
５．協議事項

（１）平成２4年度事業経過について

【学校対抗の部】

第１位　福島工業高校　　　２３点

第２位　川俣高校　　　　　２０点

第３位　田村高校　　　　　２０点

【77kg級】後藤充哉（福島工業高校3年）
　　トータル　　　２２５ｋｇ　　　３位

【９４kg級】相楽聡志（田村高校3年）
　　トータル　　　２２０ｋｇ　　　３位

　４月　７日（土）

【58kg級】官野由佳（平成国際大学4年）
　　　トータル　　　１７６ｋｇ　　　1位

　４月２２日（日）

　第５８回福島県高校体育大会 　６月　２日（土）

　　～　３日（日）

三春町：田村高等学校　体育館

参加者：３６名　　委任者：１２名

【5６kg級】吉田真弘（平成国際大学4年）
　　　トータル　　　２３１ｋｇ　　　1位

【77kg級】菅野勝則（拓殖大学3年）
　　　トータル　　　２７２ｋｇ　　　4位

【105kg級】佐藤雅也（拓殖大学１年）
　　スナッチ　　　　９５ｋｇ　　　８位
　　Ｃ＆Ｊ　　　　１２０ｋｇ　　　８位
　　トータル　　　２１５ｋｇ　　　７位

　７月１４日（土）

　～　１５日（日）

福島市：福島明成高校　格技場

事  　　業　 　 名 期　　日 事　　業　　内　　容

　平成24年度　総会 平成２４年 福島市：福島市民会館

　　～２４日（日）

青森県：八戸市東体育館

【53kg級】佐藤駿太（福島明成高校3年）
　　トータル　　　１７２ｋｇ　　　１位

【８５kg級】渡邉優樹（拓殖大学１年）
　　スナッチ　　　１００ｋｇ　　　９位
　　Ｃ＆Ｊ　　　　１１８ｋｇ　　１０位
　　トータル　　　２２８ｋｇ　　１０位

　第３２回東北高校選手権大会 　６月２３日（土）

【７７kg級】星　恵太（拓殖大学1年）
　　スナッチ　　　　９０ｋｇ　　１０位
　　Ｃ＆Ｊ　　　　１１３ｋｇ　　１１位
　　トータル　　　２０３ｋｇ　　１０位

【56kg級】菅野　諭（福島工業高校3年）
　　トータル　　　１８３ｋｇ　　　２位

【６９kg級】山田　平（川俣高校3年）
　　トータル　　　２０２ｋｇ　　　３位

　第４０回東日本学校対抗選手権大会

【105kg級】近藤正知（いわき海星高校3年）
　　トータル　　　２３５ｋｇ　　　３位

【+105kg級】齋藤和馬（福島工業高校3年）
　　トータル　　　２２１ｋｇ　　　３位

◎少年の部
　　福島工業高校　　　３４点　　　１位
　　川俣高校　　　　　２９点　　　２位
　　田村高校　　　　　２０点　　　３位

【6９kg級】熊川雄太（拓殖大学３年）
　　スナッチ　　　１２３ｋｇ　　　３位
　　Ｃ＆Ｊ　　　　１３５ｋｇ　　　７位
　　トータル　　　２５８ｋｇ　　　５位

　６月３０日（土）

　　～３１日（日）

神奈川県：日本大学生物資源学部　体育館

【56kg級】吉田真弘（平成国際大学４年）
　　スナッチ　　　１０３ｋｇ　　　１位
　　Ｃ＆Ｊ　　　　１３３ｋｇ　　　１位
　　トータル　　　２３６ｋｇ　　　１位

