
４．協議事項

（１）平成２８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　　　２１点

第１位　田村高校　　　　　２１点

第３位　勿来工業高校　　　１７点

　　～　８日（日）

大阪府：羽曳野コロセアム

【８５kg級】後藤充哉（拓殖大学）
　　　トータル　　　２７５ｋｇ　　　４位

　４月　２日（土）

　　　６月４日（土）

　　～６月５日（日）

参加者：３１名　　委任者：１０名

　第６２回全日本学生個人選手権大会 　5月　６日（金）

事  　　業　 　 名 期　　日 事　　業　　内　　容

　平成2８年度　総会 平成２８年 福島市：福島市市民会館

【７７kg級】近内三孝（日本大学）
　　　トータル　　　２９７ｋｇ　　　１位

【48kg級】安藤千鈴（田村高校）
　　　トータル　　　１０８ｋｇ　　　1位

【53kg級】鈴木あみ（田村高校）
　　　トータル　　　１２１ｋｇ　　　2位

　第3６回東北高校選手権大会 　６月１７日（金）

　　～１９日（日）

◎少年の部
　　福島工業高校　　　２８点　　　１位
　　田村高校　　　　　２７点　　　２位
　　福島明成高校　　　２２点　　　３位

三春町：田村高等学校　体育館

【M65　６９kg級】今野金哉（自営）
　　　トータル　　　１２０ｋｇ　　　５位

【M60　69kg級】大内俊幸（(有)丸中建設）
　　　トータル　　　１２６ｋｇ　　　２位

【M50　105kg級】清野裕司（福島明成高校）
　　　トータル　　　２１０ｋｇ　　　２位

　　～１３日（日）
◎成年の部
　　福島工業高校ＯＢ　　１８点　　１位
　　拓　殖　大　学　　　１４点　　２位
　　平成国際大学　　　　１０点　　３位

　第６１回福島県高校体育大会

　第３４回全日本マスターズ選手権大会 ６月９日（木） 北海道：士別市総合体育館

～1２日（日）

【男子】

【６２kg級】坪井大樹（田村高校）
　　　トータル　　　２０５ｋｇ　　　１位

【女子】

福島県：福島明成高校体育館

【58kg級】只野玲那（田村高校）
　　　トータル　　　１４５ｋｇ　　　1位

　第6８回福島県総合体育大会 　７月１２日（土） 福島市：福島明成高校　武道場

ポーランド：ヴロツワフ

【６９kg級】近内三孝（日本大学）
　　　スナッチ　　　１３８ｋｇ
　　　C&ジャーク　 １６７ｋｇ
　　　トータル　　　３０５ｋｇ　　　２位

【７７kg級】宍戸大輔（福島工業高校）
　　　トータル　　　２８０ｋｇ　　　１位

　２０１６マスターズワールッドカップ 　４月１１日（月） 東京都：駒沢体育館

【M50　105kg級】清野裕司（福島明成高校）
　　　トータル　　　２１０ｋｇ　　　２位

【M65　６９kg級】今野金哉（自営）
　　　トータル　　　１１０ｋｇ　　　４位

　　～１５日（金）

【６９kg級】青木将之（川俣高校）
　　　トータル　　　２０９ｋｇ　　　３位

　２０１６世界ジュニア選手権大会 　6月25日（土）

～7月　2日（土）

☆大会新記録☆ 
男子【７７kg級】宍戸大輔（福島工業高校３年） 

スナッチ   １２５ｋｇ 
C&ジャーク   １５５ｋｇ 

トータル   ２８０ｋｇ 
女子【48kg級】安藤千鈴（田村高校1年） 

スナッチ   ５０ｋｇ 
C&ジャーク   ６６ｋｇ 
トータル   １１６ｋｇ 

女子【53kg級】鈴木あみ（田村高校2年） 
スナッチ   ５８ｋｇ 

C&ジャーク   ６８ｋｇ 

☆大会新記録☆ 

男子【７７kg級】宍戸大輔（福島工業高校） 

スナッチ   １２７ｋｇ 

C&ジャーク   １５３ｋｇ 

トータル   ２８０ｋｇ 

女子【53kg級】鈴木あみ（田村高校） 

スナッチ   ５６ｋｇ 

女子【58kg級】只野玲那（田村高校） 

スナッチ   ６３ｋｇ 

 

