
４．協議事項

（１）令和３年度事業経過について

　　２位　福島工業高等学校　　　　２２点

　　１位　田村高等学校　　　　　　２５点

89㎏級　富塚歌楽（田村高等学校）
　　　トータル　185㎏　　　　　１位

∔102㎏級　荒木仁志（田村高等学校）
　　　トータル　267㎏　　　　　１位

女子45㎏級　佐藤颯花（福島明成高等学校）
　　　トータル　８４㎏　　　　　２位

　～１１日（日） 団体　成年の部

81㎏級　桐生英怜（福島工業高等学校）
　　　トータル　206㎏　　　　　１位

　　　　夏季東北高等学校通信記録会 ６月２６日（土）
福島市：福島明成高等学校
いわき市：勿来工業高等学校

女子64㎏級　先﨑玲菜（田村高等学校）
　　　トータル　９５㎏　　　　　１位

事  　　業　 　 名 期　　日 事　　業　　内　　容

　令和３年度　総会 令和３年　４月 書面開催

　　～１３日（金）

81㎏級　柳沼尚輝（田村高等学校）
　　　トータル　175㎏　　　　　３位

第6７回福島県高等学校体育大会 　６月　５日（土） 三春町：田村高校第二体育館

　　第３位　勿来工業高等学校　　　１４点

　　第２位　福島工業高等学校　　　３３点

　第74回福島県総合体育大会 ７月１０日（土）

　団体男子

　　１位　福島明成高等学校　　　　２４点

　団体女子

　　２位　田村高等学校　　　　　　　９点

　　３位　勿来工業高等学校　　　　１９点

　　第１位　田村高等学校　　　　　４２点

福島市：福島明成高等学校

　　第２位　いわき支援学校くぼた校（教）
　　　　　　川俣高校（教）
　　　　　　（株）JAふくしま未来サービス
　　　　　　（有）石倉新聞店

　　第１位　（株）久工業所

団体　少年男子の部

73㎏級　大内大輔（田村高等学校）
　　　トータル　217㎏　　　　　２位

73㎏級　浪越晴太郎（福島工業高等学校）
　　　トータル　226㎏　　　　　１位

67㎏級　青山怜平（田村高等学校）
　　　トータル　206㎏　　　　　１位

61㎏級　國分海空斗（田村高等学校）
　　　トータル　158㎏　　　　　３位

☆県高校新記録☆
【男子67㎏級】志賀聖流（福島工業高校）

C＆ジャーク 116ｋｇ
【男子89kg級】富田楓芽（田村高校）
スナッチ 100㎏ トータル 220㎏

【男子96㎏級】齊藤太陽（福島工業高校）
スナッチ115㎏ C&ジャーク146㎏

トータル 261㎏
【男子∔102㎏級】荒木仁志（田村高校）

スナッチ111㎏ C&ジャーク140㎏
トータル251㎏

【女子55㎏級】石井さや香（田村高校）
スナッチ57㎏ C＆ジャーク78㎏

トータル 135㎏
☆大会新記録☆

【男子89㎏級】阿部聖真（福島明成高校）
スナッチ 95㎏

【男子89㎏級】富田楓芽（田村高等学校）
C＆ジャーク 120㎏

【男子102㎏級】小柳優太（福島工業高校）
スナッチ87㎏ C＆ジャーク115㎏

トータル202㎏
【女子45㎏級】吉田美和（福島明成高校）

スナッチ42㎏ C＆ジャーク53㎏
トータル 95㎏

【女子49㎏級】佐藤純栄（福島明成高校）

☆大会新記録☆
【成年男子67㎏級】千色航平（㈱久工業所）

スナッチ95㎏ C＆ジャーク120㎏
トータル 215㎏

【成年男子96kg級】山川良太（(有)石倉新聞
店）

C＆ジャーク 161㎏
【少年男子89㎏級】齊藤太陽（福島工業高校）

スナッチ110㎏ C&ジャーク147㎏
トータル 257㎏
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　東京2020オリンピック

