
４．協議事項

（１）平成２９年度事業経過について

　第３１回全日本女子選手権大会

【学校対抗の部】

第１位　田村高校　　　　　２１点

第２位　福島明成高校　　　１９点

第３位　福島工業高校　　　１７点

　　　　※THR：東北高校新記録

【48kg級】安藤千鈴（田村高校）
　　　トータル　　　１３７ｋｇ　　　７位

【105kg級】菅野真央（(株)トレミール）
　　　トータル　　　３１０ｋｇ　　　８位

【77kg級】宍戸大輔（日本大学）
　　　トータル　　　２８９ｋｇ　　　４位

【69kg級】近内三孝（日本大学）
　　　トータル　　　２９５ｋｇ　　　１位

小山市：栃木県南体育館

【69kg級】近内三孝（日本大学）
　　　トータル　　　３１０ｋｇ　　　２位

　　～２８日（日）

【53kg級】官野由佳（JA福島さくら）
　　　トータル　　　１５３ｋｇ　　　７位

　４月　１日（土）

　　　６月３日（土）

　　～６月４日（日）

参加者：３１名　　委任者：１０名

　第７７回全日本選手権大会 　5月２６日（金）

事  　　業　 　 名 期　　日 事　　業　　内　　容

　平成2９年度　総会 平成２９年 福島市：福島市市民会館

【５３kg級】鈴木あみ（田村高校）
　　　トータル　　　１４２ｋｇ　　　1位

　第3６回東北高校選手権大会 　６月１６日（金）

　　～１８日（日）

【94kg級】本多昂稀（福島工業高校）
　　　トータル　　　２３５ｋｇ　　　２位

【105kg級】佐藤啓隆（日本体育大学）
　　　トータル　　　２９５ｋｇ　　　４位

　第６２回福島県高校体育大会

　第４５回全日本大学対抗選手権大会 ７月８日（土） 上尾市：スポーツ総合センター

～９日（日）

【男子】

山形県：鶴岡市羽黒体育館

福島市：福島明成高校

【56kg級】遠藤敦也（平成国際大学）
　　　トータル　　　２１４ｋｇ　　　７位

【85kg級】豊田圭祐（拓殖大学）
　　　トータル　　　２５０ｋｇ　　１１位

【６２kg級】清水崚雅（福島工業高校）
　　　トータル　　　２１０ｋｇ　　　１位

【女子】

【69kg級】遠藤朱李（田村高校）
　　　トータル　　　１５１ｋｇ　　　1位

【７７kg級】佐野裕作（平工業高校）
　　　トータル　　　２３１ｋｇ　　　２位

【53kg級】安藤千鈴（田村高校）
　　　トータル　　　１３１ｋｇ　　　３位

第２９回全日本学生個人選手権大会 　４月２８日（金） 羽曳野市：はびきのコロセアム

【105kg級】青木智也（日本大学）
　　　トータル　　　２７５ｋｇ　　　７位

【94kg級】佐藤啓隆（日本体育大学）
　　　トータル　　　２８５ｋｇ　　　４位

　　～３０日（日）

【77kg級】宍戸大輔（日本大学）
　　　トータル　　　２７７ｋｇ　　　６位

【69kg級】近内三孝（日本大学）
　　　トータル　　　３１３ｋｇ　　　１位

【56kg級】遠藤敦也（平成国際大学）
　　　トータル　　　２０３ｋｇ　　　９位

【７７kg級】渡辺源太（田村高校）
　　　トータル　　　２１０ｋｇ　　　３位

☆大会新記録☆ 
女子【53kg級】鈴木あみ（田村高校） 

スナッチ   ６５ｋｇ 
C&ジャーク   ７８ｋｇ 
トータル   １４３ｋｇ 

女子【+75kg級】齋藤由弥（福島明成高校） 
スナッチ   ５０ｋｇ 

C&ジャーク   ６５ｋｇ 
トータル   １１５ｋｇ 

☆大会新記録☆ 
 

【６９kg級】近内三孝（日本大学） 
スナッチ   １４０ｋｇ 

C&ジャーク   １７３ｋｇ 
トータル   ３１３ｋｇ 

☆大会新記録☆ 
女子【53kg級】安藤千鈴（田村高校） 

スナッチ   ５８ｋｇ 
C&ジャーク   ７３ｋｇ 
トータル   １３１ｋｇ 

女子【53kg級】鈴木あみ（田村高校） 
スナッチ   ６６ｋｇ（THR） 

C&ジャーク   ７６ｋｇ    
トータル   １４２ｋｇ（THR) 
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　７月２１日（土）

