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●第 35 回東北クラブ選手権大会県予選（4/8：野辺地町） 

≪男子≫ 優勝 青商クラブ 

商ク 41-5 海自  商ク 18-16 十和ク  十和ク 31-15 海自 

≪女子≫ 優勝 青森クラブ Pink 

◎第 35 回東北クラブ選手権大会 兼 第 32 回全国クラブ選手権東地区大会東北予選（6/22

～24：十和田市） 

≪男子≫ ３位 青商クラブ、十和田クラブ 

１回戦 商ク 30-16 東根ク(山) 十和ク 33-20 独眼竜(宮) 

準決勝 商ク 26-27 学石ク(福) 十和ク 17-23 上送(山) 

≪女子≫ 優勝 青森クラブ Pink〔２年振り３回目〕 

１回戦 青ク Pink38- 8 石川ク(福) 

準決勝 青ク Pink24-21 べにばなク(山) 

決 勝 青ク Pink27-23 古川ク(宮) 

◎第 32回全国クラブ選手権東地区大会 東日本大震災復興支援日本協会創立 75 周年記念大

会（7/14～15：福島県本宮市） 

≪男子≫ ３位 青商クラブ 

１回戦 十和ク 23-30 ラージェスト(東京) 商ク 25-20 きときとク(富山) 

２回戦 商ク 30-18 福島ＳＧク(福島) 

準決勝 商ク 24-26 蓮田ク(埼玉) 

≪女子≫ 優勝 青森クラブ Pink〔２年振り３回目〕 

１回戦 青ク Pink23-20ＲＥＤＳ(埼玉) 

準決勝 青ク Pink18- 9 福島ク(福島) 

決 勝 青ク Pink20-18 日吉台ク(千葉) 

 

●第 17 回ＪＯＴ東北大会県予選（4/8：野辺地町） 

≪男子≫ 優勝 野辺地クラブ 

≪女子≫ 優勝 野辺地クラブ 

◎第 17 回ＪＯＴ東北予選（6/22～24：十和田市） 

≪男子≫ 

予選Ｌ 野ク 18-21 新球会(山)  野ク 28-40ＨＣ岩手(岩) 

≪女子≫ ２位 野辺地クラブ 

決 勝 野ク 25-27 白梅三英芙会(岩) 

◎第 17 回ＪＯＴ（8/10～12：東京都武蔵村山市） 



≪女子≫ １回戦 野ク 23-18 かぶら女子ＨＣ(群馬) 

     ２回戦 野ク 18-40 香川銀行Ｔ・Ｃ(香川) 

 

●第 39 回県春季社会人大会（4/14～15：野辺地町） 

≪男子≫ 優勝 青商クラブ〔２年連続１６回目〕 

１回戦 青森ク 31-11 弘前大  東朋会 12-0 海自八戸(棄) 

    野辺地ク 32-25 青中大  中央ク 43-25 青公大 

    青南ク 23-19 十和工ＧＢ 

２回戦 青商ク 32-26 青森ク  野辺地ク 32-23 東朋会 

    中央ク 26-23 野辺地く  十和田ク 27-8 青南ク 

準決勝 青商ク 27-18 野辺地ク  中央ク 28-16 十和田ク 

決 勝 青商ク 26-24 中央ク 

≪女子≫ 優勝 青森クラブ Pink〔２年振り１０回目〕 

Pink22-15 野ク  Pink27-8 西ク  野ク 26-20 西ク 

 

●第 62 回県高校春季大会（4/28～29：青森市） 

≪男子≫ 優勝 青森東高校〔初〕 

１回戦 青森南 30-29 青中央  青森西 29-12 八高専 

２回戦 三本木 25-17 青森南  青商業 32-22 野辺地 

    青 森 29-25 青山田  青森東 33-13 青森西 

準決勝 青森東 34-23 青 森  三本木 31-26 青商業 

決 勝 青森東 31-28 三本木 

≪女子≫ 優勝 青森中央高校〔４年連続１６回目〕 

１回戦 青中央 31-16 青 森  青森東 17-16 青商業 

    青森西 24-22 野辺地  青森南 16-5 三本木 

準決勝 青中央 38-20 青森東  青森南 16-12 青森西 

決 勝 青中央 25-11 青森南 

 