　第６４回福島県総合体育大会

◎成年の部
　　拓殖大学　　　　　１位
　　平成国際大学・福島工業高校・日本大学
　　中央大学・早稲田大学・江信特殊ガラス　２位

　第58回全日本学生個人選手権大会 　5月18日（金）

　　～20日（日）

大阪府：羽曳野市立総合スポーツセンター

【56kg級】吉田真弘（平成国際大学4年）
　　　トータル　　　２３９ｋｇ　　　1位

埼玉県：さいたま市総合記念体育館　第9回全日本学生選抜大会

☆大会タイ記録☆ 
【５６ｋｇ級】吉田 真弘（平成国際大学4年） 

     スナッチ       １００ｋｇ 

【６９ｋｇ級】熊川雄太（拓殖大学３年） 

     スナッチ       １１５ｋｇ 

☆大会新記録☆ 
【６２kg級】村松大生（福島工業高校３年） 

     スナッチ        ９５ｋｇ 

☆大会新記録☆ 
【５６kg級】吉田真弘（平成国際大学４年） 

Ｃ＆ジャーク   １３７ｋｇ 

☆大会新記録☆ 

 

【５６kg級】吉田真弘（平成国際大学４年） 

スナッチ      １０３ｋｇ 

Ｃ＆ジャーク   １３７ｋｇ 

トータル      ２３６ｋｇ 



団　体

【７７kg級】石幡和也（中央大学1年）
　　トータル　　　２４０ｋｇ　　　４位

　　１位　福島明成高校ＯＢ　１７点

【５３kg級】佐藤俊太（福島明成高校3年）
　　スナッチ　　　　７８ｋｇ　　　８位

【５６kg級】吉田　真弘（平成国際大学４年）
　　トータル　　　２２１ｋｇ　　　１位

【＋１０５kg級】佐々木　涼（拓殖大学４年）
　　トータル　　　２９４ｋｇ　　　１位

【６９kg級】熊川雄太（拓殖大学3年）
　　トータル　　　２４９ｋｇ　　　３位

【77kg級】石幡和也（中央大学１年）
　　トータル　　　２４１ｋｇ　　１１位

【77kg級】渡邉優樹（拓殖大学1年）
　　トータル　　　２３０ｋｇ　　１３位

【77kg級】佐久間孝幸（拓殖大学３年）
　　トータル　　　２２５ｋｇ　　１６位

事  　　業　 　 名 期　　日

　８月　２日（木）

事　　業　　内　　容

　　～　5日（土）

石川県：石川県立飯田高校　体育館

○成年の部　第２位

【69kg級】横山亮太（拓殖大学2年）
　　トータル　　　２００ｋｇ　　２１位

【77kg級】菅野勝則（拓殖大学３年）
　　トータル　　　２６８ｋｇ　　　２位

【53kg級】鈴木栄太郎（福島製鋼）
　　トータル　　　１００ｋｇ　　　6位

～９月　２日（日）

大阪府：羽曳野市立総合スポーツセンター

【M60　77㎏級】今野金哉（自営）
　　トータル　　　１３８ｋｇ　　　4位

【M４５　105kg級】清野裕司（福島明成高校）
　　トータル　　　２１０ｋｇ　　　1位

　９月２１日（金）

　　～２３日（日）

神奈川県：日本大学生物資源科学部体育館

　８月１９日（土） 秋田県：三種町琴丘総合体育館

【69kg級】星　恵太（拓殖大学1年）
　　トータル　　　２０５ｋｇ　　１９位

【６２kg級】黒江　雄治（福島工業高校教員）
　　トータル　　　２４１ｋｇ　　　１位

【58kg級】官野由佳（平成国際大学４年）
　　トータル　　　１７８ｋｇ　　　１位

福島市：福島明成高校練習場

【94kg級】菅野真央（早稲田大学１年）
　　トータル　　　２６１ｋｇ　　　６位

　第３６回東日本学生個人選手権大会

