
５．協議事項

（１）平成２６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　　　２４点

第２位　福島明成高校　　　２２点

第３位　川俣高校　　　　　１７点

岩手県：奥州市江刺中央体育館

【５６kg級】柴野誠人（福島工業高校）
　　　トータル　　　１８４ｋｇ　　　１位

【１０５kg級】菅野直人（田村高校）
　　　トータル　　　２４３ｋｇ　　　２位

【９４kg級】佐藤啓隆（福島工業高校）
　　　トータル　　　２６５ｋｇ　　　１位

【８５kg級】柴野誠人（福島工業高校）
　　　トータル　　　２１８ｋｇ　　　２位

【６９kg級】高橋康平（川俣高校）
　　　トータル　　　２１１ｋｇ　　　３位

【５６kg級】後藤潤也（福島明成高校）
　　　トータル　　　１７７ｋｇ　　　２位

【９４kg級】大河内優（川俣高校）
　　　トータル　　　２４５ｋｇ　　　２位

　第1回福島県女子選手権大会
【48kg級】紺野日向子（田村高校）
　　　トータル　　　　９４ｋｇ　　　1位

　第42回東日本大学対抗選手権大会

【８５kg級】豊田圭祐（拓殖大学）
　スナッチ　１１０ｋｇ　　１０位
　ジャーク　１２５ｋｇ　　１１位
　トータル　２３５ｋｇ　　１０位

　第34回東北高校選手権大会 　６月２１日（土）

　　～２２日（日）

埼玉県：スポーツ総合センター

【８５kg級】後藤充哉（拓殖大学）
　スナッチ　１１５ｋｇ　　　９位
　ジャーク　１４０ｋｇ　　　９位
　トータル　２５５ｋｇ　　　９位

【105kg級】菅野真央（早稲田大学）
　スナッチ　１３８ｋｇ　　　１位
　ジャーク　１６５ｋｇ　　　３位
　トータル　３０３ｋｇ　　　２位

福島市：福島明成高校　武道場

参加者：３１名　　委任者：１６名

【１０５kg級】菅野真央（早稲田大学）
　　　トータル　　　３０１ｋｇ　　　２位

【５８kg級】官野由佳（ＪＡ郡山市）
　　　トータル　　　１５０ｋｇ　　　７位

　第２８回全日本女子選手権大会

７月　５日（土）

　～　６日（日）

　４月　５日（土）

　５月　９日（金）

　第６０回福島県高校体育大会 　５月２１日（土）

　　～２２日（日）

福島市：福島市市民会館

　　～１３日（日）

事  　　業　 　 名 期　　日 事　　業　　内　　容

　平成2６年度　総会 平成２６年

三春町：田村高校　体育館

◎成年の部
　　拓殖大学　　　18点　　１位
　　福島明成OB　１０点　　2位
　　デイサービスいしかわ、佐藤工業(株)、(株)日立HMS

　　双葉翔陽高校、川俣高校、日本体育大学、早稲田大学

　　　　　　　　　　5点　　3位

　第67回福島県総合体育大会 　７月１２日（土）

◎少年の部
　　福島工業高校　　　４２点　　　１位
　　福島明成高校　　　２４点　　　２位
　　田村高校　　　　　２０点　　　３位

大阪府：羽曳野市羽曳野コロセアム　第６０回全日本学生個人選手権大会

～１１日（日）

【６２kg級】黒江雄治（川俣高校）
　　　トータル　　　２４０ｋｇ　　　８位

岩手県：奥州市江刺中央体育館

【１０５kg級】菅野真央（早稲田大学）
　　　トータル　　　３００ｋｇ　　　７位

　第７４回全日本選手権大会 　5月２３日（金）

　　～２５日（日）

☆大会新記録☆ 
【94kg級】佐藤啓隆（福島工業高校３年） 

C&ジャーク  １４６ｋｇ 
【105kg級】菅野直人（田村高校３年） 

スナッチ   １０８ｋｇ 

☆大会タイ記録☆ 

【53kg級】吉田真弘（デイサービスいしかわ） 

スナッチ 86kg C&ジャーク 110kg 

トータル 196kg 

 