◎第 47 回東北学生春季リーグ（5/17～20：福島県石川町） 

≪男子２部≫ ３位 弘前大学 ６位 青森公立大学 

 弘前 27-26 岩手  弘前 28-25 東文  弘前 19-21 宮教 

 弘前 21-30 東北  弘前 25-17 青公  青公 27-27 宮教 

 青公 16-37 東北  青公 24-35 岩手  青公 22-28 東文 

≪男子３部≫ １位 青森中央学院大学 

 青中 23-22 山形  青中 31-13 北里  青中 37-18 盛岡 

 青中 42-15 日大工  青中 27-21 学院工 



＜２・３部入替戦＞ 青中 33-23 青公 

 

●第 65 回県高校総体（6/2～4：十和田市） 

≪男子≫ 優勝 三本木高校〔８年振り４回目〕 

１回戦 青南 25-20 山田  十工 20-13 高専  中央 27-14 青西 

２回戦 青森東 33-12 青森南  青商業 24-18 野辺地 

    青 森 31-19 十和工  三本木 48-18 青中央 

準決勝 青森東 35-19 青商業  三本木 28-20 青 森 

決 勝 三本木 35-25 青森東 

≪女子≫ 優勝 青森中央高校〔４年連続１９回目〕 

１回戦 青中央 36-17 野辺地  青商業 28-26 青森西 

    青 森 24-21 青森東  青森南 19-10 三本木 

準決勝 青中央 31-22 青商業  青森南 19-10 青 森 

決 勝 青中央 27-10 青森南 

◎第 65 回東北高校選手権大会（6/22～24：岩手県花巻市） 

≪男子≫ ３位 青森東高校 

１回戦 三本木 21-28 帝京安積(福) 青森東 33-19 花巻南(岩) 

２回戦 青森東 40-37 福島工(福) 

準決勝 青森東 28-39 聖和学園(宮) 

≪女子≫ 

１回戦 青中央 24-32 盛岡三(岩) 青森南 11-23 盛岡二(岩) 

◎第 63 回全日本高校選手権大会（7/29～：新潟県柏崎市ほか） 

≪男子≫ １回戦 三本木 34-22 土佐(高知) 

     ２回戦 三本木 14-50 法政二(神奈川) 

≪女子≫ ２回戦 青中央 18-20 佐世保西(長崎) 

 

◎第 49 回東北高専大会（7/7～8：秋田県湯沢市） 

予選Ｌ 八戸 26-15 仙台広瀬(宮)  八戸 16-21 秋田(秋) 

準決勝 八戸 21-25 一関(岩) 

●第 67 回国体成年の部県予選（7/7～8：野辺地町） 

≪男子≫ 優勝 青商クラブ 

１回戦 弘前大 39-13 十和工ＧＢ  野辺地く 41-16 北里大  

    青南ク 32-15 海自八戸  青森ク 34-17 青公大  

２回戦 青商ク 23-20 野辺地く  十和田ク 24-18 弘前大 

    中央ク 32-16 青南ク  野辺地ク 18-13 青森ク 

準決勝 青商ク 31-24 十和田ク  野辺地ク 30-23 中央ク 



決 勝 青商ク 34-23 野辺地ク 

≪女子≫ 優勝 青森クラブ Pink 

準決勝 青ク Pink35-7 弘前大  野辺地ク 25-18 青西ク 

決 勝 青ク Pink28-20 野辺地ク 

 