☆大会タイ記録☆ 

女子【53kg級】鈴木あみ（田村高校） 

トータル   １２１ｋｇ 

女子【58kg級】只野玲那（田村高校） 

トータル   １４５ｋｇ 

☆大会新記録☆ 

成年【5３kg級】吉田真弘（いしかわリハビリ）  
C&ジャーク 111kg 

少年【７７kg級】宍戸大輔（福島工業高校） 
スナッチ 128kg  Ｃ＆ジャーク 156kg 

トータル 278kg 
成年【105kg級】（（株）トレミール） 
スナッチ 140kg  トータル 312kg 

☆福島県公認記録☆ 
成年女子【53kg級】官野由佳（JA福島さくら） 

スナッチ 70kg Ｃ＆ジャーク 85kg 
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　７月３０日（土）

岡山県：笠岡総合体育館

　第３０回全国男子中学生選手権大会

【７７kg級】宍戸大輔（福島工業高校）
　スナッチ　　　１２８ｋｇ　　　　１位
　Ｃ＆ジャーク　１５８ｋｇ　　　　１位
　トータル　　　２８６ｋｇ　　　　１位

　第6３回全国高等学校選手権大会

　第4３回東北総合体育大会

北九州市：北九州国際大学

女子【58kg級】鈴木都和（鏡石中学校）
　　　トータル　　　　７５ｋｇ　　　４位

【６２kg級】坪井大樹（田村高校）
　Ｃ＆ジャーク　１２３ｋｇ　　　　３位
　トータル　　　２１５ｋｇ　　　　８位

　８月　４日（木）

　８月２０日（土）

　　～２１日（日）

７月１６日（土）

　～１８日（月）

　～２９日（月）

中国：浙江省寧波市

【85kg級】宍戸大輔（福島工業高校）
　スナッチ　　　１２０ｋｇ
　C&ジャーク　 １６０ｋｇ
　トータル　　　２８０ｋｇ　　　３位

【6２kg級】黒江雄治（川俣高校）
　トータル　　　２２８ｋｇ　　　２位

【５６kg級】遠藤敦也（平成国際大学）
　トータル　　　１８８ｋｇ　　　３位

　第２４回日韓中ジュニア交流競技会 ８月２３日（火）

【+105kg級】大河内優（拓殖大学）
　トータル　　　２８０ｋｇ　　　３位

【105kg級】菅野真央（（株）トレミール）
　トータル　　　２９５ｋｇ　　　２位

【６９kg級】近内三孝（日本大学）
　トータル　　　２９０ｋｇ　　　１位

いわき市：いわき市立総合体育館

女子【44kg級】森尾日向子（鏡石中学校）
　　　トータル　　　　５３ｋｇ　　１０位

　　成　年　　　　７１点　　　　３位

　総　合　　　　１３３点　　　　４位

【105kg級】長谷川達（勿来工業高校）
　トータル　　　２２８ｋｇ　　　３位
【+105kg級】小林利貴（福島明成高校）
　トータル　　　２１１ｋｇ　　　３位

団体　　第１位　いわきクラブ　　  ７点
　　　　第２位　福島明成高校OB　６点
　　　　第３位　福島工業高校OB　川俣高校(職)
　　　　　　　　福島工業高校OB　田村高校OB
　　　　　　　　勿来工業高校OB　湖南中学校(職)
　　　　　　　　(株)江信特殊硝子　５点

青森県：平川市平賀体育館

【53kg級】吉田真弘（いしかわリハビリ）
　トータル　　　２０７ｋｇ　　　1位

　第１８回全国高校女子選手権大会

【６９kg級】遠藤朱李（田村高校）
　　　トータル　　　１３４ｋｇ　　１５位

【77kg級】佐藤公汰（福島明成高校）
　トータル　　　２０８ｋｇ　　　３位

三春町：田村高校　練習場

男子【56kg級】吉田唯斗（棚倉中学校）
　　　トータル　　　１００ｋｇ　　１０位
女子【53kg級】根本珠理（鏡石中学校）
　　　トータル　　　　７５ｋｇ　　１１位