【85kg級】松本翔梧（日本大学３年）
　　トータル　　　２４５ｋｇ　　　９位

　第３０回全日本マスターズ選手権大会 　８月３１日（金）

【８５kg級】松本翔吾（日本大学3年）
　　トータル　　　２３６ｋｇ　　　３位

　　３位　福島工業高校　　　１０点

　第３８回東北総合体育大会

【９４kg級】菅野真央（早稲田大学1年）
　　トータル　　　２５６ｋｇ　　　３位

【１０５kg級】小湊和輝（江信特殊硝子㈱）
　　トータル　　　２５５ｋｇ　　　４位

　第５９回全国高校選手権大会

　第２回都道府県対抗女子選手権大会 　９月２９日（土）

　　～３０日（日）

石川県：いしかわ総合スポーツセンター

　総　合　　　得点36点　　　　１７位

　第１４回福島県社会人選手権大会 　８月２５日（土）

　　２位　福島ガス　　　　　１２点

 少年の部について 

 
 東日本大震災の影響で国体ブロック予選
のみの開催となり少年の部におきましては

中止となりました。 

☆大会新記録☆ 
【５８kg級】官野由佳（平成国際大学４年） 

Ｃ＆ジャーク   １００ｋｇ 

区分①優勝者 
【56kg級】齋藤 渉（福島製作所）      ﾄｰﾀﾙ１５５ｋｇ 

【62kg級】黒江雄治（福島工業高校）     ﾄｰﾀﾙ２２１ｋｇ 
【69kg級】鈴木淳夫（福島明成ＯＢ）     ﾄｰﾀﾙ１４５ｋｇ 

【85kg級】齋藤貴裕（福島ガス）       ﾄｰﾀﾙ１９５ｋｇ 
【94kg級】ﾆｯｸ･ｳｲﾘｱﾑｽﾞ（郡山市教育委員会）ﾄｰﾀﾙ２３７ｋｇ 
【105kg級】小湊和輝（江信特殊硝子）   ﾄｰﾀﾙ２５３ｋｇ 
【+105kg級】国井裕也（アサヒガード）   ﾄｰﾀﾙ１９０ｋｇ 

区分②優勝者 
【62kg級】佐久間勝彦（ゼビオ）      ﾄｰﾀﾙ１３５ｋｇ 
【77kg級】正木進作（福島明成ＯＢ）    ﾄｰﾀﾙ１８０ｋｇ 

区分③優勝者 
【69kg級】長南国彦（福島工業高校）   ﾄｰﾀﾙ１３０ｋｇ 

【77kg級】山本和徳（福島ガス）     ﾄｰﾀﾙ１１５ｋｇ 

区分④優勝者 
【69kg級】黒須一衛（東海容器商会）   ﾄｰﾀﾙ１３０ｋｇ 
【77kg級】阿部幸男（浜通米穀）     ﾄｰﾀﾙ１２０ｋｇ 



　第６７回国民体育大会

　 埼玉県：さいたま市総合記念体育館

　

【56kg級】吉田真弘　平成国際大学４年
　　トータル　　　　２２１ｋｇ　　　５位

【6２kg級】横山亮太　拓殖大学２年
　　スナッチ　　　　　９０ｋｇ　　　７位
　　Ｃ＆ジャーク　　１２５ｋｇ　　　４位
　　トータル　　　　２１５ｋｇ　　　７位

【69kg級】熊川雄太　拓殖大学３年
　　スナッチ　　　　１１５ｋｇ　　　１位
　　Ｃ＆ジャーク　　１３３ｋｇ　　　５位
　　トータル　　　　２４８ｋｇ　　　３位

１１月　９日（金）

【85kg級】佐久間孝幸　拓殖大学　３年
　　スナッチ　　　　１１１ｋｇ　　　６位
　　Ｃ＆ジャーク　　１３０ｋｇ　　　７位
　　トータル　　　　２４１ｋｇ　　　５位

【69kg級】熊川雄太　拓殖大学3年
　　スナッチ　　　　１１５ｋｇ　　　７位
　　Ｃ＆ジャーク　　１３８ｋｇ　　１４位
　　トータル　　　　２５３ｋｇ　　１２位

【69kg級】星　恵太　拓殖大学１年
　　スナッチ　　　　　９８ｋｇ　　　８位
　　Ｃ＆ジャーク　　１２４ｋｇ　　　８位
　　トータル　　　　２２２ｋｇ　　　８位