●第 67 回国体少年の部県予選（7/14～15：野辺地町） 

≪男子≫ 優勝 三本木高校Ａ 

１回戦 青西 23-17 山Ｂ  山Ａ26-20 野Ｂ  商Ａ30-15 中Ｂ 

    東Ｂ21-16 青森  商Ｂ26-6 三Ｂ  野Ａ31-12 中Ａ 

２回戦 三本木Ａ33-2 青森西  青商Ａ28-18 青山田Ａ 

    青商Ｂ16-12 青東Ｂ  青東Ａ32-25 野辺地Ａ 

準決勝 三本木Ａ34-26 青商Ａ  青東Ａ26-18 青商Ｂ 

決 勝 三本木Ａ31-28 青東Ａ 

≪女子≫ 優勝 青森中央高校Ａ 

１回戦 青商Ｂ7-5 青森 

２回戦 中央Ａ31-10 青商Ｂ  青森西 22-8 三本木 

    野辺地 22-13 中央Ｂ  青商Ａ33-3 青森東 

準決勝 中央Ａ29-12 青森西  野辺地 25-24 青商Ａ 

決 勝 中央Ａ27-17 野辺地 

◎第 39 回東北総体（少年 8/12～13・成年 8/23～25：秋田県） 

≪成男≫ 予選Ｌ 青森 23-34 岩手  青森 24-27 山形 

≪成女≫ 予選Ｌ 青森 24-45 宮城  青森 28-32 岩手 

≪少男≫ 予選Ｌ 青森 33-36 福島  青森 29-38 宮城 

≪少女≫ 予選Ｌ 青森 19-28 宮城  青森 19-34 秋田 

 

●第 20 回県中学校大会（7/21：野辺地町） 

≪男子≫ 優勝 三本木高校附属中学校〔５年連続５回目〕 

準決勝 三高附 39-17 青森西  甲東 41-10 野辺地 

決 勝 三高附 28-25 甲東 

≪女子≫ 優勝 野辺地中学校〔３年連続１５回目〕 

決 勝 野辺地 35-6 青森西 

◎第 41 回東北中学校大会（8/9～11：宮城県利府町） 

≪男子≫ １回戦 附中 20-30 本宮一(福) 甲東 18-33 中田(宮) 

≪女子≫ １回戦 野辺地 10-30 成田(宮) 

 

●第 13 回県・東北ビーチハンドボール大会（7/29：野辺地町） 



≪一般男子≫ 

１回戦 青商高Ｂ2-0 野高Ｃ 

２回戦 野高Ａ2-1 青商高Ｂ  かっぱあず 2-0 青商父母 

    野辺地ク 2-0 青商高Ｃ  野高Ｂ1-0 青商高Ａ 

準決勝 野高Ａ2-1 かっぱあず  野辺地ク 2-1 野高Ｂ 

３ 決 かっぱあず 2-1 野高Ｂ 

決 勝 野辺地ク 2-1 野高Ａ 

≪Ｊｒ男子≫ 

準決勝 のへじ 2-0 ふちゅう  附中 2-0 のへぢ 

決 勝 のへじ 2-1 附中 

≪一般女子≫ 

 野辺地ｸ 2-0 青商  野辺地ｸ 2-1 弘大  弘大 1-0 青商 

≪Ｊｒ女子≫ 

 ルフィ 2-0 チョッパー  ルフィ 2-0 チョッパー 

≪小 学 生≫ 

 リトルガッツＡ1-0 リトルガッツＢ  リトルガッツＡ2-0 リトルガッツＢ 

 

