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２０１２０１２０１２０１３３３３（（（（平成平成平成平成２２２２５５５５））））年年年年    度度度度        各各各各    種種種種    大大大大    会会会会    記記記記    録録録録        

＜＜＜＜    県県県県                内内内内                大大大大                会会会会    ＞＞＞＞    

● 第３６回東北クラブ選手権大会青森県予選会 （４月７日・野辺地町立体育館） 

（男子の部） 

  １回戦   青商クラブ   ３８(１９－８、  １９－８）１６ 海上自衛隊八戸 

        野辺地クラブ  ２５(９－７、  １６－１０）１７ 十和田クラブ 

  決 勝   野辺地クラブ  ３０(１２－１５、１８－１４）２９ 青商クラブ 

        

（女子の部）野辺地クラブのみのエントリーにつき野辺地クラブを優勝とする。 

※６月２８～３０日に岩手県花巻市で開催される東北大会には次のチームが県代表として出場する。 

男子：野辺地クラブ、青商クラブ、 女子：野辺地クラブ 

 

 

● 第１８回ジャパンオープンハンドボールトーナメント青森県予選会 

  ※男女ともエントリーチームがないので、６月２８～３０日に岩手県花巻市で開催される東北予選会に 

   青森県は不参加となる。 

 

 

● 第４０回青森県春季社会人ハンドボール選手権大会 （４月１３～１４日・野辺地町立体育館） 

  （男子の部） 

    １回戦   青森公立大    ２８（１６－１２、１２－１５）２７ 青森南クラブ 

          青森中央学院大  ２１（１１－１２、 １０－８）２０ 弘前大 

    ２回戦   十和田クラブ   ３１（１５－１３、１６－１２）２５ 海上自衛隊八戸 

          青森中央クラブ  ２７（１０－１２、１７－１４）２６ 野辺地くらぶ 

青商クラブ    ５１（２３－１１、 ２８－５）１６ 青森公立大 

          野辺地クラブ   ３２（１６－１２、１６－１８）３０ 青森中央学院大 

    準決勝   青商クラブ    ３８（１９－９、 １９－１２）２１ 十和田クラブ 

          野辺地クラブ   ３０（１３－１２、 １７－７）１９ 青森中央クラブ 

    決 勝   青商クラブ    ３０（１６－１３、１４－１２）２５ 野辺地クラブ 

          ※青商クラブは３年連続１７回目の優勝 

  （女子の部） 

    決 勝   青森クラブＰｉｎｋ ２２（１３－１０、９－１０）２０ 野辺地クラブ 

※青森クラブＰｉｎｋ は２年連続１１回目の優勝 

 

 

● 第６３回青森県高等学校春季ハンドボール選手権大会（４月２８～２９日・十和田市総合体育センター） 

  （男子の部） 

    １回戦   青  森  ２５（１３－１１、１２－１１）２２ 野辺地 

          青森南     ３６（２２－２、  １４－４）６  七 戸 

    ２回戦   青森中央  ３５（１３－８、 ２２－１６）２４ 青森山田 

          青森商業  ３３（１５－７、  １８－５）１２ 青森西 

          青  森  ２１（７－８、  １４－１０）１８ 青森東 

          三本木   ２７（１３－３、 １４－１１）１４ 青森南 

        準決勝   青  森  ２９（１４－１４、 １５－９）２３ 青森中央 

          三本木   ２６（１１－８、 １５－１３）２１ 青森商業 

        決  勝     三本木   ３８（１４－１３、 ２４－８）２１ 青 森 

          ※三本木高校は１０年振り４回目の優勝 
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   （女子の部） 

     １回戦   青森中央  ３１（１４－３、  １７－９）１２ 青 森 

           三本木   ２６（１５－８、 １１－１０）１８ 青森東 

           青森商業  ２５（１４－１２、１１－１２）２４ 野辺地 

           青森西   １８（８－４、   １０－６）１０ 青森南 

     準決勝   青森中央  ４０（１８－１１、 ２２－８）１９ 青森商業 

           三本木   ２５（１７－７、  ８－１４）２１ 青森西 

     決 勝   青森中央  ２６（１５－４、 １１－１０）１４ 三本木 

           ※青森中央高校は５年連続１７回目の優勝 

  

 

 ● 第1回青森県中学生春季ハンドボール大会 （５月２６日・野辺地町立体育館） 

   ≪男子の部≫ 参加２チーム 

    〔決 勝〕  

     十和田ユースハンドボールクラブ ２５（１４－９、１１－１４）２３ 三本木高校附属中学校 

     ※十和田ユースＨＣが初優勝 

     ※競技力向上のために新設した大会で、９月のＪＯＣジュニアオリンピック東北大会の青森県 

選抜の選手選考を兼ねています。 

 

 

● 第６６回青森県高等学校総合体育大会ハンドボール競技会 （６月１～３日・野辺地町体、野辺地高校） 

 （男子の部） 

   １回戦   青森東   ４１（２１－２、  ２０－６） ８  七 戸 

          野辺地   ５２（３１－４、  ２１－４） ８  八戸高専 

          青森南   ２６（１３－１１、１３－１０）２１  青森西 

   ２回戦    青森東   ２２（１２－１２、 １０－７）１９  三本木 

         青森山田  ３８（２１－１１、１７－１５）２６  青森中央 

         青森商業  ３１（１５－１３、１６－１３）２６  野辺地 

         青 森   ２７（１７－１１、１０－１５）２６  青森南 

   準決勝   青森東   ２５（１１－６、 １４－１３）１９  青森山田 

         青森商業  ２２（９－８、   １３－８）１６  青 森 

   決 勝   青森東   ２２（１０－１２、 １２－９）２１  青森商業 

※青森東高校が初優勝 

   （女子の部） 

     １回戦   青森中央  ３７（１７－１０、 ２０－９）１９  青 森 

           青森東   ２３（１３－１０、１０－１２）２２  青森西 

           野辺地   ３１（１４－９、 １７－１６）２５  青森商業 

           三本木   ２０（１１－４、   ９－３）７   青森南 

     準決勝   青森中央  ４０（２３－６、  １７－８）１４  青森東 

           三本木   ２５（１４－５、  １１－４）９    野辺地 

     決 勝   青森中央  ２７（１２－６、 １５－１２）１８  三本木 

※青森中央高校は５年連続２０回目の優勝 

 

● 第１回 青森市民総合ハンドボール大会 （６月１５～１６日・青森東高校体育館） 

 （男子の部） 

   １回戦   青商クラブ  ３９（２０－９、 １９－１３）２２  青森公立大 

         青森南クラブ ２３（９－１０、 １４－１１）２１  青森西高校 

         青森クラブ  ３１（１４－７、 １７－１１）１８  青森南高校 

        青森中央学院大 ４７（２０－７、 ２７－１１）１８  青森高校 



3 

 