　　少　年　　　　６２点　　　　３位

【62kg級】坪井大樹（田村高校）
　トータル　　　２０４ｋｇ　　　２位
【69kg級】青木将之（川俣高校）
　トータル　　　２１２ｋｇ　　　２位

【５８kg級】只野玲那（田村高校）
　　　トータル　　　１４３ｋｇ　　　８位

　第１８回福島県社会人大会 　８月２７日（土）

事　　業　　内　　容

【５３kg級】鈴木あみ（田村高校）
　　　トータル　　　１２４ｋｇ　　１１位

　　～　８日（月）

事  　　業　 　 名 期　　日

　第１５回全国女子中学生選手権大会

女子【48kg級】遠藤梨李（鏡石中学校）
　　　トータル　　　　７５ｋｇ　　　９位
男子【50kg級】鈴木岳杜（四倉中学校）
　　　トータル　　　　６９ｋｇ　　１２位

【４８kg級】安藤千鈴（田村高校）
　　　トータル　　　１１７ｋｇ　　１３位

　　～３１日（日）

☆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 

☆福島県高校新記録☆ 
【８５kg級】宍戸大輔（福島工業高校） 

C&ジャーク  １６０ｋｇ 
トータル    ２８０ｋｇ 
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期　　日

　　　成　年　　　２５点　　　１０位

　　総　合　　　５５点　　　　１１位

　１０月１日（土）

～１０月５日（水）

ユース【７７kg級】宍戸大輔（福島工業高校）
　　　トータル　　　２７５ｋｇ　　　４位

ジュニア【６９kg級】近内三孝（日本大学）
　　　トータル　　　３１３ｋｇ　　　２位

【77kg級】宍戸大輔（福島工業高校）
　　　スナッチ　　　１２６ｋｇ　　　１位
　　　Ｃ＆ジャーク　１５８ｋｇ　　　１位
　　　トータル　　　２８４ｋｇ　　　１位

　第７１回国民体育大会

【105kg級】大河内優（拓殖大学）
　　　トータル　　　２８０ｋｇ　　　３位

【105kg級】相楽聡志（仙台大学）
　　　トータル　　　２７０ｋｇ　　　４位

　アジアユース・ジュニア選手権大会 東京都：大田区体育館

１１月４日（金）

　　～６日（日）

１１月１１日（金）

　　～１５日（火）

岩手県：江刺中央体育館

大阪府：羽曳野市立総合スポーツセンター

【+105kg級】長谷川達（勿来工業高校）
　　　スナッチ　　　１０５ｋｇ　　　８位
　　　Ｃ＆ジャーク　　　０ｋｇ　　　　位
　　　トータル　　　　　－ｋｇ　　　　位

　第６２回全日本大学対抗選手権大会Ⅱ部

【94kg級】青木智也（日本大学）
　　　トータル　　　２９２ｋｇ　　　１位

　第６１回全日本学生新人選手権大会 １０月21日（金）

【6２kg級】黒江雄治（川俣高校）
　　　スナッチ　　　１０５ｋｇ　　　９位
　　　Ｃ＆ジャーク　１３３ｋｇ　　　８位
　　　トータル　　　２３８ｋｇ　　　８位

【53kg級】吉田真弘（いしかわリハビリ）
　　　スナッチ　　　　９０ｋｇ　　　３位
　　　Ｃ＆ジャーク　１２０ｋｇ　　　１位
　　　トータル　　　２１０ｋｇ　　　１位

事  　　業　 　 名

【M65　６９kg級】今野金哉
　　　トータル　　　１１３ｋｇ　　　９位

【M50　105kg級】清野裕司
　　　トータル　　　２０５ｋｇ　　１０位

事　　業　　内　　容

【105kg級】菅野真央（トレミール）
　　　スナッチ　　　１４０ｋｇ　　１０位
　　　Ｃ＆ジャーク　１７１ｋｇ　　　９位
　　　トータル　　　３１１ｋｇ　　　９位

　　　少　年　　　１７点　　　　１８位

　　　女　子　　　１３点　　　　１３位

【５３kg級】官野由佳（JA福島さくら）
　　　スナッチ　　　　７０ｋｇ　　　６位
　　　Ｃ＆ジャーク　　８３ｋｇ　　１２位
　　　トータル　　　１５３ｋｇ　　　９位

　世界マスターズ選手権大会 １０月1日（土） ドイツ

　　～8日（土）

　　～23日（日）

【85kg級】豊田圭祐（拓殖大学）
　　　トータル　　　２５０ｋｇ　　　７位

【56kg級】武田圭太（拓殖大学）
　　　トータル　　　１７２ｋｇ　　　６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　　　１９３ｋｇ　　　６位