　　　１位　田村高等学校　　　　　　５点

　　　１位　福島明成高等学校　　　　５点

団体女子Aの部

団体男子Aの部

　　　３位　福島工業高等学校　　　　９点

　　　２位　勿来工業高等学校　　　１１点

　　　１位　田村高等学校　　　　　２７点

　　　３位　勿来工業高等学校　　　　７点

　　　２位　福島工業高等学校　　　１４点

　　　１位　田村高等学校　　　　　２６点

団体男子Bの部

【81㎏級】高木弘成（仙台大学）
　　　トータル　　　２３８ｋｇ　　　６位

　第７０回福島県高校新人大会 １１月１３日（土） 福島市：福嶋明成高等学校

【＋102㎏級】荒木仁志（田村高等学校）
　　　トータル　　　２６０ｋｇ　　　５位

【女子５５kg級】石井さや香（田村高等学校）
　　　トータル　　　１３８ｋｇ　　　７位

【女子５９kg級】三浦未愛（福島明成高等学校）
　　　トータル　　　１４７ｋｇ　　　６位

第66回全国高等学校選手権大会

【男子55㎏級】君島一成（日本大学）
　　　トータル　　　２２１ｋｇ　　　１位

【女子64㎏級】遠藤梨李（東京国際大学）
　　　トータル　　　１９９ｋｇ　　　２位

【女子87㎏級】遠藤朱李（仙台大学）
　　　トータル　　　１８３ｋｇ　　　１位

　７月２４日（土）

　第74回福島県総合体育大会

【男子67㎏級】清水崚雅（拓殖大学）
　　　トータル　　　２２５ｋｇ　　　４位

　第６７回全日本大学対抗選手権大会Ⅱ部

７月１０日（土）

　～１１日（日）

【96㎏級】齊藤太陽（福島工業高等学校）
　　　トータル　　　２６７ｋｇ　　　２位

小浜市：小浜市民体育館

団体　女子の部

　　８月１０日（火）

男子67㎏級　近内三孝（日本大学（職））

トータル　307㎏　　　　　７位

　第67回全日本学生個人選手権大会 金沢市：いしかわスポーツ総合センター

　　～２４日（日）

１１月　５日（金） 羽曳野市：はびきのコロセアム

～8月　４日（水）

１０月２２日（金）

　　～　７日（日）

　　　～１３日（金）

　　第１位　福島明成高等学校　　　３０点

　　第２位　田村高等学校　　　　　　９点

東京都：東京国際フォーラム

【男子６1㎏級】佐久間勝貴（仙台大学）
　　　トータル　　　１７８ｋｇ　　　９位

☆大会新記録☆

【女子8７ｋｇ級】遠藤朱李（仙台大学）
スナッチ ８３ｋｇ

C＆ジャーク １００ｋｇ
トータル １８３ｋｇ

☆大会新記録☆
女子Aの部64㎏級 先﨑玲菜（田村高校）

スナッチ 40㎏ C＆ジャーク 55㎏
トータル 95㎏

男子Aの部61㎏級 國分海空斗（田村高校）
スナッチ 71㎏ C＆ジャーク 87㎏

トータル 158㎏
男子Bの部67㎏級 青山怜平（勿来工業）
スナッチ 95㎏ C＆ジャーク 111kg

トータル 206㎏
男子Bの部73㎏級 浪越晴太郎（福島工業）

スナッチ 106㎏
トータル 226㎏

男子Aの部81㎏級 吉田紳之介（田村高校）
スナッチ 73㎏ C＆ジャーク 85㎏

トータル 158㎏
男子Bの部81㎏級 桐生英怜（福島工業）
スナッチ 95㎏ C＆ジャーク 111㎏

トータル 206㎏
男子Bの部∔102㎏級 荒木仁志（田村高校）ス

ナッチ 120㎏ C＆ジャーク 147㎏
トータル 267㎏
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○令和3年度強化事業経過について