【62kg級】村松大生　福島工業高校3年
　　スナッチ　　　　　９３ｋｇ　　　９位
　　Ｃ＆ジャーク　　１１７ｋｇ　　　６位
　　トータル　　　　２１０ｋｇ　　　７位

１０月２７日（土）

【77kg級】荒金晃太朗　日本体育大学２年
　　トータル　　　　２３３ｋｇ　　１２位

１１月　5日（月）

岐阜県：セラトピア土岐大ホール１０月　６日（土）

　　～　８日（月）

　　～２８日（日） 【77kg級】石幡和也　中央大学１年
　　トータル　　　　２４７ｋｇ　　　９位

大阪府：羽曳野市総合スポーツセンター

〔少年の部〕　　得点１１点　　２５位

【56kg級】近内三孝　田村高校2年
　　スナッチ　　　　　９１ｋｇ　　　３位
　　Ｃ＆ジャーク　　１１１ｋｇ　　　７位
　　トータル　　　　２０２ｋｇ　　　４位

【+105kg級】佐々木涼　拓殖大学4年
　　スナッチ　　　　１２５ｋｇ　　１０位
　　Ｃ＆ジャーク　　１６６ｋｇ　　１０位
　　トータル　　　　２９１ｋｇ　　　９位

〔成年の部〕　得点２０点　１１位

【56kg級】吉田真弘　平成国際大学４年
　　スナッチ　　　　　９８ｋｇ　　　６位
　　Ｃ＆ジャーク　　１３０ｋｇ　　　２位
　　トータル　　　　２３３ｋｇ　　　３位

総合得点　４１点　１９位

【62kg級】黒江雄治　福島工業高校（教員）
　　スナッチ　　　　１０８ｋｇ　　　５位
　　Ｃ＆ジャーク　　１３８ｋｇ　　　５位
　　トータル　　　　２４６ｋｇ　　　５位

【105kg級】菅野真央　早稲田大学1年
　　トータル　　　　２７２ｋｇ　　　1位

【77kg級】後藤充哉　福島工業高校3年
　　スナッチ　　　　１０５ｋｇ　　　９位
　　Ｃ＆ジャーク　　１２８ｋｇ　　１０位
　　トータル　　　　２３３ｋｇ　　１０位

　　～１０日（土）

　2012世界大学選手権大会

　第５６回全日本学生新人選手権大会

【77kg級】菅野勝則　拓殖大学３年
　　スナッチ　　　　１２６ｋｇ　　　２位
　　Ｃ＆ジャーク　　１５０ｋｇ　　　２位
　　トータル　　　　２７６ｋｇ　　　２位

　全日本大学対抗選手権大会Ⅱ部

　　～１０日（土）

イスラエル：エイラート

事　　業　　内　　容期　　日事  　　業　 　 名



　 　第５９回福島県高等学校新人大会 １１月１０日（土） 三春町：田村高校　体育館

　 　～　１１日（日） 〔Ａの部：１年生の部〕

　 　　　第１位　　福島工業高校　　　　２９点

　 　　　第２位　　福島明成高校　　　　２４点

　 　　　第３位　　川俣高校　　　　　　１４点

　 〔Ｂの部：２年生の部〕

　 　　　第１位　　川俣高校　　　　　　２８点

　 　　　第２位　　田村高校　　　　　　２４点

　 　　　第３位　　勿来工業高校　　　　１０点

１１月１０日（土）

　～　１１日（日）

　全国指導者講習会 平成２５年 東京都：味の素ナショナルトレーニングセンター

　

　 　参加者　長南国彦（福島工業高校教員）

　講師競技別指導者講習会 　東京：味の素ナショナルトレーニングセンター

　第２５回全国高校選抜大会 　３月２３日（金） 石川県：金沢市

○平成２４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　６　次

第　７　次

第　８　次

第　９　次

第　１０　次

第　１１　次

第　１２　次

第　１３　次

第　１４　次
　

【その他】

　

【58kg級】官野由佳（平成国際大学４年）
　　スナッチ　　　　７７ｋｇ　　　４位
　　Ｃ＆ジャーク　　９８ｋｇ　　　３位
　　トータル　　　１７５ｋｇ　　　３位