福島県：福島明成高校第一体育館

【６９kg級】遠藤梨李（田村高校）
　　　トータル　　　１６３ｋｇ　　　５位

【６２kg級】清水崚雅（福島工業高校）
　スナッチ　　　　９８ｋｇ　　　　３位
　Ｃ＆ジャーク　１１９ｋｇ　　　　６位
　トータル　　　２１７ｋｇ　　　　３位

【6２kg級】黒江雄治（川俣高校）
　トータル　　　２２４ｋｇ　　　１位

【５６kg級】遠藤敦也（平成国際大学）
　トータル　　　２０６ｋｇ　　　１位

【53kg級】鈴木あみ（田村高校）
　トータル　　　１３８ｋｇ　　　１位

【７７kg級】佐野裕作（平工業高校）
　スナッチ　　　１１８ｋｇ　　　　２位

　第6４回全国高等学校選手権大会

　第44回東北総合体育大会

福島市：福島明成高校体育館

　８月　２日（水）

　８月１９日（土）

　～１３日（日）

　　～２０日（日）

【62kg級】清水崚雅（福島工業高校）
　トータル　　　２０９ｋｇ　　　１位

　　少年女子

秋田県：琴丘総合体育館

【53kg級】吉田真弘（デイサービスいしかわ）
　トータル　　　２０２ｋｇ　　　1位

札幌市：札幌市西区体育館

【4８kg級】安藤千鈴（田村学校）
　　　トータル　　　１３８ｋｇ　　　１位

　　成　年　　　　７８点　　　　１位

　総　合　　　　１５１点　　　　１位

【８5kg級】佐野裕作（平工業高校）
　トータル　　　２３２ｋｇ　　　２位

　　～２０日（日）

【94kg級】本多昂稀（福島工業高校）
　トータル　　　２２７ｋｇ　　　２位

【９４kg級】佐藤啓隆（日本体育大学）
　トータル　　　２８６ｋｇ　　　１位

【７７kg級】宍戸大輔（日本大学）
　トータル　　　２９４ｋｇ　　　２位

【69kg級】佐藤大河（福島明成高校）
　トータル　　　２１６ｋｇ　　　２位

　第６９回福島県総合体育大会

◎少年の部
　　田村高校　　　　　　　　３３点　　１位
　　福島明成高校　　　　　　２３点　　２位
　　福島工業高校　　　　　　１８点　　３位

　第１９回全国高校女子選手権大会

新潟県：ニュー･グリーンピア津南

【M50　105kg級】清野裕司（福島明成高校）
　　　トータル　　　１８０ｋｇ　　　１位

【M60　69kg級】大内俊幸（(有)丸中建設）
　　　トータル　　　１３０ｋｇ　　　３位

事　　業　　内　　容

　　～　６日（日）

田村高校　　　４８点　　3位

　第３５回全日本マスターズ選手権大会 　８月１７日（木）

事  　　業　 　 名 期　　日

　　◎団体の部
【５３kg級】鈴木あみ（田村高校）
　　　トータル　　　１４３ｋｇ　　　５位
【5３kg級】遠藤梨李（田村高校）
　　　トータル　　　１１４ｋｇ　　２４位

◎成年の部
　　勿来工業高校OB　　　　１０点　　１位
　　福島工業高校OB　　　　　８点　　２位
　　いしかわリハビリ　川俣高校
　　(有)丸中建設　(株)トレミール
　　平成国際大学　　　　  　　５点　　３位