☆大会新記録☆ 

【94kg級】佐藤啓隆（福島工業高校3年）  
スナッチ 117kg C&ジャーク 150kg 

トータル 267kg 
【105kg】菅野真央（早稲田大学） 
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【56kg級】菅野　諭（(株)日立HMS）
　トータル　　　１４３ｋｇ　　　5位

【53kg級】吉田真弘（デイサービスいしかわ）
　トータル　　　２０３ｋｇ　　　1位

　　成　年　　　　　７６点　　　　1位

　総　合　　　　１５８点　　　　2位

【105kg級】菅野真央（早稲田大学）
　トータル　　　２９３ｋｇ　　　1位

【94kg級】加藤温恭（双葉翔陽高校）
　トータル　　　２８８ｋｇ　　　2位

【85kg級】後藤充哉（拓殖大学）
　トータル　　　２６８ｋｇ　　　1位

【77kg級】横山亮太（拓殖大学）
　トータル　　　２４５ｋｇ　　　4位

【69kg級】近内三孝（日本大学）
　トータル　　　２４５ｋｇ　　　5位

【62kg級】黒江雄治（川俣高校）
　トータル　　　２３５ｋｇ　　　2位

【94kg級】佐藤啓隆（福島工業高校）
　スナッチ　　　１２２ｋｇ　　3位
　Ｃ＆ジャーク　１５５ｋｇ　　2位
　トータル　　　２７７ｋｇ　　3位

　第41回東北総合体育大会 　８月２３日（土）

　　～２４日（日）

福島県：いわき市総合体育館

期　　日 事　　業　　内　　容

　　～２９日（金）

男子【M65　85kg級】今野金哉（自営）
　トータル　　　１３６ｋｇ　　2位

　第22回日韓中ジュニア交流競技会 　８月２３日（土）

兵庫県：明石市立産業センター

　　～　５日（火）

　第32回全日本マスターズ選手権大会

岩手県：奥州市江刺中央体育館

　第1回中学生採点制競技会

　第16回全国高校女子選手権大会 　７月１９日（土）

　　～２０日（日）

　第61回全国高等学校選手権大会 　８月　２日（土）

【94kg級】佐藤啓隆（福島工業高校）
　スナッチ　　　１１８ｋｇ　　1位
　Ｃ＆ジャーク　１５４ｋｇ　　1位
　トータル　　　２７２ｋｇ　　1位

【48kg級】紺野日向子（田村高校）
　トータル　　９４ｋｇ　　21位

　８月１５日（金）

事  　　業　 　 名

　第2回福島県女子選手権大会

一般の部【58kg級】菅野由佳（JA郡山市）
　トータル　１６２ｋｇ　　　1位

【105kg級】菅野直人（田村高校）
　Ｃ＆ジャーク　１４０ｋｇ　　4位
　トータル　　　２４８ｋｇ　　8位

【94kg級】大河内優（川俣高校）
　スナッチ　　　１１０ｋｇ　　7位
　Ｃ＆ジャーク　１４０ｋｇ　　3位
　トータル　　　２５０ｋｇ　　5位

東京都：府中市立総合体育館

男子【+75kg級】安藤太良（船引中学校）
　得点　　69点　　1位

【56kg級】後藤潤也（福島明成高校）
　Ｃ＆ジャーク　１０５ｋｇ　　7位

　　～１７日（日）

男子【M50　105kg級】清野裕司（福島明成高校）
　トータル　　　２１０ｋｇ　　1位

　７月１２日（土）

　　～１３日（日）

三春町：田村高校　体育館

高校の部【48kg級】紺野日向子（田村高校）
　トータル　１００ｋｇ　　　1位

山梨県：山梨市民総合体育館

【+105kg級】佐々木涼（佐藤工業(株)）
　トータル　　　２８２ｋｇ　　　3位

☆福島県高校新記録☆ 
【94kg級】佐藤啓隆（福島工業高校3年） 

スナッチ １２２kg C&ジャーク 15５kg 
トータル 2７7kg 
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期　　日

