｋｇ　　　４位

　　～１７日（日）

　第５７回全日本社会人選手権大会

　　～　８日（日）

川内市：入来総合運動場体育館

　～２８日（土）

【89kg級】山川良太（チームふくしま）
　　　トータル　　　２６６ｋｇ　　　５位

一般【49kg級】安藤千鈴（東京国際大学）
　　　トータル　　　１５０ｋｇ　　　５位

羽曳野市：　第３８回全日本ジュニア選手権大会

金沢市：金沢市総合体育館

上尾市：スポーツ総合センター

　　中　　止

　３月　６日（金）

女子【81㎏級】福田智里（金沢学院大学）
　　　トータル　　　１４０ｋｇ　　　３位

女子【59㎏級】遠藤梨李（田村高校）
　　　トータル　　　１８９ｋｇ　　　１位

３月２５日（水）

　　～　８日（日） 女子【55kg級】安藤千鈴（東京国際大学）
　　　トータル　　　１５３ｋｇ　　　４位

１１月１５日（金）

【81㎏級】宍戸大輔（日本大学）
　　　トータル　　　３２８ｋｇ　　　2位

【49㎏級】安藤千鈴（東京国際大学）
　　　トータル　　　１６３ｋｇ　　　２位

高校【87㎏級】本間愛梨（田村高校）
　　　トータル　　　１５５ｋｇ　　　１位

高校【59kg級】遠藤梨李（田村高校）
　　　トータル　　　１８４ｋｇ　　　１位

　第1１回全日本女子選抜選手権大会

事  　　業　 　 名

【81㎏級】宍戸大輔（日本大学）
　　　トータル　　　３３０ｋｇ　　　１位

上尾市：スポーツ総合センター

事　　業　　内　　容

高校【71kg級】柳沼麻綾（田村高校）
　　　トータル　　　１４９ｋｇ　　　８位

川内市：入来総合運動場体育館

　第６４回全日本学生新人選手権大会

１２月　６日（金）

女子【55kg級】鈴木あみ（平成国際大学）
　　　トータル　　　１５１ｋｇ　　　４位

１２月　６日（金）

　　～　８日（日）

　第３５回全国高等学校選抜大会

【団体 高校の部】

田村高等学校 １９点 ２位

☆ジュニア日本新記録☆
【81kg級】宍戸大輔（日本大学）

スナッチ145㎏ C&ジャーク183㎏ トータル328㎏

【81㎏級】宍戸大輔（日本大学）
スナッチ １５３ｋｇ（日本記録）
C&ジャーク １７７ｋｇ（大会新記録）
トータル ３３０ｋｇ（大学新記録）

女子【59㎏級】遠藤梨李（田村高校）
スナッチ ８５ｋｇ（日本高校記録）
C&ジャーク １０４ｋｇ（大会新記録）
トータル １８９ｋｇ（日本高校記録）
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○令和元年度強化事業経過について

【強化合宿】

区　　分

第　１　次

第　２　次

第　４　次

第　５　次

　

第 ７ 次

第 ９ 次

第 10 次

第 11 次

第 12 次

第 13 次

第 14 次

第 15 次

第 16 次

第 18 次

　

【激励金支給状況について】

計

【その他】

郡山市　参加人数　１７名

20,000

10,000

10,000

全日本社会人選手権大会

全日本社会人選手権大会

加　藤　温　恭

山　川　良　太

金額（円）

チームふくしま

出　場　大　会　名

　　　　　　　１０月２６日（土）～２７日（日）

　　　　　　　１１月　２日（土）～　３日（日） 福島市　参加人数　　９名

福島市　参加人数　　６名

郡山市　参加人数　２２名

東京都　参加人数　１７名

　　　　　　　　８月１７日（土）～１８日（日） 三春町　参加人数　２８名

平成３１年度　　４月２０日（土）～２１日（日）

開　催　期　日

チームふくしま

参加者　小湊和輝

　　　　　　　１２月１４日（土）～１５日（日）

いわき市　参加人数　１２名

公認スポーツ指導者研修会

事　　業　　名　 期　　　　　日 摘　　　　　　　　要

　令和２年　２月　８日～　９日

沖縄県　（予定）　　4名

氏　　　名 チーム名

郡山市　参加人数　１９名

郡山市　参加人数　２１名

　　　　　　　　７月２３日（火）～２４日（水）

　　　　　　　　2月２０日（木）～２３日（日）

　　　　　　　１２月２２日（日）～２５日（水） 三春町　参加人数　２５名

埼玉県　（予定）　　８名

東京都　参加人数　１２名

鹿児島県　参加人数　　３名

摘　　　要

味の素ナショナルトレーニングセンター

　　　　　　　１１月２３日（土）～２７日（水）

　　　　　　　１０月　３日（木）～　６日（日） 茨城県　参加人数　　３名

郡山市　参加人数　１６名

三春町　参加人数　２５名　　　　　　　　５月　２日（木）～　４日（土）

東京都　（予定）　　７名
第 17 次 　　　　　　　　2月　１日（土）～　２日（日）

　　　　　　　　９月１４日（土）～１６日（月）

第　３　次 令和　元年度　　７月１３日（土）～１４日（日）　　　

令和　２年度　　１月１１日（土）～１３日（月）

　　　　　　　１１月３０日（土）～12月１日（日）

第　６　次 　　　　　　　　９月　７日（土）～　８日（日）

第 ８ 次 　　　　　　　　９月２８日（土）

三春町　参加人数　２５名

岩手県　参加人数　１０名

郡山市　参加人数　　８名

東京都　参加人数　１７名
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