　　～２３日（月）

７月１２日（土）

　　少　年　　　　７３点　　　　１位

【53kg級】鈴木拓真（勿来工業高校）
　トータル　　　１５６ｋｇ　　　３位
【56kg級】大和田幸誠（平工業高校）
　トータル　　　１７６ｋｇ　　　３位

【M60　62kg級】高野　滋（自営）
　　　トータル　　　１３０ｋｇ　　　３位

【M65　77kg級】今野金哉（自営）
　　　トータル　　　１２７ｋｇ　　　５位

☆大会新記録☆ 
【６９kg級】近内三孝（日本大学） 

スナッチ    １３０ｋｇ 
C&ジャーク  １６０ｋｇ 
トータル    ２９０ｋｇ 

☆大会新記録☆ 
成年【53kg級】吉田真弘（いしかわリハビリ） 

S 87kg   T 197kg 
成年【105kg級】菅野真央（(株)トレミール） 

S 145kg   T 315kg 
成年【53kg級】官野由佳（JA福島さくら） 

S 71kg  J 86kg  T157kg 
少年【53kg級】安藤千鈴（田村高校） 

S 60kg   J 77kg   T137kg 
少年【53kg級】鈴木あみ（田村高校） 

S 65kg   J 72kg   T137ｋｇ 
少年【69kg級】遠藤朱李（田村高校） 

S 74kg   J 91kg   T 165kg 
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期　　日

【77kg級】上倉尚大（拓殖大学）
　　　トータル　　　２００ｋｇ　　１４位
【85kg級】豊田圭祐（拓殖大学）
　　　トータル　　　２５４ｋｇ　　１０位
【105kg級】大河内優（拓殖大学）
　　　トータル　　　２７０ｋｇ　　　７位

　９月８日（金） 神奈川：日大生物資源学部体育館

　第１６回全国女子中学生選手権大会

【77kg級】安藤蕉平（平成国際大学）
　　　トータル　　　２３８ｋｇ　　　９位

　第41回東日本学生個人選手権大会 【56kg級】遠藤敦也（平成国際大学）
　　　トータル　　　２１２ｋｇ　　　１位

　　　成　年　　　３２点　　　　６位

　　総　合　　　５５点　　　　１４位

　～１０日（日）

　１０月５日（木）

　　～月９日（水）

【56kg級】遠藤敦也（平成国際大学）
　　　トータル　　　２０６ｋｇ　　　３位

【105kg級】大河内優（拓殖大学）
　　　トータル　　　２８８ｋｇ　　　１位

【69kg級】佐藤大河（福島明成高校）
　　　スナッチ　　　１０１ｋｇ　　　８位
　　　Ｃ＆ジャーク　１２４ｋｇ　　　６位
　　　トータル　　　２２５ｋｇ　　　７位

　第６３回全日本大学対抗選手権大会(２部) 大阪府：はびきのコロセアム

事  　　業　 　 名

　～２４日（木）

石川県：珠洲市

【63kg級】鈴木都和（鏡石中学校）
　トータル　　　　７９ｋｇ　　　３位

愛媛県：新居浜市市民文化センター

１１月　３日（金）

　　～　５日（日）

団体　　第１位　福島工業高校OB　１７点
　　　　第２位　川俣高校(職)　 清稜情報高校(教)
　　　　　　　　田村高校OB　  田村高校(教)
　　　　　　　　勿来工業高校OB
 　　　　　　　　(株)江信特殊硝子　　５点

８月２３日（水）

　第６２回全日本学生新人選手権大会 １０月2０日（金）

　　～2２日（日）

　　　少　年　　　　９点　　２９位

　　　女　子　　　　４点　　　１２位

【６２kg級】清水崚雅（福島工業高校）
　　　スナッチ　　　　９８ｋｇ　　　８位

【77kg級】安藤蕉平（平成国際大学）
　　　トータル　　　２４６ｋｇ　　　７位

【77kg級】佐野裕作（平工業高校）
　　　スナッチ　　　１１２ｋｇ　　　５位

【６９kg級】近内三孝（日本大学）
　　　スナッチ　　　１３５ｋｇ　　　２位
　　　Ｃ＆ジャーク　１７１ｋｇ　　　１位
　　　トータル　　　３０６ｋｇ　　　２位

いわき市：勿来工業高校　練習場

【77kg級】宍戸大輔（日本大学）
　　　トータル　　　２９５ｋｇ　　　１位

　第７２回国民体育大会

事　　業　　内　　容

　第14回東日本学生新人選手権大会

【77kg級】宍戸大輔（日本大学）
　　　トータル　　　２９６ｋｇ　　　１位

【62kg級】武田圭太（拓殖大学）
　　　トータル　　　２０４ｋｇ　　　７位
【77kg級】安藤蕉平（平成国際大学）
　　　トータル　　　２４７ｋｇ　　　４位
【85kg級】豊田圭祐（拓殖大学）
　　　トータル　　　２６３ｋｇ　　　５位