【強化合宿】 収支決算途中

区　　分

第　一　次

第　二　次

第　三　次

第　四　次

　 第　五　次

第　六　次

第　七　次

第　八　次

第　九　次

第　十　次

第 十 一 次

第 十 二 次

第 十 三 次

第 十 四 次

　

【その他】

　第６６回全日本学生新人選手権大会 　３月　３日（木） 上尾市：総合スポーツセンター

　　　～４日（金） 【71㎏級】柳沼麻綾（金沢学院大学）
　　　トータル　　　１６４ｋｇ　　　１位

【102㎏級】梶川東馬（日本大学）
　　　トータル　　　２７１ｋｇ　　　３位

１２月１６日（木）

　第81回全日本選手権大会

　　～２３日（火）

１１月２０日（土）

　第35回全日本女子選手権大会

　第67回全日本大学対抗選手権大会 １２月　7日（火）

【87㎏級】遠藤朱李（仙台大学）
　　　トータル　　　１９５ｋｇ　　　２位

【59㎏級】遠藤梨李（東京国際大学）
　　　トータル　　　２００ｋｇ　　　１位

【49㎏級】安藤千鈴（東京国際大学）
　　　トータル　　　１６６ｋｇ　　　２位

金沢市：金沢市総合体育館

【81㎏級】内藤武蔵（日本大学）
　　　トータル　　　２８３ｋｇ　　　５位

【55㎏級】君島一成（日本大学）
　　　トータル　　　２２９ｋｇ　　　１位

　　～　9日（木）

さいたま市：サイデン化学アリーナ

津南町：ニューグリーンピア津南体育館

【女子87㎏級】遠藤朱李（仙台大学）
　　　トータル　　　１９８ｋｇ　　　３位

　　　　　１０月　２日（土）

　　　　　　１月１５日（土）

　新潟県（１６名）

　三春町（３１名）

　福島市（３５名）

　三春町（２９名）

　　　　　１１月　６日（土）

　福島市（２５名）

　　　　　　７月２２日（木）～２４日（土）

　　　　　１２月２５日（土）～２６日（日）

　いわき市（１３名）

摘　　　要

　秋田県（２７名）

　福島市・三春町・いわき市（２６名）

　山形県（１２名）

　　　　　　８月１４日（土） 　郡山市（１７名）

　　　　　　５月　１日（土）～　３日（月）

　令和３年　４月１０日（土）～１１日（日）

開　催　期　日

　第67回全日本大学対抗選手権大会（女子）

　　～１７日（金）

　福島市（１２名）

　令和４年　１月　８日（土）

　　　　　１１月２０日（土）～２１日（日）

　　　　　　８月２０日（金）～２２日（日）

　　　　　　９月１８日（土）～２０日（日）

　　　　　１０月２３日（土）～２４日（日）

　山形県（２９名）

　宮城県・福島市（２８名）

　福島市（２８名）　　　　　１２月１１日（土）～１２日（日）

　第１８回全日本学生選抜大会 　3月　５日（土） 上尾市：総合スポーツセンター

【55㎏級】安藤千鈴（東京国際大学）
　　　トータル　　　１６９ｋｇ　　　３位

【64㎏級】遠藤梨李（東京国際大学）
　　　トータル　　　１９９ｋｇ　　　１位

【87㎏級】本間愛梨（平成国際大学）
　　　トータル　　　１６１ｋｇ　　　１位

　　　～６日（日）

【＋87㎏級】福田智里（金沢学院大学）
　　　トータル　　　１５０ｋｇ　　　４位

【＋87㎏級】福田智里（金沢学院大学）
　　　トータル　　　１７７ｋｇ　　　6位

【87㎏級】本間愛理（平成国際大学）
　　　トータル　　　１５５ｋｇ　　　５位

☆大学新記録☆
59㎏級遠藤梨李（東京国際大学）

スナッチ ９２ｋｇ
☆ジュニア日本新記録☆

59㎏級遠藤梨李（東京国際大学）
スナッチ ９２ｋｇ

トータル ２００ｋｇ

☆大会新記録☆
55㎏級安藤千鈴（東京国際大学）

スナッチ７６ｋｇ

－21－