●第 18 回県小学生大会（8/5：野辺地町） 

≪１部≫ 優勝 十和田ＪｒＨＣ〔４年連続４回目〕 

 十和田 17-5 野辺地 十和田 22-3 青森Ａ 野辺地 27-8 青森Ａ 

〈優秀選手賞〉坪 修平・田嶋 慎平・中野渡祐太（十和田 JrHC）、菅本 空・木村 大世・

大湊 航太（野辺地 LG）、桜庭 次郎（青森スポ少Ａ） 

≪２部≫ 優勝 ＮＯＨＥＪＩオレンジ〔４年連続４回目〕 

準決勝 十和田ﾚｯﾄﾞｽﾀｰ 7 16-10 青森Ｂ NOHEJI 19-5 十和田ｼｬﾄﾞｳｹﾙﾍﾞﾛｽ 

３ 決 十和田ｼｬﾄﾞｳｹﾙﾍﾞﾛｽ 19-3 青森Ｂ 

決 勝 NOHEJI 15-6 十和田ﾚｯﾄﾞｽﾀｰ 7 

〈優秀選手賞〉村木 佑未子・荒谷 成菜・垣堺 美聖（NOHEJI ｵﾚﾝｼﾞ）、藤田 爽佳・森山 愛

祐華（十和田 Jr ﾚｯﾄﾞｽﾀｰ 7）、横山 雅徳（十和田 Jr ｼｬﾄﾞｳｹﾙﾍﾞﾛｽ）、豊島 璃子（青森スポ少

Ｂ） 

 

◎第 21 回ＪＯＣ東北予選（9/1～2：岩手県花巻市） 

≪男子≫ ４位 青森県 

 青森：31-21 秋田／20-40 岩手／14-38 宮城／26-30 山形 

 

●第６回県マスターズ大会（9/9：野辺地町） 

≪男子≫ 優勝 青商クラブ〔２年連続２回目〕 



準決勝 青商ク 16-8 野辺地あ  海自桜錨会 12-9 青高送球会 

３ 決 野辺地あ 10-9 青高送球会 

決 勝 青商ク 13-8 海自桜錨会 

≪女子≫ 優勝 ＭＫＣ〔２年振り２回目〕 

 ＭＫＣ7-6 野辺地マミーズ  ＭＫＣ8-6 野辺地マミーズ 

◎第 10 回東北マスターズ大会（11/24～25：岩手県花巻市） 

≪男子≫ ６位 七戸ユニオン 

予選Ｌ 七戸 10-7 盛岡 FUWAKU(岩)  七戸 8-11 ガンバ花クラ(岩) 

２位Ｌ 七戸 7-8 湯沢ク(秋)  七戸 9-10 広尾・名古屋 ATF(東京/愛知) 

≪女子≫ ４位 ＭＫＣ 

総当Ｌ ＭＫＣ2-15DHC40(岩)  ＭＫＣ6-10 岩手桐花ク(岩) 

    ＭＫＣ3-9 ｷﾞｬﾛｯﾌﾟﾚﾃﾞｨｰｽｸﾗﾌﾞ(岩) 

 

●第 62 回県高校秋季中央地区大会（9/15～17：青森市） 

≪男子≫ １位 青商 ２位 青東 ３位 青森 

 商 22-19 東  商 24-18 青  商 23-19 山  商 32-10 南 

 商 23-21 中  商 45-12 西  東 26-16 青  東 39-34 中 

 東 45-17 西  東 20- 9 山  東 28-13 南  青 29-24 中 

 青 23-16 西  青 29-21 山  青 30-18 南  山 31-22 南 

 山 39-32 西  中 25-24 山  中 35-26 西  西 20-16 南 

 南 23-17 中 

≪女子≫ １位 中央 ２位 青西 ３位 青商 ４位 青東 

     ５位 青森 ６位 青南 

予選Ａ 中 30-21 西  中 30- 7 青  西 21- 9 青 

予選Ｂ 商 37-20 東  商 28- 3 南  東 30-24 南 

５ 決 青 16-13 南   準決勝 中 36-16 東  西 28-10 商 

３ 決 商 18-17 東   決 勝 中 48- 9 西 

 

●第 62 回県高校秋季南部地区大会 兼 第９回六戸町長杯 

（9/16：野辺地町） 

≪男子≫ 三本木 37- 6 野辺地 

≪女子≫ 三本木 24-19 野辺地 

 