   準決勝   青商クラブ  ４８（２６－９、 ２２－１３）２２  青森南クラブ 

         青森クラブ  ２３（１３－８、 １０－１０）１８  青森中央学院大 

   決 勝   青商クラブ  ３２（１５－１０、１７－１１）２１  青森クラブ 

 

 （女子の部） 

   １回戦   青森南高校  ２１（９－４、   １２－８）１２  青森高校 

   決 勝   青森南高校  １２（７－４、    ５－３）７   青森西高校 

 

● 第６８回国民体育大会ハンドボール競技会（成年の部）青森県予選会（７月６日～７日・野辺地町体） 

 （男子の部） 

   １回戦  青森南クラブ  ２１（１１－１２、 １０－８）２０  海自八戸 

        野辺地くらぶ  ２５（１１－７、 １４－１１）１８  十和工ＧＢ 

        青森中央クラブ １９（８－７、   １１－７）１４  弘前大 

        青森中央学院大 ３０（１５－８、 １５－１４）２２  青森クラブ 

        北里大     ２３（１３－９、 １０－１３）２２  青森公立大 

   ２回戦  青商クラブ   ３７（１８－１０、 １９－７）１７  青森南クラブ 

        青森中央クラブ ３０（１５－１４、 １５－７）２１  野辺地くらぶ 

青森中央学院大 ３１（１２－１２、１３－１３）２９  十和田クラブ 

           延長 (１－２)(５－２) 

        野辺地クラブ  ３２（２１－４、  １１－５）９   北里大 

   準決勝  青商クラブ   ４５（２４－１４、２１－１０）２４  青森中央クラブ 

        野辺地クラブ  ３１（１５－７、 １６－１６）２３  青森中央学院大 

   決勝   青商クラブ   ２５（１２－１３，１３－１１）２４  野辺地クラブ 

 

 （女子の部） 

   １回戦  青森西クラブ  １２（６－０、    ６－０）０   北里大（棄権） 

   準決勝  青森西クラブ  ２７（１３－１２、１４－１４）２６  青森クラブＰｉｎｋ 

        野辺地クラブ  ２６（１３－７、  １３－６）１３  弘前大 

   決 勝  野辺地クラブ  ２６（１７－８、   ９－９）１７  青森西クラブ 

 

 

● 第６８回国民体育大会ハンドボール競技会（少年の部）青森県予選会 

（７月１３日～１４日・野辺地高校、野辺地町体） 

（男子の部） 

   １回戦  青森東Ｂ   ２０（１１－６、   ９－６）１２  野辺地Ｂ 

        青森商業Ｂ  ３５（１４－７、 ２１－１３）２０  青森中央Ａ 

        青森西    １８（１１－１１、  ７－５）１６  青 森 

        野辺地Ａ   ３０（１７－１４、１３－１４）２８  青森中央Ｂ 

        青森南    ２０（７－８、   １３－８）１６  三本木 

   ２回戦  青森東Ａ   ３０（１９－６、  １１－４）１０  青森東Ｂ 

        青森商業Ｂ  ２５（１６－５、   ９－７）１２  青森西 

        野辺地Ａ   ３５（１５－１２、２０－１０）２２   青森山田 

        青森商業Ａ  １５（９－７、    ６－７）１４  青森南 

   準決勝  青森東Ａ   ２５（１３－７、 １２－１２）１９  青森商業Ｂ 

        野辺地Ａ   ２５（１３－１１、 １２－８）１９  青森商業Ａ 

   決 勝  青森東Ａ   ２９（１６－９、 １３－１２）２１  野辺地Ａ 

（女子の部） 

   １回戦  青森西    １５（１２－３、  ３－５）８    青森南 

   ２回戦  青森中央Ａ  ４３（２４－７、 １９－８）１５   青森西 
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        青森商業   ２２（９－１０、１３－１０）２０   野辺地 

        青森中央Ｂ  １２（６－０、   ６－０）０    青森東 (棄 権) 

        三本木    １８（９－４、   ９－８）１２   青 森 

   準決勝  青森中央Ａ  ３１（１９－６、 １２－９）１５   青森商業 

       青森中央Ｂ  ２４（１２－６、 １２－６）１２   三本木 

   決 勝    青森中央Ａ  ２８（１４－７、１４－１１）１８   青森中央Ｂ 

 

 

● 西村祐蔵杯記念 第３４回青森県中学校ハンドボール大会 （７月２０日・野辺地町体） 

 

（男子の部） 十和田ユースハンドボールクラブが初優勝 

     十和田ユースＨＣ ３０（１３－５、１７－１６）２１ 三本木高附属中 

 ※８／３～５に東根市で開催される第４２回東北中学校大会には三本木高校附属中が出場する。 

 

 ● 第１４回青森県ビーチハンドボール大会（兼東北大会）（７月２８日・野辺地町十府ヶ浦海水浴場） 

 【一般男子の部】 

 （予選リーグ） 

   Ａブロック   野辺地高校Ｂ ２（１３－５、１１－９）０ 野辺地高校Ａ 

           野辺地クラブ ２（１４－６、１３－８）０ 野辺地高校Ａ 

           野辺地クラブ ２（ ８－５、 ９－８）０ 野辺地高校Ｂ 

           ①野辺地クラブ  ②野辺地高校Ｂ  ③野辺地高校Ａ 

   Ｂブロック   弘前大学   ２（１１－７、１３－５）０ 野辺地高校Ｃ 

           ひろし    １（１２－８、 ７－７）０ 野辺地高校Ｃ 

           弘前大学   ２（１２－９、１３－１０）０ ひろし 

           ①弘前大学  ②ひろし  ③野辺地高校Ｃ 

 （３位決定戦）   ひろし    ２（９－４、１２－１５）１ 野辺地高校Ｂ 

                    ショットアウト ３－２ 

  （決  勝）   弘前大学  ２（８－１３、１０－８）１ 野辺地クラブ 

                   ショットアウト ２－１ 

 

 【一般女子の部】 優勝・野辺地クラブ 

  （リーグ戦）  弘前大学   ２（７－２、 ９－２）０ 野辺地中学 

          野辺地クラブ ２（１３－３、８－２）０ 野辺地中学 

          野辺地クラブ ２（１６－１２、１２－９）０ 弘前大学 

 

【小学生の部】 

        野辺地リトルガッツＡ １（７－２、３－３）０  野辺地リトルガッツＢ 

        野辺地リトルガッツＡ ２（８－５、９－８）０  野辺地リトルガッツＢ 

 

 

 ● 第１９回青森県小学生ハンドボール大会（８月４日・野辺地町体） 

【１部リーグ】 

                                 青森市ハンドボール 

    野辺地リトルガッツ ３２（１７－５、１５－１１）１６  スポーツ少年団Ａ 

十和田ジュニア                      青森市ハンドボール 

ハンドボールクラブＡ ２４（１２－２、 １２－８）１０  スポーツ少年団Ａ 

 

    野辺地リトルガッツ １３（１０－７、  ３－３）１０  十和田ジュニア 

ハンドボールクラブＡ 
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  １位 野辺地リトルガッツ、 ２位 十和田ジュニアハンドボールクラブＡ、 