　

　

【69kg級】近内三孝（日本大学）
　スナッチ　　　１１６ｋｇ　　　９位
　Ｃ＆ジャーク　１４０ｋｇ　　１１位
　トータル　　　２５６ｋｇ　　　９位

【62kg級】黒江雄治（川俣高校）
　スナッチ　　　１１０ｋｇ　　　４位
　Ｃ＆ジャーク　１３５ｋｇ　　　６位
　トータル　　　２４５ｋｇ　　　６位

【53kg級】吉田真弘（デイサービスいしかわ）
　スナッチ　　　　９３ｋｇ　　　２位
　Ｃ＆ジャーク　１２２ｋｇ　　　１位
　トータル　　　２１５ｋｇ　　　１位

【94kg級】加藤温恭（双葉翔陽高校）
　スナッチ　　　１３０ｋｇ　　１１位
　Ｃ＆ジャーク　１６１ｋｇ　　１１位
　トータル　　　２９１ｋｇ　　１２位

【85kg級】長南智士（福島明成高校）
　トータル　　　２０８ｋｇ　　　4位

【77kg級】上倉尚大（福島工業高校）
　トータル　　　２０６ｋｇ　　　4位

【69kg級】高橋康平（川俣高校）
　トータル　　　２０６ｋｇ　　　2位

長崎県：諫早農業高校　第一体育館

　　　成　年　　　２３点　　　１１位

　　総　合　　　５６点　　　１０位

いわき市：平工業高等学校　練習場

団体　　第１位　　いわきクラブ　　１４点

　　　　第２位　　(株)日下部工業所
　　　　　　　　　川俣高校
　　　　　　　　　田村高校
　　　　　　　　　福島医療専門学校
　　　　　　　　　江信特殊硝子
　　　　　　　　　(株)美道