◎第 57 回東北学生秋季リーグ（9/22～25：宮城県仙台市） 

≪男子２部≫ ４位 弘前大学 ５位 青森中央学院大学 

 弘前 33-16 東文  弘前 22-26 宮教  弘前 29-38 岩手 



 弘前 22-26 仙台  弘前 24-24 青中  青中 29-18 東文 

 青中 25-32 岩手  青中 21-25 仙台  青中 24-30 宮教 

≪男子３部≫ １位 青森公立大学 

 青公 34-25 山形  青公 32-21 学院工  青公 36-16 日大工 

 青公 25-21 北里  青公 31-22 東北工 

＜２・３部入替戦＞ 青公 20-17 東文 

≪女 子 Ｂ≫ ３位 弘前大学 ４位 北里大学（ＯＰ） 

 弘前 12-10 北里  弘前 9-22 福島  弘前 8-15 宮教 

 北里 5-29 福島  北里 6-29 宮教 

 

●第 62 回県高校秋季大会 兼 第 36 回全国高校選抜県１次予選 

（11/17～18：野辺地町） 

≪男子≫ 優勝 三本木高校〔１４年振り２回目〕 

１回戦 青西 36- 9 七戸 青森 18-13 青南 中央 34-10 八高専 

２回戦 青商業 33- 9 青森西  青山田 38-16 青 森 

    青森東 21-15 野辺地  三本木 33- 8 青中央 

準決勝 青商業 25-22 青山田  三本木 30-13 青森東 

決 勝 三本木 25-14 青商業 

＜３位決定Ｔ＞ 

１回戦 青 森 23-22 青森西  青中央 32-26 野辺地 

決定戦 青森東 23-16 青 森  青山田 32-24 青中央 

≪女子≫ 優勝 青森中央高校〔７年連続２０回目〕 

１回戦 青中央 29- 7 青森南  野辺地 22-11 青 森 

    青商業 13- 8 青森西  三本木 14- 9 青森東 

準決勝 青中央 31-13 野辺地  三本木 16-11 青商業 

決 勝 青中央 25-12 三本木 

＜３位決定Ｔ＞ 

１回戦 青森南 14- 6 青 森  青森西 19-12 青森東 

決定戦 青商業 21-14 青森南  青森西 14-13 野辺地 

●第 36 回全国高校選抜大会県２次予選（12/23～24：十和田市） 

≪男子≫ 優勝 青森東〔初〕 ２位 三本木 

 青東 20-17 三本木  青東 24-23 商業  青東 19-16 山田 

 三本木 21-13 商業  三本木 37-16 山田  商業 21-17 山田 

≪女子≫ 優勝 青森中央〔３年連続１６回目〕 ２位 三本木 

 中央 22-12 三本木  中央 34-12 青西  中央 33-8 商業 

 三本木 23-14 青西  三本木 17-9 商業  青西 17-15 商業 



◎第 36 回東北高校選抜大会（1/31～2/3：山形県東根市） 

≪男子≫ 

＜各県第１代表予選Ｌ＞ 

 青森東 25-21 東根工業(山) 青森東 12-41 不来方(岩) 

＜全国第３代表決定Ｔ＞ １回戦 青森東 21-25 湯沢(秋) 

＜各県第２代表Ｔ＞ １回戦 三本木 19-32 盛岡南(岩) 

≪女子≫ 

＜各県第１代表予選Ｌ＞ 

 青中央 23-21 日大山形(山) 青中央 16-24 不来方(岩) 

＜全国第３代表決定Ｔ＞ １回戦 青中央 19-25 羽後(秋) 

＜各県第２代表Ｔ＞ １回戦 三本木 6-26 盛岡白百合(岩) 

 

●第 17 回県中学校秋季大会（11/23：野辺地町） 

≪男子≫ 優勝 十和田ユースＨＣ〔２年連続２回目〕 

 十和田ユースＨＣ32-24 三本木高校附属中  ※野中は棄権 

 

●第 39 回県秋季社会人大会 兼 第 49 回東北総合大会県予選 

（12/8～9：野辺地町） 

≪男子≫ 優勝 青商クラブ〔２年連続１１回目〕 

１回戦 青公大 25-16 北里大  中央ク 26-17 弘前大 

    青中大 34-32 野辺地く 十和田ク 12-0 海自八戸(棄) 