３位 青森市ハンドボールスポーツ少年団Ａ 

   ※野辺地リトルガッツは初優勝（野辺地ハンドボールスポーツ少年団としては５回目の優勝）。 

 《優秀選手賞》 

    中村 凱斗、管本 空、木村 大世（野辺地リトルガッツ） 

本宿 宏樹、村上 元哉、前田 晃央也（十和田ジュニアハンドボールクラブＡ） 

    蓼内 彰良（青森市ハンドボールスポーツ少年団Ａ） 

 

【２部リーグ】 

 ＮＯＨＥＪＩオレンジＡ  １７（９－３、 ８－３）６  十和田ジュニアハンドボールクラブ女子 

十和田ジュニア 

ハンドボールクラブ女子  １２（６－４、 ６－２）６  十和田ジュニアハンドボールクラブＢ 

ＮＯＨＥＪＩオレンジＡ  ２５（１３－４、１２－２）６ 十和田ジュニアハンドボールクラブＢ 

  １位 ＮＯＨＥＪＩオレンジＡ、 ２位 十和田ジュニアハンドボールクラブ女子、 

  ３位 十和田ジュニアハンドボールクラブＢ 

    ※ＮＯＨＥＪＩオレンジＡは５年連続５回目の優勝 

《優秀選手賞》 

    沖津 雅、角鹿 珠梨、大湊 来未、千葉 遥（ＮＯＨＥＪＩオレンジＡ） 

    中野渡 瑞葵、前田 萌々子（十和田ジュニア女子）、小野寺 聖（十和田ジュニアＢ） 

  

 

 ● 第７回青森県マスターズハンドボール大会 （９月８日・野辺地町立体育館） 

   【男子の部】２チームによる（１５分ゲーム×２回戦） 

          海自桜錨会八戸 （ ８ －６  ） 野辺地あマサレターズ 

           海自桜錨会八戸 （１２－１０） 野辺地あマサレターズ 

            第１位 海自桜錨会八戸（初優勝）、 第２位 野辺地あマサレターズ 

 

   【女子の部】２チームによる（１５分×２回戦） 

          野辺地マミーズ （４－３）ＭＫＣ 

          野辺地マミーズ （６－６）ＭＫＣ 

            第１位 野辺地マミーズ（２年振り５回目）、第２位 ＭＫＣ 

 

 

● 第６３回青森県高等学校秋季ハンドボール中央地区大会 

      （男子：９月１４～１６日・青森商業高校、女子：９月１４～１５日・青森中央高校） 

【男子の部】総当たりリーグ戦 

   青中央（３８－１５）青 森、青森南（２５－１９）青山田、青商業（２８－１４）青森西 

青 森（２３－２０）青森東、青中央（２５－２３）青山田、青森南（２４－１１）青森西 

   青商業（２５－１７）青森東、青山田（３１－１８）青 森、青森西（２３－１８）青森東 

   青中央（２９－２０）青森南、青商業（３２－１９）青山田、青森西（３７－１２）青 森 

   青中央（２７－１４）青森東、青商業（１７－１１）青森南、青森西（３０－１１）青山田  

   青森南（１７－１６）青森東、青商業（３３－１９）青 森、青中央（２２－１７）青森西 

   青森東（３２－２６）青山田、青森南（３３－１３）青 森、青商業（２１－１９）青中央 

 

※１位 青森商業（６勝０敗）２位 青森中央（５勝１敗） ３位 青森南（４勝２敗） 

    ４位 青森西（３勝３敗）  ５位 青森東（１勝５敗）  ６位 青森山田（１勝５敗）  

７位 青 森（１勝５敗） ＜５～７位は得失点差による＞ 
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 【女子の部】 

  ＜予選リーグＡブロック＞  

青中央（３６－６）青 森、青森東（２２－１７）青 森、青中央（３４－９）青森東 

  ＜予選リーグＢブロック＞  

青森西（１２－１２）青森南、青商業（２３－１７）青森南、青商業（２１－１４）青森西 

    ＜５位決定戦＞   青森西  ２０（１１－４、  ９－６）１０  青 森 

    ＜準決勝＞      青森中央  ２４（１２－４、 １２－５)９    青森南 

青森商業  ２１（１３－５、   ８－６)１１  青森東 

    ＜３位決定戦＞   青森南  ２３（１１－４、  １２－８）１２ 青森東 

    ＜決  勝＞    青森中央  ２２（１０－８、１２－１２）２０ 青森商業 

 

※１位 青森中央、２位 青森商業、３位 青森南、４位 青森東、５位 青森西、６位 青 森 

 

 

● 第６３回青森県高等学校秋季ハンドボール南部地区大会 （９月１５日・野辺地高校体育館） 

     兼 第１０回六戸町長杯ハンドボール大会 

    【男子の部】 

        三本木 ４０（１８－６、２２－７）１３ 七 戸 

        野辺地 ３１（１２－４、１９－９）１３ 七 戸 

        三本木 １８（９－９、  ９－５）１４ 野辺地 

※ 1位 三本木、 ２位 野辺地、 ３位 七 戸 

 

    【女子の部】 

       野辺地 ３１（１６－１５、１５－１２）２７ 三本木 

※ １位 野辺地、２位 三本木 

 

 

  ●（ほなみ薬局杯）小学生ハンドボール大会 （１０月５日・十和田市総合体育センター） 

 

    【一 部】 

      １位 十和田ジュニアハンドボールクラブＡ（２勝） 

      ２位 野辺地リトルガッツ（１勝１敗） 

      ３位 青森ハンドボールスポーツ少年団Ａ （２敗） 

    ≪優秀選手賞≫ ＭＶＰ：村上元哉（十和田） 得点王：菅本空（野辺地・２５点） 

       中野渡祐太、市川堅太（以上、十和田）木村大世、岡山風人（野辺地）、蓼内彰良（青森） 

    

     【二部】 

      １位 十和田ジュニアハンドボールクラブ女子（３勝１分） 

      ２位 ＮＯＨＥＪＩ ホワイト（３勝１敗） 

      ３位 ＮＯＨＥＪＩ ブルー（２勝１分１敗） 

      ４位 青森ハンドボールスポーツ少年団Ｂ （１分３敗） 

      ５位 十和田市ジュニアハンドボールクラブＢ（１分３敗）※４、５位は得失点差による。 

 

    ≪優秀選手賞≫  得点王：角鹿  珠梨（ＮＯＨＥＪＩホワイト・２２点） 

       中野渡 瑞葵、岩城 百映、櫻田 舜美（以上、十和田）、沖津 雅（ＮＯＨＥＪＩホワイト）、 

千葉 遥、大湊 来未（以上、ＮＯＨＥＪＩブルー） 
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● 第２５回県南地区総合ハンドボール大会 （１１月２～３日・野辺地町立体育館） 