【53kg級】吉田真弘（デイサービスいしかわ）
　　　スナッチ　　　　９２ｋｇ　　　４位
　　　Ｃ＆ジャーク　１２０ｋｇ　　　２位
　　　トータル　　　２１２ｋｇ　　　２位

【77kg級】宍戸大輔（日本大学）
　　　スナッチ　　　１３２ｋｇ　　　５位
　　　Ｃ＆ジャーク　１６１ｋｇ　　　８位
　　　トータル　　　２９３ｋｇ　　　８位

埼玉県：スポーツ総合センター

【56kg級】遠藤敦也（平成国際大学）
　　　トータル　　　２００ｋｇ　　　５位

【５３kg級】官野由佳（JA福島さくら）
　　　スナッチ　　　　７３ｋｇ　　　５位
　　　トータル　　　１６０ｋｇ　　　７位

　第１８回福島県社会人大会 　８月２７日（土）

☆大会新記録☆ 
【77kg級】宍戸大輔（日本大学） 

スナッチ    １３４ｋｇ 
トータル    ２９５ｋｇ 

☆大会新記録☆ 
【77kg級】宍戸大輔（日本大学） 

C&ジャーク  １６５ｋｇ 
トータル    ２９６ｋｇ 
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期　　日

１１月２２日（水）

　～　２６日（日）

１１月２２日（水）

　～　２６日（日）

【85kg級】加藤温恭（チームふくしま）
　　　トータル　　　２４１ｋｇ　　１２位

【85kg級】石幡和也（(株)山善）
　　　トータル　　　２６０ｋｇ　　　８位

三春町：田村高校　体育館

団体【１年生の部】
　　１位　勿来工業高校　　　　２４点
　　２位　福島工業高校　　　　１３点
　　３位　田村高校　　　　　　　９点

福井県：小浜市民体育館

団体【２年生】
　　１位　田村高校　　　　　　２２点
　　２位　福島明成高校　　　　１４点
　　３位　勿来工業高校　　　　　５点

　～２７日（火）

【69kg級】近内三孝（日本大学）
　　　トータル　　　３１７ｋｇ　　　5位

埼玉県：上尾市

【56kg級】黒江雄治（チームふくしま）
　　　トータル　　　２１０ｋｇ　　　２位

【62kg級】宍戸一樹（チームふくしま）
　　　トータル　　　１８２ｋｇ　　１６位

　２０１７世界選手権大会 アメリカ：カルフォルニア州

　第６３回全日本大学対抗選手権大会 １２月２２日（金）

　　～１１日（日）

　第３２回全国高等学校選抜大会 ３月２４日（土）

団体　チームふくしま　　２４点　　　８位

高校の部【69kg級】遠藤朱李（田村高校）
　　　トータル　　　１４９ｋｇ　　　５位

埼玉県：サイデン科学アリーナ

【48kg級】安藤千鈴（田村高校）
　　　トータル　　　１１０ｋｇ　　１０位

　３月　９日（金）

１１月１１日（土）

【53kg級】鈴木あみ（田村高校）
　　　トータル　　　１３８ｋｇ　　　９位

石川県：金沢市総合体育館

【77kg級】近内三孝（日本大学）
　　　トータル　　　３１９ｋｇ　　　２位

　一般の部　　得点　４点　　１８位

　　～１２日（日）

12月　５日（火）

　第３６回全日本ジュニア選手権大会

11月２８日（火）

　　～２４日（日）

【105kg級】小湊和輝（江信特殊硝子(株)）
　　　トータル　　　２４３ｋｇ　　１３位

【77kg級】山川良太（チームふくしま）
　　　トータル　　　２３７ｋｇ　　１６位

一般の部【58kg級】官野由佳（JA福島さくら）
　　　トータル　　　１６１ｋｇ　　　５位

　高校の部　　得点１５点　　　５位

高校の部【53kg級】鈴木あみ（田村高校）
　　　トータル　　　１４４ｋｇ　　　３位

福井県：小浜市民体育館

【69kg級】福田智里（田村高校）
　　　トータル　　　１３２ｋｇ　　１０位

高校の部【53kg級】遠藤梨李（田村高校）
　　　トータル　　　１３４ｋｇ　　　６位

事　　業　　内　　容

【105kg級】佐藤啓隆（日本体育大学）
　　　トータル　　　２９５ｋｇ　　　6位

高校の部【75kg級】遠藤朱李（田村高校）
　　　トータル　　　１７０ｋｇ　　　３位

【85kg級】宍戸大輔（日本大学）