    青森ク 36-12 十和工ＧＢ  青南ク 32-19 東朋会 

２回戦 青商ク 42-15 青公大  中央ク 24-19 青中大 

    十和田ク 24-17 青森ク  野辺地ク 40-18 青南ク 

準決勝 青商ク 23-16 中央ク  野辺地ク 31-23 十和田ク 

決 勝 青商ク 36-21 野辺地ク 

≪女子≫ 優勝 青森クラブ Pink〔３年振り９回目〕 

準決勝 青ク Pink25-10 青西ク  野辺地ク 37-5 北里大 

決 勝 青ク Pink18-13 野辺地ク 

◎第 49 回東北総合大会（1/19～20：福島県福島市） 

≪男子≫ ２位 青商クラブ 

１回戦 青商ク 33-21ＨＣ福島(福)  野ク 31-34 聖和高(宮) 

２回戦 青商ク 23-22 山形新球会(山) 

準決勝 青商ク 28-26 不来方高(岩) 

決 勝 青商ク 26-36ＨＣ岩手(岩) 

≪女子≫ ３位 青森クラブ Pink 



１回戦 野辺地ク 20-28 福島ク(福) 

２回戦 青ク Pink22-17 秋田大(秋) 

準決勝 青ク Pink18-27 富士大(岩) 

 

●第８回春の全国中学生大会県予選（1/12：野辺地町） 

≪男子≫ 優勝 十和田ユースＨＣ〔初〕 

 十和田ユースＨＣ31-28 三本木高校附属中 

◎第８回春の全国中学生大会（3/24～27：富山県氷見市） 

≪男子≫ １回戦 十和田ユース HC29-34 東久留米西中(東京) 

 

●第 14 回県小学生冬季大会（2/16：十和田市） 

≪１ 部≫ 優勝 十和田ＪｒＨＣ〔４年連続５回目〕 

予選１ 十Ａ12-3 天西Ａ  十Ａ35-0 青森  天西Ａ26-10 青森 

予選２ 天西Ｂ11-9 野  天西Ｂ12-7 十Ｂ  野 16-9 十Ｂ 

５ 決 十和田Ｂ17-12 青森  ３ 決 天間西Ａ14-7 野辺地 

決 勝 十和田Ａ18-2 天間西Ｂ 

〈県協会優秀選手賞〉坪 修平・田嶋 慎平・佐々木 勇太（十和田 JrHCＡ）、松山 晋也・

川村 隆生・佐藤 礼弥（天間西Ａ）、菅本 空（野辺地 LG） 

〈十和田市協会長賞〉中野渡 一郎（天間西Ｂ）、金枝 健斗（野辺地 LG）、本宿 宏樹・木

津 慎太郎（十和田 JrHCＢ）、小田 彩絵・蓼内 龍・袴田 萌生（青森スポ少） 

≪２ 部≫ 優勝 ＮＯＨＥＪＩオレンジ〔３年振り３回目〕 

 NOHEJI 8-3 天間西Ｃ  NOHEJI 20-2 十和田ﾈｲﾋﾞｰｽﾀｰｽﾞ 

 NOHEJI 19-0 十和田ｽｶｲﾌﾞﾙｰ  天間西Ｃ3-3 十和田ﾈｲﾋﾞｰｽﾀｰｽﾞ 

 天間西Ｃ9-4 十和田ｽｶｲﾌﾞﾙｰ  十和田ﾈｲﾋﾞｰｽﾀｰｽﾞ 5-3 十和田ｽｶｲﾌﾞﾙｰ 

〈県協会優秀選手賞〉村木 佑未子・荒谷 成菜・高田 望乃（NOHEJI ｵﾚﾝｼﾞ）、哘崎 新・

原子 里菜（天間西Ｃ）、藤田 爽佳・小笠原 奈菜（十和田 Jr ﾈｲﾋﾞｰｽﾀｰｽﾞ） 

〈十和田市協会長賞〉市川 堅太・小成 紘嗣・鈴木 秀宝（十和田 Jr ｽｶｲﾌﾞﾙｰ） 

≪低学年≫ 優勝 青森スポ少 

 青森 4-2 野辺地  青森 9-0 十和田 Jr  野辺地 5-2 十和田 Jr 

 