（男子の部） 

   １回戦  ＪＯＣ青森県選抜  (２６－１７）  八戸高専 

         北里大学    （２４－１８）  海自八戸桜錨会 

        KITASATO KING   （１４－１１）  弘前大学 

        十和工ＧＢ    （１８－１４）  七戸高校 

   ２回戦  野辺地クラブ   （２３－１４） ＪＯＣ青森県選抜 

        北里大学     （２３－１６）  野辺地モンキーズ 

         海自八戸     （１７－１３）  KITASATO KING 

          十和田クラブ      (１５－  ７）  十和工ＧＢ 

     準決勝  野辺地クラブ      (２３－１３）  北里大学 

          十和田クラブ    (１８－１２）  海自八戸 

   ３位決定戦  北里大学      (２１－２０）  海自八戸 

決 勝    野辺地クラブ    (２６－１９）  十和田クラブ 

        ※野辺地クラブは１４年連続１９回目の優勝 

 

   （女子の部）リーグ戦 

          野辺地クラブ  （２４－ ７） 光星ＯＧ 

          野辺地クラブ  （１５－ ６） 三本木高校 

          野辺地クラブ  （１６－１０）北里大学 

          北里大学    （１０－ ８） 三本木高校 

          北里大学    （１２－ ７） 光星ＯＧ 

          三本木高校   （１３－ ４） 光星ＯＧ 

（順位）１位 野辺地クラブ、２位 北里大学、３位 三本木高校、４位 光星ＯＧ 

※野辺地クラブは８年連続１９回目の優勝 

 

 

  ● 第６３回青森県高等学校秋季ハンドボール選手権大会 

兼 第３７回全国高校選抜青森県第１次予選会 （１１月１６～１７日・野辺地町体、野辺地高） 

  （男子の部） 

     １回戦    青森南   ２４（１１－５、１３－１２）１７ 青森東 

                 野辺地   ２８（７－１０、１３－１０）（４－１）（４－１）２２ 青森山田 

     ２回戦   青森商業  ２６（１２－４、１４－７）１１  青森南 

          青森西   ２５（１４－７、１１－８）１５  青 森 

          青森中央  ３４（１６－３、１８－６）９   七 戸 

          野辺地   ２０（８－６、１２－１０）１６  三本木 

     準決勝  青森商業  ２０（１１－４、９－１１）１５  青森西 

          青森中央  ２１（ ４－６、１７－４）１０  野辺地 

     決 勝  青森商業  ２６（１５－５、１１－１１）１６ 青森中央 

            ※青森商業は３年振り２４回目の優勝 

 

    ＜３位決定戦＞ 

     予備選  青森南  ２３（１０－１３、１３－７）２０ 青 森 

          三本木  ３４（１３－１、 ２１－５）６  七 戸 

     決定戦  青森南  ３４（１６－８、１８－１０）１８ 野辺地 

          青森西  ２１（８－７、１０－１１）（０－１、３－１）２０ 三本木 

    ≪青森商業、青森中央、青森西、青森南の４校が、1月１１～１２日に六戸町総合体育館で開催され

る全国選抜大会青森県第２次予選会に出場する≫ 
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 （女子の部） 

     １回戦  野辺地   １５（７－４、   ８－８）１２ 青森南 

          青森商業  ２１（１１－３、１０－８）１１ 青森西 

          三本木   １４（８－８、   ６－３）１１ 青森東 

          青森中央  ３９（２２－３、１７－３）６   青 森 

     準決勝  青森商業  ２２（１２－５、１０－７）１２ 野辺地 

          青森中央  ２４（１１－４、１３－３）７  三本木 

     決 勝  青森中央  ３３（１９－８、１４－１２）２０ 青森商業 

         ≪青森中央は８年連続２１回目の優勝≫ 

 

    ＜３位決定戦＞ 

     予備戦  青森南  １９（１０－３、  ９－４）７  青森西 

          青 森  ２０（１１－９、  ９－７）１６ 青森東 

     決定戦  青森南  １３（５－２、   ８－５）７  三本木 

          野辺地  ３４（１７－５、１７－８）１３ 青 森 

    ≪青森中央、青森商業、野辺地、青森南の４校が、1月１１～１２日に六戸町総合体育館で開催され

る全国選抜大会青森県第２次予選会に出場する≫ 

 

 

● 第１８回青森県秋季中学校ハンドボール大会 （１１月２３日・野辺地町立体育館） 

  【男子決勝】（参加２チーム） 

        十和田ユース                       三本木高校 

ハンドボールクラブ ４４（２０－１０、２４－１４）２４  附属中学校 

        ※十和田ユースハンドボールクラブは３年連続３回目の優勝 

 

 

● 第４０回青森県秋季社会人ハンドボール選手権大会（１２月１４～１５日・十和田市総合体育センター） 

  【男子の部】青商クラブが３年連続１２回目の優勝 

   〈１回戦〉  十和田クラブ  ２５（１３－１５、 １２－８）２３  青森クラブ 

            弘前大学  ２６（１３－９、 １３－１２）２１  北里大学 

            海自八戸  ３２（１２－１１、２０－１２）２３  青森公立大学 

   〈２回戦〉   青商クラブ  ３６（２２－１３、１４－２０）３３  十和田クラブ 

        青森中央学院大学  ３０（１３－１０、１７－１２）２２  弘前大学 

         青森中央クラブ  ３２（１６－１３、１６－１２）２５  青森南クラブ 

          野辺地クラブ  ２８（１４－５、 １４－１９）２４  海自八戸 

   〈準決勝〉   青商クラブ  ２６（１４－１０、１２－１２）２２  青森中央学院大学 

          野辺地クラブ  ２９（１４－９、 １５－１１）２０  青森中央クラブ 

   〈決 勝〉   青商クラブ  ２７（１３－６、 １４－１５）２１  野辺地クラブ 

                   

  【女子の部】青森クラブＰｉｎｋが２年連続１１回目の優勝 

   〈１回戦〉 青森クラブＰｉｎｋ  ３３（１２－７、 ２１－４）１１  北里大学 

   〈準決勝〉 青森クラブＰｉｎｋ  ２７（１６－１１、１１－８）１９  野辺地クラブ 

            青森西クラブ  ２４（ ９－６、 １５－６）１２  弘前大学 

   〈決 勝〉 青森クラブＰｉｎｋ  ２８（１３－９、１５－１４）２３  青森西クラブ 

                 

※男女上位２チームが１月１８～１９日に青森市で開催される東北総合選手権大会に出場する。 
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● 第３７回全国高校選抜大会青森県第２次予選会 （平成２６年１月１１～１２日・六戸町総合体育館） 

  【男子リーグ戦】※ 青森商業高校が３年振り２０回目の優勝 

       青森商業  １７（９－８、  ８－６）１４  青森南 

       青森中央  ２６（１７－１０、９－９）１９  青森西 

       青森商業  ２５（１３－６、１２－８）１４  青森西 

       青森中央  １９（１１－４、８－１２）１６  青森南 

        青森南  １４（６－５、  ８－７）１２  青森西 

       青森商業  ２０（１２－６、８－１０）１６  青森中央 

 