　　～２４日（日）

　第38回東日本学生個人選手権大会

　第4回都道府県対抗女子選手権大会 １０月　４日（土）

　　～　５日（日）

【94kg級】大河内優（川俣高校）
　トータル　　　２４４ｋｇ　　　1位

　第１６回福島県社会人大会 　８月３０日（土）

石川県：いしかわ総合スポーツセンター

【62kg級】小川大貴（福島明成高校）
　トータル　　　１９１ｋｇ　　　3位

【56kg級】後藤潤也（福島明成高校）
　トータル　　　１７９ｋｇ　　　1位

【53kg級】高橋和也（福島明成高校）
　トータル　　　１５０ｋｇ　　　4位

【105kg級】菅野直人（田村高校）
　トータル　　　２３５ｋｇ　　　2位

　　少　年　　　　８２点　　　　2位

　　得　点　　　３５点　　　１３位

　８月２３日（土）

【85kg級】後藤充哉（拓殖大学）
　トータル　　　２５７ｋｇ　　　3位

【+105kg級】高橋僚太（川俣高校）
　トータル　　　２２９ｋｇ　　　2位

【58kg級】官野由佳（JA郡山市）
　トータル　　　１５４ｋｇ　　　３位

【77kg級】星　恵太（拓殖大学）
　トータル　　　２２２ｋｇ　　１１位

【６９kg級】横山亮太（拓殖大学）
　トータル　　　２５１ｋｇ　　　２位

神奈川県：日本大学生物資源科学部　体育館

事  　　業　 　 名

　第41回東北総合体育大会

事　　業　　内　　容

【77kg級】石幡和也（中央大学）
　トータル　　　２６６ｋｇ　　　1位

【48kg級】紺野日向子（田村高校）
　トータル　　　１１２ｋｇ　　　９位

　第69回国民体育大会

　　～２４日（日）

福島県：いわき市総合体育館

１０月１３日（月）

　　～１７日（金）

　第11回東日本学生新人選手権大会 　８月２３日（土）

区分③優勝者 
【69kg級】長南国彦（福島工業高校）   ﾄｰﾀﾙ１２０ｋｇ 
【85kg級】鈴木宗徹（田村高校）     ﾄｰﾀﾙ１７０ｋｇ 

区分④優勝者 
【62kg級】鈴木健司（いわきクラブ）   ﾄｰﾀﾙ１０８ｋｇ 
【69kg級】高野 滋（自営）       ﾄｰﾀﾙ１１５ｋｇ 

☆大会新記録☆ 

 
【５３kg級】吉田真弘（デイサービスいしかわ） 

  C&ジャーク  １１５ｋｇ 
 

区分①優勝者 
【62kg級】宍戸一樹（(株)日下部工業所）  ﾄｰﾀﾙ１７５ｋｇ 

【69kg級】黒江雄治（川俣高校）       ﾄｰﾀﾙ２１０ｋｇ 

【85kg級】金子和央（福島医療専門学校）   ﾄｰﾀﾙ２１１ｋｇ 
【94kg級】加藤温恭（小高工業高校）     ﾄｰﾀﾙ２７１ｋｇ 
【105kg級】小湊和輝（江信特殊硝子）   ﾄｰﾀﾙ２７０ｋｇ 