＜ 平成２４年度 青森県ハンドボール各賞受賞者 ＞ 

【日本ハンドボール協会表彰】 

  倉本 貢（前県協会顧問） 

【日本ハンドボール協会創立７５周年表彰】 

  田島 政義（県協会副会長）、諏訪 正徳（県協会副会長） 

【青森県体育協会 優秀選手賞】 



  青森クラブ Pink（全国クラブ東地区大会優勝） 

   成田 綾美・秋村 知恵・秋村 朋枝・山田 如子・小川 景子・岩村 心里・蒔苗 よし

み・小田内 佳乃・新岡 舞・蝦名 花衣・松田 亜矢子・野藤 麻衣子・木立 詩織・工藤 時

子・蝦名 春奈 

【青森県体育協会 スポーツ賞】 

（一般）藤本 翔大（青商ク）、大山 紗季（野辺地ク） 

（高校）佐々木 伊織（三本木）、秋谷 沙也香（青中央） 

【青森県高体連 優秀選手賞】 

（男子）神 叡（三本木）、玉熊 祐紀（青森東） 

（女子）千葉 みちる（青中央）、木村 夏美（青森南） 

【青森県ハンドボール協会 ベストセブン賞】 

（成男）神 諒多・木村 敦・三國 直人・木村 卓哉・藤本 翔大・保村 崇有（青商ク）、瀧

澤 奨（野辺地ク） 

（成女）野藤 麻衣子・秋村 朋枝・山田 如子・新岡 舞・小田内 佳乃・岩村 心里（青ク

Pink）、鈴木 芙弥子（野辺地ク） 

（少男）岡田 翔太・宇恵野 智哉・山田 充高（青森東）、佐々木 伊織・神 叡・山口 祐弐

（三本木）、木村 雄太（青商業） 

（少女）石村 彩・千葉 みちる・秋谷 沙也香・成田 瑞咲・岩坂 由貴奈（青中央）、小野 真

代（青商業）、石田 友莉（野辺地） 

【青森県高体連専門部 部長賞】 

（男子）奥山 凌・金沢 翔太・加藤 匠・津嶋 宥希・寺山 直輝・本道 楓斗（三本木）、阿

部 涼・篠崎 拓也・赤平 唯人（青商業）、佐藤 和貴・船橋 周悟・菊池 雄基（青森東）、

佐々木 大樹（野辺地）、三上 秀一郎（青森） 

（女子）山上 純夏・湊 成美・森 祐菜・佐々木 結芽・森 史絵・越浪 典子（青森南）、畑

井 光・横濵 美也・土屋 美紗（野辺地）、佐藤 愛理・鹿内 瑞希（青森西）、渋谷 遥・袴

田 夏未（青森東）、坂井 未和（青森） 

【青森県高体連専門部 奨励賞】 

（男子）井上 将人・弓指 司・金澤 大貴・細川 剛綺（野辺地）、高井 秋道（青森南）、太

田 公弥（青森）、川田 大悟（青森東）、八桁 真幸（青森西） 

（女子）小野 真緒・太田 裕花（青森東）、杉山 里菜・蒔苗 成奈（野辺地）、四戸 春菜・

櫛引 玲華（青商業）、最上 美羽・堀内 早紀子（青森西）、久保 玲香（三本木）、櫻庭 華

子（青森）、工藤 詩織（青森南） 

【青森県社会人連盟賞】 

（男子）該当者なし 

（女子）柿崎 千秋（ＭＫＣ） 

 



 

 