       第１位：青森商業高校（３勝）    第２位：青森中央高校（２勝１敗）  

第３位：靑森南高校（１勝２敗）   第４位：青森西（３敗） 

 

  【女子リーグ戦】※ 青森中央高校が４年連続１７回目の優勝 

       青森中央  １８（９－２、   ９－２）４  青森南 

          野辺地  １７（８－７、  ９－９）１６  青森商業 

       青森中央  ３１（１３－１２、１８－６）１８  野辺地  

        青森南  １４（９－６、  ５－８）１４  青森商業 

        青森南  １３（６－５、  ７－６）１１  野辺地 

       青森中央  １５（８－４、  ７－６）１０  青森商業 

 

       第１位：青森中央高校（３勝）   第２位：青森南高校（１勝１敗１分） 

       第３位：野辺地高校（１勝２敗）  第４位：青森商業高校（２敗１分） 

 

   ※男女とも上位２チームが１月３０日～２月２日に花巻市で開催される東北高校選抜大会に出場する。 

 

 

 ● 第９回 春の全国中学生ハンドボール選手権大会青森県予選会 （１月１３日・野辺地町立体育館） 

  【男子の部】 

   （決 勝）  

十和田ユース                       県立三本木高校 

        ハンドボールクラブ  ２７（１１－１２、１６－６）１８  附属中学校 

   ※ 十和田ユースハンドボールクラブは２年連続２回目の優勝で、３月２５～２９日に富山県氷見市で

開催される全国大会に出場する。 

   ※ 女子は参加チームなし。 

 

 ● 第１５回 青森県小学生冬季ハンドボール大会 （２月１日・十和田市総合体育センター） 

   ≪１部≫  ３チーム総当たり戦 

       野辺地リトルガッツ ２８（１２－３、１６－２）５ 青森ハンドボールスポーツ少年団Ａ 

     十和田ジュニア 

      ハンドボールクラブＡ ２３（１８－２、 ５－７）９ 青森ハンドボールスポーツ少年団Ａ 

     十和田ジュニア 

      ハンドボールクラブＡ ２４（１２－８、１２－１１）１９ 野辺地リトルガッツ 

      

    〔順位〕第１位 十和田ジュニアハンドボールクラブＡ、 第２位 野辺地リトルガッツ、 

        第３位 青森ハンドボールスポーツ少年団Ａ 

         ※ 十和田ジュニアハンドボールクラブは５年連続６回目の優勝 

   【青森県ハンドボール協会優秀選手賞】 

      村上 元哉、本宿 宏樹、中野渡 祐太（以上、十和田）、 

菅本 空、金枝 健斗、遠島 大地（以上、野辺地）、 高山 航士（青森） 
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   【十和田市ハンドボール協会長賞】 

      木津 慎太郎、久保 匠光（以上、十和田）、中村 凱斗、木村 大世（以上、野辺地） 

      桝井 清晃、三浦 駿馬、蓼内 彰良（以上、青森） 

 

  ≪２部≫ ４チーム総当たり戦 

     ＮＯＨＥＪＩオレンジ １８（１０－１、８－０）１ 青森ハンドボールスポーツ少年団Ｂ 

   十和田ジュニア                     

    ハンドボールクラブ女子 １５（８－３、 ７－５）８ 十和田ジュニアハンドボールクラブＢ 

   十和田ジュニア 

    ハンドボールクラブ女子 １５（６－１、 ９－４）５ 青森ハンドボールスポーツ少年団Ｂ  

     ＮＯＨＥＪＩオレンジ １７（１１－１、６－１）２ 十和田ジュニアハンドボールクラブＢ 

     ＮＯＨＥＪＩオレンジ １２（４－２、８－５）７  十和田ジュニアハンドボールクラブ女子 

十和田ジュニア 

     ハンドボールクラブＢ １０（４－３、 ６－２）５ 青森ハンドボールスポーツ少年団Ｂ 

 

  〔順位〕第１位 ＮＯＨＥＪＩオレンジ、 第２位 十和田ジュニアハンドボールクラブ女子 

      第３位 十和田ジュニアハンドボールクラブＢ、第４位 青森ハンドボールスポーツ少年団Ｂ 

        ※ ＮＯＨＥＪＩオレンジは２年連続４回目の優勝 

 

   【青森県ハンドボール協会優秀選手賞】 

      沖津 雅、角鹿 珠梨、大湊 来未（以上、野辺地）、中野渡 瑞葵、森山 愛祐華、 

遠島 大地（以上、十和田女子）、小野寺 聖（十和田Ｂ）、川越 萌々音（青森） 

   【十和田市ハンドボール協会長賞】 

      千葉 遥（野辺地）、前田 萌々子（十和田女子）、角田 英貴、酒井 真和（以上、十和田Ｂ） 

      蓼内 琉豪、工藤 倖暖（以上、青森） 

 

  ≪低学年の部≫ ３チーム総当たり戦（オープン戦） 

      野辺地リトルガッツ １４（４－６、１０－６）１２ 十和田ジュニアハンドボールクラブ 

    十和田ジュニア 

      ハンドボールクラブ ２０（６－６、１４－１）７  青森ハンドボールスポーツ少年団Ｃ 

      野辺地リトルガッツ ２２（６－４、１６－１）５  青森ハンドボールスポーツ少年団Ｃ 

 

    〔結果〕野辺地リトルガッツ（２勝）、十和田ジュニアハンドボールクラブ（１勝１敗） 

        青森ハンドボールスポーツ少年団Ｃ（２敗） 

 

 

＜＜＜＜    東東東東                北北北北                大大大大                会会会会    ＞＞＞＞    

● 第４８回東北学生春季リーグ （５月１５～１９日・東根市民体育館） 

  【男子２部】 

弘前大● １７（ ５－９、  １２－９）１８ 宮城教育大 

    青森中央学院大● １８（ ７－１１、１１－１３）２４ 仙台大 

      青森公立大● ２５（１２－２２、１３－２０）４２ 岩手大 

        弘前大● １８（１１－８、  ７－１２）２０ 仙台大 

    青森中央学院大● ２４（１１－１６、１３－１２）２８ 岩手大 

      青森公立大● １９（９－１６、 １０－１４）３０ 宮城教育大 

    青森中央学院大○ ２６（１２－１０、 １４－９）１９ ●青森公立大 

        弘前大● ２０（１０－１４、１０－１９）３３ 岩手大 

    青森中央学院大○ ２１（ ９－１２、 １２－６）１８ ●弘前大 
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      青森公立大● １８（ ７－２０，１１－１６）３６ 仙台大 