【６９kg級】近内三孝（日本大学）
　　　スナッチ　　　１２９ｋｇ　　　３位
　　　Ｃ＆ジャーク　１６０ｋｇ　　　５位
　　　トータル　　　２８９ｋｇ　　　４位

【６２kg級】坪井大樹（田村高校）
　　　スナッチ　　　　　０ｋｇ　　　　位
　　　Ｃ＆ジャーク　１１９ｋｇ　　　９位
　　　トータル　　　　　－ｋｇ　　　　位

☆ジュニア日本新記録☆ 
【６９kg級】近内三孝（日本大学） 

C&ジャーク   １７２ｋｇ 

－20－



期　　日

１１月１９日（金）

　～　２３日（水）

１１月１９日（金）

　～　２３日（水）

　～２８日（火）

茨城県：高萩市文化会館

【62kg級】黒江雄治（チームふくしま）
　　　トータル　　　２２７ｋｇ　　　６位

【85kg級】荒金晃太朗（チームふくしま）
　　　トータル　　　２０６ｋｇ　　１７位

　第６２回全日本大学対抗選手権大会 １２月２３日（金）

　　～１２日（日）

　第３２回全国高等学校選抜大会 ３月２６日（日）

団体　チームふくしま　　２６点　　　７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：さいたま市記念総合体育館