　柴田高校　　　　　　（参加者　１２名）

【94kg級】加藤温恭
　　トータル　　　　１８５ｋｇ　　　２３位

【105kg級】小湊和輝
　　トータル　　　　２７２ｋｇ　　　　6位

【105kg級】清野裕司
　　トータル　　　　２２５ｋｇ　　　１４位

　　　　　　　　　９月　８日～　９日

　　　　　　　　　９月２９日～３０日

　　　　　　　　１１月２３日～２４日

　ゼビオ株式会社　　　（参加者　１９名）

　日本大学　　　　　　（参加者　１７名）

　第４９回全日本社会人選手権大会 東京都：くにたち市民総合体育館

　埼玉県：さいたま市記念総合体育館　第３２回全日本ジュニア選手権大会 　３月　８日（金）

　　～　９日（日）

　講師競技別全国講習会 平成２５年　２月２３日～２４日 味の素ナショナルトレーニングセンター

団体：福島WLクラブ　　３１点　　　１２位

【62kg級】黒江雄治
　　トータル　　　　２４１ｋｇ　　　　４位

　勿来工業高校　　　　（参加者　１２名）

　裏磐梯　　　　　　　（高校生全員）

　ゼビオ株式会社　　　（参加者　１９名）

期　　日

　　　　　　　　　８月２５日～２６日

神奈川：磯子スポーツセンター

【56kg級】吉田真弘（平成国際大学４年）
　　スナッチ　　　　９９ｋｇ　　　３位
　　Ｃ＆ジャーク　１３８ｋｇ　　　１位
　　トータル　　　２３７ｋｇ　　　１位

　第１３回全日本大学対抗女子選手権大会

１２月　７日（金）

　　～１０日（日）

　平成２４年　　　４月２１日～２２日 　ゼビオ株式会社　　　（参加者　１５名）

【77kg級】石幡和也（中央大学1年）
　　スナッチ　　　１１３ｋｇ　　　7位
　　Ｃ＆ジャーク　１４２ｋｇ　　　5位
　　トータル　　　２５５ｋｇ　　　6位
【94kg級】菅野真央（早稲田大学1年）
　　スナッチ　　　１２５ｋｇ　　　4位
　　Ｃ＆ジャーク　１４５ｋｇ　　　7位
　　トータル　　　２７０ｋｇ　　　5位

　勿来工業高校　　　　（高校生全員）　　　　　　　　　５月　３日～　５日

事  　　業　 　 名

　味の素トレセン　　　（参加者　１５名）　　　　　　　　　２月　９日～１１日

　　　　　　　　１２月　８日～　９日

　　　　　　　　１２月２２日～２５日

　勿来工業高校　　　　（参加者　１４名）

　　　　　　　　　８月１１日～１２日

　平成２５年　　　１月　７日～　９日 　勿来工業高校　　　　（高校生全員）

　福島明成高校　　　　（参加者　１０名）

公認スポーツ指導者研修会

　　　　　　　　　３月１６日～１７日

事　　業　　名　 期　　　　　日 摘　　　　　　　　要

　法政大学　　　　　　（参加者　１０名）

　～　１０日（日）

摘　　　要

【別紙参照】　～　２６日（月）

【94kg級】ニック・ウイリアムズ
　　トータル　　　　２３９ｋｇ　　　１６位

味の素ナショナルトレーニングセンター平成２５年　２月　９日～１０日

　　　　　　　　　６月１６日～１７日

　　　　　　　　　７月２４日～２６日

　福島明成高校　　　　（参加者　１４名）

開　催　期　日

事　　業　　内　　容

　２月２３日（土）

　　～２４日（日）

　２月　９日（土）

　第５８回全日本大学対抗選手権大会Ⅰ部

 
       ☆大会新記録樹立者☆ 
 
〔Ａの部〕 
【85ｋｇ級】 菅野直人（田村高校１年） 
       スナッチ    ９０ｋｇ 
       Ｃ＆ジャーク １１１ｋｇ 