        弘前大○ ２６（１１－１０、１５－１２）２２ ●青森公立大 

    青森中央学院大● １７（ ８－１０、  ９－９）１９ 宮城教育大 

   ※第１位 仙台大（５勝）、第2位 岩手大（４勝１敗）、第3位 宮城教育大（３勝２敗） 

第第第第4444位位位位    青森中央学院大青森中央学院大青森中央学院大青森中央学院大（（（（２２２２勝勝勝勝３３３３敗敗敗敗）、）、）、）、第第第第5555位位位位    弘前大弘前大弘前大弘前大（（（（１１１１勝勝勝勝４４４４敗敗敗敗）、）、）、）、第第第第6666位位位位    青森公立大青森公立大青森公立大青森公立大（（（（５５５５敗敗敗敗））））    

   （２・３部入れ替え戦） 

      青森公立大 １８（８－１３、１０－８）２１ 山形大  ＜＜＜＜青森公立大青森公立大青森公立大青森公立大はははは３３３３部部部部ＡＡＡＡへへへへ降格降格降格降格＞＞＞＞ 

 

● 第６６回東北高等学校ハンドボール選手権大会 （６月２１日～２３日・仙台市体育館、若林体育館） 

  ≪男子の部≫  

    １回戦  青森商業 ３６（１７－１６、１９－１７）３３ 仙台西（宮城） 

         青森東  ３０（１５－１２、１５－１２）２４ 山本学園（山形） 

    ２回戦  青森商業 １８（９－１７、  ９－１８）３５ 不来方（岩手） 

         青森東  ２９（１３－１７、１６－１３）３０ 聖光学院（福島） 

    ≪女子の部≫  

    １回戦  青森中央 ２５（１１－７、 １４－１４）２１ 羽後（秋田） 

         三本木  １３（９－１１、  ４－１５）２６ 大曲農業（秋田） 

    ２回戦  青森中央 ２２（１１－１８、１１－２０）３８ 聖和学園（宮城） 

 

   （参考）男子：１位（不来方）２位（聖和学園）３位（盛岡中央、聖光学院） 

       女子：１位（学法福島） ２位（聖和学園） ３位（盛岡白百合学園、日大山形） 

 

 

● 第３６回東北クラブハンドボール選手権大会 （６月２９日～３０日・花巻市総合体育館） 

  ≪男子の部≫ ※ 青商クラブが１０年ぶり４回目の優勝 

   ２回戦    野辺地クラブ ２３（１３－１６、１０－２２）３８  福島ＳＧクラブ 

        青商クラブ  ３７（１７－７、  ２０－６）１３  大宮クラブ（岩手） 

    準決勝   青商クラブ  ３４（１３－１９、 ２１－８）２７  学石クラブ（福島） 

    決 勝   青商クラブ  ２１（１１－８、 １０－１１）１９  上送（山形） 

≪女子の部≫ ※ 優勝は べにばなクラブ（山形） 

   準決勝  野辺地クラブ １７（７－１４、１０－１５）２９ ＨＣ秋田Ｗ 

 

 

● 第４２回東北中学校ハンドボール大会 （８月３日～５日・東根市民体育館） 

   ≪男子の部≫ 

   ２回戦  三本木高附属中 ２１（８－２１、１３－１４）３５ 矢巾中（岩手） 

 

 

                   

● 第４０回東北総合体育大会（ミニ国体）ハンドボール競技会（８月２４～２５日・東根市民体育館ほか） 

（成年男子）予選リーグ敗退 

        青 森 ２５（１４－１４、１１－２５）３９ 福 島 

        青 森 １８（１０－２５、 ８－２３）４８ 宮 城 

            ※ 1位（宮 城）、２位（岩 手）が国体出場権獲得。 

（成年女子）予選リーグ敗退 

        青 森 １７（１０－１８、７－２２）４０ 秋 田 

        青 森 １８（８－２０、１０－２２）４２ 宮 城 

            ※ １位（宮 城）、２位（福 島）が国体出場権獲得。 
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 （少年女子）予選リーグ敗退 

        青 森 ２６（９－１５、 １７－１５）３０ 山 形 

        青 森 ２４（１３－１２、１１－１８）３０ 福 島 

            ※ １位（岩 手）、２位（福 島）が国体出場権獲得。 

 （少年男子）予選リーグ敗退  ≪≪≪≪少年男子少年男子少年男子少年男子のみのみのみのみ    ８８８８月月月月３１３１３１３１日日日日～～～～９９９９月月月月１１１１日日日日・・・・尾花沢尾花沢尾花沢尾花沢文化体育施設文化体育施設文化体育施設文化体育施設≫≫≫≫ 

        青 森 ２１（１３－１７、  ８－２０）３７ 岩 手 

         青 森 ２８（１１－１４、１７－１５）２９ 山 形 

     ※ １位（岩 手）、２位（宮 城）が国体出場権獲得。 

 

 

● 第４８回東北学生秋季リーグ （９月７～８日・福島県川又町体育館） 

（９月１４～１５日・山形県東根市民体育館） 

  【男子２部】 

弘前大● ２４（９－１０、１５－１６）２６ 岩手大 

    青森中央学院大● １７（７－１０、１０－１０）２０ 宮城教育大 

        弘前大● １８（１１－１３、７－１０）２３ 東北学院大 

    青森中央学院大● １９（１２－１１、７－１２）２３ 岩手大 

    青森中央学院大● １１（４－１０、 ７－１４）２４ 東北学院大 

        弘前大● １８（１０－１２、８－１５）２７ 山形大 

    青森中央学院大○ １４（８－５、   ６－８）１３ ●弘前大 

    青森中央学院大△ １９（９－１１、 １０－８）１９ 山形大 

        弘前大● １８（８－１０、 １０－９）１９ 宮城教育大 

 

  ※１位 岩手大（４勝１敗）、2位 東北学院大（４勝１分１敗）、3位 宮城教育大（３勝１分１敗） 

４位 山形大（２勝１分１敗）、５５５５位位位位    青森中央学院大青森中央学院大青森中央学院大青森中央学院大（（（（１１１１勝勝勝勝１１１１分分分分３３３３敗敗敗敗）、）、）、）、６６６６位位位位    弘前大弘前大弘前大弘前大（（（（５５５５敗敗敗敗）））） 

 

   【男子３部Ａ】 

青森公立大○ ３３（１５－１５、 １８－８）２３ 盛岡大 

青森公立大○ ３３（１７－９， １６－１６）２５ 東北学院大工学部 

青森公立大● ２２（１１－１９、１１－１３）３２ 東北工業大 

※ 1位 東北工業大、２２２２位位位位    青森公立大青森公立大青森公立大青森公立大、３位 東北学院大工学部、４位 盛岡大 

※ 青森公立大の佐藤健郎が得点王。 

 

【２・３部Ａ 入れ替え戦】 

      弘前大 ２９（１１－７、１８－１１）１８ 東北工業大 ＜＜＜＜弘弘弘弘前大前大前大前大はははは２２２２部残留部残留部残留部残留＞＞＞＞ 

 

 

● 第２２回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ東北予選会 （９月７～８日・湯沢市総合体育館） 

 