【女子48kg級】安藤千鈴（田村高校）
　　　トータル　　　１３８ｋｇ　　　２位

【女子48kg級】安藤千鈴（田村高校）
　　　トータル　　　１３７ｋｇ　　　５位

　３月１０日（金）

　　～２５日（日）

１１月１２日（土）

　　～１３日（日）

【77kg級】近内三孝（日本大学）
　　　トータル　　　２９６ｋｇ　　　２位

　一般の部　　得点　３点　　１９位

　第３６回全日本ジュニア選手権大会

【94kg級】加藤温恭（チームふくしま）
　　　トータル　　　２６０ｋｇ　　　６位

一般の部【58kg級】官野由佳（JA福島さくら）
　　　トータル　　　１６０ｋｇ　　　６位

【女子63kg級】遠藤朱李（田村高校）
　　　トータル　　　１４５ｋｇ　　　９位

石川県：金沢市総合体育館

【９４ｋｇ級】本多昂稀（福島工業高校）
　　　トータル　　　２２３ｋｇ　　　９位

【105kg級】小湊和輝（江信特殊硝子(株)）
　　　トータル　　　２２２ｋｇ　　１６位

　第８回全日本女子選抜選手権大会 愛媛県：新居浜市市民文化センター

事  　　業　 　 名 事　　業　　内　　容

【77kg級】石幡和也（チームふくしま）
　　　トータル　　　２３１ｋｇ　　１３位

　第５３回全日本社会人選手権大会

　第６２回福島県高校新人体育大会 福島市：福島明成高校　武道場

団体【１年生の部】
　　１位　田村高校　　　　　　２０点
　　２位　福島明成高校　　　　１３点
　　３位　勿来工業高校　　　　　７点

愛媛県：新居浜市市民文化センター

団体【２年生】
　　１位　福島工業高校　　　　１７点
　　２位　田村高校　　　　　　１６点
　　３位　福島明成高校　　　　１５点

　高校の部　　得点１７点　　　3位

高校の部【48kg級】安藤千鈴（田村高校）
　　　トータル　　　１３３ｋｇ　　　３位

高校の部【53kg級】鈴木あみ（田村高校）
　　　トータル　　　１３０ｋｇ　　　2位

高校の部【58kg級】只野玲那（田村高校）
　　　トータル　　　　９２ｋｇ　　１２位

【女子63kg級】遠藤朱李（田村高校）
　　　トータル　　　１４６ｋｇ　　　５位

【女子53kg級】鈴木あみ（田村高校）
　　　トータル　　　１３１ｋｇ　　　８位

【９４ｋｇ級】青木智也（日本大学）
　　　トータル　　　２７８ｋｇ　　　２位

【７７ｋｇ級】宍戸大輔（福島工業高校）
　　　トータル　　　２７８ｋｇ　　　２位

【女子53kg級】鈴木あみ（田村高校）
　　　トータル　　　１３１ｋｇ　　　７位

【６２ｋｇ級】清水崚雅（福島工業高校）
　　　トータル　　　２０６ｋｇ　　　７位

☆大会新記録☆ 
女子【48kg級】安藤千鈴（田村高校） 

スナッチ ５５ｋｇ  Ｃ＆ジャーク ７５ｋｇ 
トータル １３０ｋｇ 

女子【53kg級】鈴木あみ（田村高校） 
スナッチ ５９ｋｇ  C&ジャーク ７０ｋｇ 

トータル １２９ｋｇ 
女子【63kg級】遠藤朱李（田村高校） 

スナッチ ６７ｋｇ  C&ジャーク ８７ｋｇ 

トータル １５４ｋｇ 
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○平成２８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　１３　次

第　１４　次

第　１５　次

第　１６　次

第　１７　次

第　１８　次

第　１９　次

第　２０　次

第　２１　次

第　２２　次

第　２３　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 テーマ「ウエイトリフティング競技の魅力と体験」

　　　日　時　　 平成２８年１０月２９日（土）　10：00～12：３0

　　　場　所　 のんびり温泉　「三宅道場」

　　　指導者　　 長　南　国　彦　　　鈴　木　宗　徹　　官　野　由　佳

　　　　　　　

【その他】

　　　　　　　　　１月２７日～２９日 　埼玉県　　　　　　　（参加者　　７名）

　早稲田大学　　　　　（参加者　　８名）　　　　　　　　　２月１１日～１２日

　田村高校　　　　　　（参加者　１０名）

　　　　　　　　１２月１０日～１１日 　三宅道場　　　　　　（参加者　２３名）

　愛媛県　　　　　　　（参加者　　９名）　　　　　　　　１１月１８日～２１日

　　　　　　　　１１月　５日～　６日

　田村高校　　　　　　（参加者　　９名）　　　　　　　　　９月２４日

　青森県　　　　　　　（参加者　　３名）

　日本体育大学　　　　（参加者　１１名）

　田村高校　　　　　　（参加者　３４名）

　　　　　　　　　７月１６日～１８日

　　　　　　　　　９月２４日～２５日

　日本大学　　　　　　（参加者　　９名）

第　１１　次 　　　　　　　　　９月１７日～１９日
　三宅道場　　　　　　（参加者　１６名）

　講師競技別全国講習会

　　　　　　　　　５月２１日～２２日

　平成２８年　　　４月　９日～１０日

第　１２　次
　三宅道場　　　　　　（参加者　１５名）

　平成２９年　２月２５日～２６日

　福岡県　　　　　　　（参加者　　６名）

開　催　期　日

　三宅道場　　　　　　（参加者　２２名）

　　　　　　　　　５月　３日～　５日

　　　　　　　　　８月２７日～２８日

　田村高校　　　　　　（参加者　１７名）

公認スポーツ指導者研修会

　　　　　　　　　３月１８日～２０日

事　　業　　名　 期　　　　　日 摘　　　　　　　　要

　日本大学　　　　　　（参加者　１２名）予定

第　１０　次

　平成２９年　２月　４日

　宮城県　　　　　　　（参加者　１４名）　　　　　　　　１２月２３日～２６日

　　　　　　　　　６月２５日～２６日 　三宅道場　　　　　　（参加者　１６名）

　　　　　　　　１０月　８日～１０日 　田村高校　　　　　　（参加者　１０名）

　　　　　　　　　７月２２日～２４日

　　　　　　　　　８月１９日～２１日

　　　　　　　　　８月１３日～１４日

　　　　　　　　　９月　３日～　４日

摘　　　要

　山梨県　　　　　　　（参加者　１２名）

　裏磐梯　　　　　　　（高校生全員）

　田村高校　　　　　　（参加者　１２名）

　田村高校　　　　　　（高校生全員）

　三宅道場　　　　　　（参加者　１２名）　　　　　　　　１０月２９日～３０日

　勿来工業高校　　　　（高校生全員）平成２９年　　　　１月　６日～　８日

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（白河実業高校）

味の素ナショナルトレーニングセンター

参加者　：　黒江雄治（川俣高校）

　　　　　　　　　１月１４日～１５日 　三宅道場　　　　　　（参加者　　８名）
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