区分②優勝者 

５点 
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期　　日

１１月２０日（木）

　～　２１日（金）

１１月２２日（土）

　～　２３日（日）

　第６１回福島県高等学校新人大会 １１月２３日（土） いわき市：総合体育館

　～　２４日（日） 〔Ａの部：１年生の部〕

　　　第１位　　福島工業高校　　　　２１点

　　　第２位　　田村高校　　　　　　２０点

　　　第３位　　勿来工業高校　　　　１４点

〔Ｂの部：２年生の部〕

　　　第１位　　福島工業高校　　　　３８点

　　　第２位　　田村高校　　　　　　１８点

　　　第３位　　勿来工業高校　　　　　９点

事  　　業　 　 名 事　　業　　内　　容

【85kg級】後藤充哉（拓殖大学）
　トータル　　　２７１ｋｇ　　　4位

　第2回中学生採点制競技会

　　～２６日（日）

福島市：田村高校練習場

【69kg級】近内三孝（日本大学）
　トータル　　　２６９ｋｇ　　　1位

女子【58kg級】遠藤朱李（鏡石中学校）
　　　　得点　　　92点　　　　　１位

女子【48kg級】鈴木あみ（岩江中学校）
　　　　得点　　　88点　　　　　１位

男子【40kg級】鈴木岳杜（四倉中学校）
　　　　得点　　　65点　　　　　１位

　第６回全日本女子選抜選手権大会 和歌山県：片男波公園健康館

一般の部【58kg級】官野由佳（JA郡山市）
　トータル　　　１５５ｋｇ　　　５位

高校の部【48kg級】紺野日向子（田村高校）
　トータル　　　１１６ｋｇ　　　６位

　第５１回全日本社会人選手権大会

　　　少　年　　　２３点　　　１１位

【94kg級】佐藤啓隆（福島工業高校）
　スナッチ　　　１１５ｋｇ　　　２位
　Ｃ＆ジャーク　１５２ｋｇ　　　１位
　トータル　　　２６７ｋｇ　　　１位

【+105kg級】国井裕也（(株)美道）
　トータル　　　２００ｋｇ　　１３位

東京都：大田区大森スポーツセンター

和歌山県：片男波公園健康館

【+105kg級】佐々木涼（佐藤工業(株)）
　トータル　　　２６０ｋｇ　　　8位

【105kg級】小湊和輝（江信特殊硝子）
　トータル　　　２９６ｋｇ　　　7位

【105kg級】菅野直人（田村高校）
　スナッチ　　　１１１ｋｇ　　　７位
　Ｃ＆ジャーク　１５０ｋｇ　　　３位
　トータル　　　２６１ｋｇ　　　３位

【94kg級】佐藤啓隆（福島工業高校）
　トータル　　　２６８ｋｇ　　　２位

【69kg級】近内三孝（日本大学）
　トータル　　　２８３ｋｇ　　　２位

　３月２６日（土）

　　～２９日（日）

大阪府：羽曳野市立総合スポーツセンター

【85kg級】後藤充哉（拓殖大学）
　トータル　　　２６０ｋｇ　　　4位

【77kg級】星　恵太（拓殖大学）
　トータル　　　２２５ｋｇ　　　8位

【69kg級】横山亮太（拓殖大学）
　トータル　　　２５３ｋｇ　　　３位

【94kg級】加藤温恭（双葉翔陽高校）
　トータル　　　２７３ｋｇ　　　6位

　　～１５日（日）

【105kg級】菅野真央（早稲田大学）
　トータル　　　３１１ｋｇ　　　1位

　第６０回全日本大学対抗選手権大会 １１月　８日（土）

　　～　９日（日）

　第３５回全日本ジュニア選手権大会 　３月１３日（金）

別紙参考

石川県：金沢市総合体育館　第３０回全国高校選抜選手権大会

【85kg級】大河内優（川俣高校）
　スナッチ　　　１０８ｋｇ　　　９位
　Ｃ＆ジャーク　１３０ｋｇ　　１４位
　トータル　　　２３８ｋｇ　　１０位

　第５９回全日本学生新人選手権大会 １０月２５日（土）

 
       ☆大会新記録樹立者☆ 
 
〔Aの部〕 
【７７ｋｇ級】 宍戸大輔（福島工業高校１年） 
       Ｃ＆ジャーク １１７ｋｇ 

☆大会新記録☆ 

 
【６９kg級】近内三孝（日本大学） 

スナッチ  １２０ｋｇ 

☆福島県新記録☆ 

 
【105kg級】菅野真央（早稲田大学） 

スナッチ  １４１ｋｇ 
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○平成２６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　１１　次

【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

　　　日　時　　平成２６年１１月１日（土）　１０：００～１２：００

　　　場　所　　田村高校トレーニング室及び東体育館

　　　指導者　　鈴木宗徹　　佐久間勝彦　　田頭弘毅

　　　　　　　　参加選手　　近内三孝　　官野由佳

　　　　※詳しくは別紙参照

【その他】

　　　　　　　　　９月２７日～２８日

　　　　　　　　１２月１３日～１４日

平成２７年　２月２１日～２２日 味の素ナショナルトレーニングセンター

　裏磐梯　　　　　　　（高校生全員）

　法政大学　　　　　　（参加者　１７名）

　福島明成高校　　　　（参加者　２０名）

　　　　　　　　　３月２１日～２２日 　田村高校　　　　　　（参加者　　７名）

　平成２７年　　　１月　７日～　９日 　勿来工業高校　　　　（高校生全員）

　勿来工業高校　　　　（高校生全員）

摘　　　要

平成２７年　２月　７日～　８日

　　　　　　　　１２月２３日～２６日

　　　　　　　　　９月１３日～１５日

　平成２６年　　　４月１２日～１３日 　ゼビオ株式会社　　　（参加者　２３名）

　　　　　　　　　５月　３日～　５日

　日本大学　　　　　　（参加者　１４名）　　　　　　　　　２月１４日～１５日

　　　　　　　　　８月１６日～１７日 　田村高校　　　　　　（参加者　３０名）

　柴田高校　　　　　　（参加者　１４名）

公認スポーツ指導者研修会

　　　　　　　　　３月２１日～２２日

事　　業　　名　 期　　　　　日 摘　　　　　　　　要

　日本体育大学　　　　（参加者　　８名）

味の素ナショナルトレーニングセンター

　　　　　　　　　７月２２日～２４日

　勿来工業高校　　　　（参加者　１４名）

開　催　期　日

　講師競技別全国講習会
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