  ≪男子の部・リーグ戦≫（上位３チームが全国大会出場） 

       青森県選抜  ２３（１１－１４、１２－２０）３４  宮城県選抜 

       青森県選抜  ２１（１２－１３、 ９－１８）３１  岩手県選抜 

       青森県選抜  ２２（１０－１３、 １２－９）２２  秋田県選抜 

     ≪参考≫ 岩手（２６－１９）秋田、宮城（３６－１４）秋田、岩手（３３－２４）宮城、 

  

   （順位）第１位 岩 手（３勝） 第２位 宮 城（２勝１敗） 第３位 青 森（２敗１分） 

       第４位 秋 田（２敗１分） 

    ※ 得失点差により青森が第３位で、１２月２４日から福島市で開催される全国大会出場権獲得。 

 



13 

 

  ≪青森県選抜≫ （監督）桜田 学、（コーチ）母良田 誠、藤林 健人 

    荒谷 聡志、中野渡 俊喜、繁在家 翔太、白山 江輔、内山 誠太（以上、三本木高附中） 

    山口 新、千葉 仁（以上、十和田東中）、佐々木 隆斗、気田 優樹、北川 竣一、三浦 大周、 

    母良田 嵩人、杉山 大河、伊豆田 祐介、中川原 悠斗（以上、甲東中）、中野渡 詞奏（三本木中） 

 

  ≪女子の部≫ 青森県は出場せず。第１位は岩手、第２位は宮城（以上２チームが全国大会出場）。 

 

 

● 第１１回 東北マスターズハンドボール大会 （１１月３０日～１２月１日・福島県国体記念体育館） 

  ≪予選Ａリーグ≫  

    七戸ユニオン（８－５）花巻桜雲会（岩手）、  七戸ユニオン（３－８）宮城マスターズ 

   七戸ユニオン（５－７）信夫クラブ（福島）、  七戸ユニオン（３－７）学石クラブ（福島） 

   七戸ユニオン（４－１１）盛岡ＦＵＷＡＫＵ、  七戸ユニオン（４－１２）湯沢クラブ（秋田） 

   ※１勝５敗で 第７位 

 ≪順位決定戦≫ 

   【１３―１４位 決定戦】 七戸ユニオン（７－１０）郡山クラブ（福島）  

 

 

● 第８回 東北ブロック小学生ハンドボール大会 （１２月７日～８日・宮城県大崎市） 

  ≪男子の部≫ 

    ＜予選リーグＣ組＞  野辺地リトルガッツ（６－１１）富谷ハンド少年団（宮城） 

               野辺地リトルガッツ（２０－６）仙台あおば少年団（宮城） 

                ※野辺地リトルガッツは決勝リーグ進出ならず 

    ＜交流戦＞    野辺地リトルガッツ（２１－１３）横手ハンド少年団（秋田） 

      （参 考）１位 郡山ハンド少年団、２位 本宮ハンド少年団、３位 尾花沢ハンド少年団 

 

  ≪女子の部≫ 野辺地リトルガッツが第３位 

        １回戦    野辺地リトルガッツ（２３－ ５）古川ハンド少年団（宮城） 

        準決勝    野辺地リトルガッツ（ ８－２９）東根ハンド少年団（山形） 

      ３位決定戦    野辺地リトルガッツ（１７－１１）尾花沢ハンド少年団（山形） 

      （参 考）１位 東根ハンド少年団、２位 郡山ハンド少年団、３位 野辺地リトルガッツ 

 

 

● 第５０回 東北総合ハンドボール選手権大会（１月１７～１９日・青森市マエダアリーナ） 

  【男子の部】 

    １回戦   野辺地クラブ  ２４（１１－１１、１３－１２）２３ 山形新球会 

    ２回戦   野辺地クラブ  ２７（１７－１５、１０－１７）３２ 福島ＳＧクラブ 

          青商クラブ   ２８（１４－１２、９－１１）（１－３、４－３）２９ ＨＣ秋田 

    （参 考）優勝 不来方高校（岩手）、 2位 ＨＣ岩手、 3位 福島ＳＧクラブ、ＨＣ秋田 

 

  【女子の部】 

    １回戦   青森西クラブ  １８（９－１６、 ９－１２）２８ ＨＣ秋田Ｗ 

    ２回戦  青森クラブＰｉｎｋ ２１（１２－１３、 ９－５）１８ べにばなクラブ（山形） 

    準決勝  青森クラブＰｉｎｋ １９（１１－１９、８－１８）３７ 富士大学（岩手） 

   （参 考）優勝 聖和学園（宮城）、 2位 富士大学、 3位 不来方高校、青森クラブＰｉｎｋ 
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● 第３７回東北高校選抜大会（全国高校選抜大会東北予選会）（１月３０日～２月２日・花巻市総合体育館） 

 

 【男子の部】 

    ≪各県第1代表予選リーグ≫ 

     １組  青森商業 １５（６－１９、  ９－１１）３０ 不来方（岩手） 

         青森商業 ２５（１４－１３、１１－１６）２９ 東根工業（山形） 

     〔順位〕 １組  1位 不来方、２位 東根工業、３位 青森商業 

          ２組    1位 学法石川、２位 聖和学園、３位 湯沢 

 

    ≪各県第２代表トーナメント≫ 

      １回戦  青森中央 １７（９－１７、８－１９）３６ 盛岡南（岩手） 

 

    ≪第３代表決定トーナメント≫ 

      １回戦  青森商業 １４（５－１３、 ９－１３）２６ 聖和学園（宮城） 

      決定戦  聖和学園 ２７（１４－１０、１３－９）１９ 東根工業 

 

    ≪第４代表決定戦≫  盛岡南 ２４（１３－５、 １１－１０）１５ 東根工業    

 

≪第1・２代表決定戦≫  不来方 ２８（１５－１２、１３－１２）２４ 学法石川（福島） 

               ※不来方は５年連続１５回目の優勝 

   〔参 考〕１位 不来方、２位 学法石川、３位 聖和学園、４位 盛岡南。 

以上４校が、３月２５日から愛知県豊田市で開催される全国選抜大会に出場する。 

 

 【女子の部】 

     ≪各県第1代表予選リーグ≫ 

      ２組  青森中央 １８（１０－１２、８－１０）２２ 郡山東（福島） 

          青森中央 １６（７－２３、 ９－２０）４３ 大曲農業（秋田） 

      〔順位〕 １組  １位 聖和学園、２位 不来方、３位 日大山形 

           ２組  １位 大曲農業、２位 郡山東、３位 青森中央 

 

    ≪各県第２代表トーナメント≫ 

       １回戦  青森南  ４（２－８、２－１３）２１ 湯 沢（秋田） 

 

 

     ≪第３代表決定トーナメント≫ 

       １回戦  青森中央 １３（６－１５、７－１６）３１ 不来方（岩手） 

       決定戦  不来方  １５（９－１１、 ６－３）１４ 郡山東 

 

 

     ≪第４代表決定戦≫  湯   沢  ２７(１４－７、  １３－９）１６ 郡山東 

 

    ≪第1・２代表決定戦≫  聖和学園 ２５(１２－１３、１３－１１）２４ 大曲農業 

                ※聖和学園は７年振り８回目の優勝 

 