　　　トータル　　　２９５ｋｇ　　　４位

　第９回全日本女子選抜選手権大会

事  　　業　 　 名

【62kg級】柴野誠人（チームふくしま）
　　　トータル　　　１８７ｋｇ　　１５位

　第５４回全日本社会人選手権大会

　第６３回福島県高校新人体育大会

【77kg級】宍戸大輔（日本大学）
　　　トータル　　　２９５ｋｇ　　　１位

【75kg級】遠藤朱李（田村高校）
　　　トータル　　　１６９ｋｇ　　　４位

【58kg級】遠藤梨李（田村高校）
　　　トータル　　　１４２ｋｇ　　　７位

☆大会新記録☆ 
男子A【69kg級】内藤武蔵（田村高校） 

スナッチ 83ｋｇ 
C＆ジャーク 104ｋｇ 

トータル １87ｋｇ 
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○平成２９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　３　次

第　４　次

第　５　次

　

第　９　次

第　10　次 田村高校　　　　参加者　　　１６名

第　11　次

第　12　次

第　13　次

第　14　次

第　15　次

第　17　次 平成国際大学　　参加者　　　　５名

　

【うつくしまスポーツキッズ発掘事業】

　　クロストレーニングについて

　 　　　日　時　　平成２９年１０月２８日（土）　１０時～１２時

　　　会　場　　のんびり温泉『三宅道場』　住所：郡山市三穂田町山口字山崎山11-1

　　　テーマ　　ウエイトリティング競技の魅力と体験

　　　　　　　　指導者　　長　南　国　彦　　　鈴　木　宗　徹

【その他】

　

第　６　次 　　　　　　　　　　９月　２日～　３日

第　７　次 　　　　　　　　　　９月１６日～１８日

　　　　　　　　　１１月　３日～　５日

第　８　次 　　　　　　　　　　９月３０日～　１日

柴田高校　　　　参加者　　　１５名　　　　　　　　　１２月２３日～２６日

日本体育大学　　参加者　　　　９名

小浜市民体育館　参加者　　　１１名

福島明成高校　　参加者　　　１５名

　　　　　　　　　１２月　９日～１０日

藤岡工業高校　　参加者　　　１２名

福島明成高校　　参加者　　　２４名

　講師競技別全国講習会

　　　　　　　　　　７月２７日～２９日

　平成２９年度　　　４月　９日～１０日

勿来工業高校　　参加者　　　１９名

　平成３０年　２月２４日～２５日

勿来工業高校　　参加者　　　１７名

開　催　期　日

三宅道場　　　　参加者　　　１９名

　　　　　　　　　　５月　３日～　５日

　　　　　　　　　　８月１２日～１３日

田村高校　　　　参加者　　　１９名

公認スポーツ指導者研修会

事　　業　　名　 期　　　　　日 摘　　　　　　　　要

第　18　次

　平成３０年　２月１０日～１１日

日本体育大学　　参加者　　　１１名

　平成３０年度　　　１月　５日～　７日第　16　次

田村高校　　　　参加者　　　２４名

三宅道場　　　　参加者　　　１１名
　　　　　　　　　　２月１０日～１２日

摘　　　要

参加者　：　　な　し

味の素ナショナルトレーニングセンター

参加者　：　小野寺　浩　亀

三宅道場　　　　参加者　　　１６名

　　　　　　　　　１１月　３日～　４日

　　　　　　　　　１１月２１日～２４日 小浜市民体育館　参加者　　　　８名

味の素ナショナルトレーニングセンター

福島明成高校　　参加者　　　２４名

法政大学　　　　参加者　　　　９名

三宅道場　　　　参加者　　　　８名

田村高校　　　　参加者　　　２６名

勿来工業高校　　参加者　　　１２名

　　　　　　　　　　１月２６日～２８日

　　　　　　　　　１１月２３日～２６日

　　　　　　　　　　８月１８日～２０日 琴丘体育館　　　参加者　　　　４名

　　　　　　　　　１０月２８日～２９日
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