〔参 考〕１位 聖和学園、２位 大曲農業、３位 不来方、４位 湯 沢。 

以上４校が、３月２５日から愛知県豊田市で開催される全国選抜大会に出場する。 
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＜＜＜＜    全全全全                国国国国                大大大大                会会会会    ＞＞＞＞    

● 平成２４年度 第８回春の全国中学生ハンドボール選手権大会（３月２４日～２７日：富山県氷見市） 

 ≪男子の部≫ 

  （１回戦 ） 

十和田ユースハンドボールクラブ ２９（１１－１２、１８－２２）３４ 東久留米西（東京都） 

     ※ 十和田ユースＨＣは惜敗。なお、本県女子は出場していません。 

 

● 第３３回全国クラブハンドボール選手権大会東地区大会（７月２０～２１日・福島県本宮市総合体育館） 

  ≪男子の部≫ 

   １回戦   野辺地クラブ ２６（７－１７、１９－１８）３５ 渡辺組（神奈川） 

☆ 渡辺組が優勝 

 

  ≪女子の部≫ 

   １回戦   野辺地クラブ ２０（８－１６、１２－１２）２８ 日吉台クラブ（千葉） 

☆ シャトレーゼＨＣ（山梨）が優勝 

 

● 平成25年度全国高等学校総合体育大会  

兼 高松宮記念杯第６４回全日本高等学校ハンドボール選手権大会  

                  （７月３０日～８月４日・佐賀県神埼市、小城市、ほか） 

   ≪男子の部≫ 

    １回戦   青森東高校  １１（７－２３、４－２５）４８ 岩国工業高校（山口県） 

 

   ≪女子の部≫ 

    １回戦   青森中央高校 ２０（９－１９、１１－２４）４３ 四天王寺高校（大阪府） 

 

  <参 考> 男子優勝：興南（沖縄）、２位：愛知（愛知）、３位：藤代紫水（茨城）、北陸（福井） 

       女子優勝：高松商業（香川）、２位：四天王寺（大阪）、３位：大分（大分）、洛北（京都） 

 

● 第４８回全国高等専門学校体育大会 

  第４０回全国高等専門学校ハンドボール選手権大会 （８月１７～１８日・十和田市総合体育センター） 

  ≪予選リーグ≫ 

   （第３ブロック） 

        八戸高専 ２３（１０－３、 １３－８）１１ 東京高専 

        八戸高専 １８（６－１２、１２－１６）２８ 石川高専 

        ※ 八戸高専は第２位で決勝トーナメント進出ならず。 

 

      <参 考> 優 勝：徳山高専、第２位：函館高専、第３位：大阪府大高専、石川高専 

 

● 第２２回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ２０１３ハンドボール大会 

             （１２月２３日～２６日・福島市あづま総合体育館、福島県国体記念体育館） 

  ≪男子の部・予選リーグ≫ 

      青森選抜 １９（４－１７、１５－２２）３９ 東京選抜 

      青森選抜 １５（６－１６、 ９－１６）３２ 大分選抜 

 

      ※初出場の青森選抜は健闘したが、決勝トーナメント出場ならず。 

 

      <参 考>  優 勝：茨城選抜、第２位：大分選抜、第３位：鹿児島選抜、沖縄選抜 
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平成２５年度青森県ハンドボール協会各賞受賞者 

☆ 日本ハンドボール協会表彰 （平成２４年度）   倉 本   貢    氏（前青森県協会顧問） 

☆ 日本ハンドボール協会創立７５周年表彰        田 島 政 義 氏（青森県協会副会長） 

                           諏 訪 正 徳 氏（   〃    ） 

☆ 青森県体育協会優秀選手賞 

  青商クラブ （第３５回東北ハンドボール選手権大会優勝） 

  〔阿部 涼、 木村 卓哉、 木村 雄太、 木村 光希、 保村 崇有、 奥崎 健人、 長内 淳、  

津島 智之、 藤本 翔大、 木村 敦、 三國 直人、 神 諒多、 安田 光太、 木明 大地、 

今 博司、 安藤 彰宏 〕 

 

☆ 青森県体育協会スポーツ奨励賞 

  （一般） 十文字 元気（野辺地クラブ）  葛西 光希（青森西クラブ） 

  （高校） 山田 充高（青森東高校）  横内 風香（青森中央高校） 

 

☆ 青森県高体連賞 

  （男子） 後藤 健汰（青森東高校）   嶋 和紀（三本木高校） 

  （女子） 白鳥 美月（青森中央高校）  佐藤 真子（青森中央高校） 

 

☆ 青森県ハンドボール協会ベストセブン賞 

  （成年男子） 滝沢 光之助、瀧澤 奨、十文字 元気（以上野辺地クラブ） 

 木村 敦、木村卓哉、藤本 翔大、保村 崇有（以上青商クラブ） 

  （成年女子） 森宗 咲衣（弘前大学） 佐々木 歩、大山 紗季（以上野辺地クラブ） 

 蒔苗 よしみ、新岡 舞（以上青森クラブPink） 

        葛西 光希、最上 美羽（以上青森西クラブ） 

  （高校男子） 堀内 慶太、平山 大河、大屋 航平（以上青森商） 田澤 将那（野辺地） 

        山田 充高（青森東）、山口 祐弐、沼山 翼（以上三本木） 

  （高校女子） 横内 風香、佐藤 真子、白鳥 美月、櫛引 有菜、越野 華菜子、成田 彩華、 

 高坂 楓（以上青森中央） 

 

☆ 青森県高体連専門部部長賞 

  （男子） 工藤 岬、福田 尚輝、山本 緑（以上青森東）、木立 颯、長崎 孟（以上青森）、 

坪 大夢（野辺地）、中西 滉平、山口 勝太、三浦 涼（以上青森山田）、 

浜田 啓佑、荒木 育弥、久保田亮翔（以上三本木）、須藤 佳祐、木田 孝平（以上青森商） 

  （女子） 吉崎 愛（青森中央）、五十嵐はるか（野辺地）、後沢 礼奈、久慈 美咲、櫻田 千晶、 

      竹ヶ原 愛、盛田風々子、羽吉佳奈子、赤沼日向子（以上三本木） 

 

☆ 青森県高体連専門部奨励賞 

  （男子） 瀧口 功大、三浦 光陽、菅原 慎哉（以上三本木）、桑田 大亮、田中 一真（以上青森西） 

横山 航典、唐牛 利和（以上青森東）、原田 一織、羽賀 大樹、玉井 柊（以上青森商） 

菊池 湧人（野辺地） 

（女子） 赤平 千紘、横山 梨帆、天内 里菜、柳谷 愛麗（以上青森西）、濱野 輝（青森） 

    飯田 佳怜、正立 捺貴（以上青森東） 

 

☆ 青森県社会人連盟賞 

  （男子） 天間 晧太（十和田クラブ）     （女子） 久保田 美希（野辺地クラブ） 


