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２０１４（平成２６）年 度  各 種 大 会 記 録  

＜ 県    内    大    会 ＞ 

● 第３７回東北クラブ選手権大会青森県予選会 （４月６日・野辺地町立体育館） 
  ※男子の青商クラブのみのエントリーで大会は中止。青商クラブが東北大会に出場する。 

 

● 第１９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（４月６日・野辺地町立体育館） 

  ※男女ともエントリーチームなしで中止。 

 

● 第４１回青森県春季社会人ハンドボール選手権大会 （４月１２～１３日・野辺地町立体育館） 

  （男子の部） 

    １回戦   青森中央クラブ  ３３（１１－１４、２２－１２）２６ 海自八戸 

    ２回戦   野辺地クラブ   ３５（１６－１０、１９－２１）３１ 青森中央学院大学 

          十和田クラブ   ２８（１６－ ８、１２－１３）２１ 青森クラブ 

青森公立大学   ３１（１４－ ８、１７－１２）２０ 十和工ゲットバッカーズ 

          青商クラブ    ３２（１６－１４、１６－１０）２４ 青森中央クラブ 

    準決勝   青商クラブ    ３７（１７－１０、２０－１４）２４ 十和田クラブ 

          野辺地クラブ   ３９（１７－１０、２２－ ８）１８ 青森公立大学 

    決 勝   青商クラブ    ２７（１６－１３、１１－１３）２６ 野辺地クラブ 

         ※ 青商クラブは４年連続１８回目の優勝 

  （女子の部）３チームリーグ戦 

         青森クラブＰｉｎｋ １５（ ８－９、  ７－６）１５ 野辺地クラブ 

         野辺地クラブ    ２８（１６－１０、１２－８）１８ 青森西クラブ 

         青森クラブＰｉｎｋ ３２（１６－９、 １６－９）１８ 青森西クラブ 

      〔順位〕1位 青森クラブＰｉｎｋ、２位 野辺地クラブ、３位 青森西クラブ 

※ 青森クラブＰｉｎｋ は３年連続１２回目の優勝 

 

● 第６４回青森県高等学校春季ハンドボール選手権大会（４月２６～２７日・野辺地町立体育館ほか） 

   （男子の部） 

     １回戦  三本木   ２６（９－５、１０－１４）（４－０、３－１）２０ 野辺地 

     ２回戦  青森山田  ２７（７－６、１３－１４）（４－２、３－３）２５ 青森西 

          青  森   ２３（８－７、 １５－１０）１７ 青森南 

          青森中央  ２７（１４－１２、１３－９）２１ 青森東 

          青森商業  １２（７－４、   ５－５）９  三本木 

          準決勝  青森商業  ２０（７－５、  １３－９）１４ 青森山田 

          青森中央  ３０（１１－１０、１４－１５）（２－１、３－２）２８ 青 森 

          決  勝    青森商業  ２６（１４－１０、１２－９）１９ 青森中央 

          ※ 青森商業高校は３年振り２３回目の優勝 

   （女子の部） 

     １回戦  青森中央  ３３（１９－８、１４－１４）２２ 青 森 

          三本木   １３（ ８－６、  ５－６）１２ 青森商業 

          野辺地   １７（ ６－７、 １１－８）１５ 青森東 

          青森西   １５（ ８－６、  ７－７）１３ 青森南 

     準決勝  青森中央  ３３（１７－８、 １６－８）１６ 三本木 

          青森西   ２０（ ８－５、 １２－７）１２ 野辺地 

     決 勝  青森中央  ３２（１５－６、 １７－４）１０ 青森西 

             ※ 青森中央高校は６年連続１８回目の優勝 
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● 第２回青森県中学生春季ハンドボール大会 （５月２４日・十和田市総合体育センター） 

   ≪男子の部≫ ３チームリーグ戦 

三本木高附属中 ２７（１１－９、１６－１１）２０ 野辺地中学校 

           十和田ユースＨＣ ３１（１６－６、 １５－ ４）１０ 野辺地中学校 

十和田ユースＨＣ ３７（１５－７、 ２２－ ９）１６ 三本木高附属中 

〔順位〕1位 十和田ユースＨＣ、２位 三本木高附属中、３位 野辺地中学校 

    ※ 十和田ユースハンドボールクラブが２年連続２回目の優勝 

    ※ 競技力向上のために昨年度新設した大会で、９月のＪＯＣジュニアオリンピック東北大会に 

出場する青森県選抜チームの選手選考を兼ねています。 

 

● 第６７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７～９日・野辺地町体、野辺地高校） 

 （男子の部） 

   １回戦   青森南   ２４（１３－８、  １１－８）１６  青森西 

          三本木   ６２（３２－０、  ３０－３） ３  八戸高専 

          青森東   ４１（２０－６、 ２１－１０）１６  七 戸 

   ２回戦    青森商業  ２８（１５－１４、 １３－８）２２  三本木 

         青 森   ３８（１３－１０、２５－１１）２１  野辺地 

         青森南   ２１（１３－１０、  ８－８）１８  青森山田 

         青森中央  ３８（１７－８、 ２１－１６）２４  青森東 

   準決勝   青森商業  ２８（１１－９、 １７－１０）１９  青 森 

         青森南   ２５（１２－１０、１３－１０）２０  青森中央 

   決 勝   青森商業  ２５（１４－９、  １１－７）１６  青森南 

※ 青森商業高校は３年振り２５回目の優勝 

 

   （女子の部） 

     １回戦   青森中央  ２２（ ９－７、  １３－８）１５  青森商業 

           青森南   ２９（１４－７、 １５－１２）１９  野辺地 

           三本木   ３３（１７－１０、１６－１２）２２  青 森 

           青森西   ２２（１１－３、 １１－１２）１５  青森東 

     準決勝   青森中央  １７（ ６－５、  １１－９）１４  青森南 

           青森西   １５（ ８－７、   ７－４）１１   三本木 

     決 勝   青森中央  ３３（１３－１１、２０－１４）２５  青森西 

 ※ 青森中央高校は６年連続２１回目の優勝 

 

● 第３回青森市民総合ハンドボール大会 （６月１５日・青森東高校体育館） 

 

 （男子の部）リーグ戦 

          青森クラブ   ３４（１７－１４、 １７－１４）２８  青森公立大学 

     青森中央学院大学  ４１（２３－１３、 １８－１９）３２  青森公立大学 

        青森クラブ  ２９（１２－１４、 １７－１４）２８  青森中央学院大学 

          

         〔順位〕第１位 青森クラブ、 第２位 青森中央学院大学、 第３位 青森公立大学 

       

（女子の部）実施せず。 
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● 第６９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５日～６日・野辺地町体） 

（男子の部） 

  １回戦  青森中央学院大学   ２７（１３－１０、１４－１２）２２  弘前大学 

  ２回戦  野辺地クラブ    ４４（１８－１２、２６－１３）２５  海自八戸 

        青森クラブ     ４０（１８－１２、２２－１２）２４  青森公立大学 

        北里大学      ２９（１５－８、  １４－９）１７  十和田クラブ 

        青商クラブ     ３７（１５－１２、２２－１２）２４  青森中央学院大学 

準決勝  青商クラブ     ３９（２１－１１、１８－１２）２３  青森クラブ 

野辺地クラブ    ３４（１８－１０、１６－１７）２７  北里大学 

  決  勝  青商クラブ     ２４（１０－１３、１４－１０）２３  野辺地クラブ 

         

（女子の部） 

  準決勝  青森クラブＰｉｎｋ  ４７（２１－７、   ２６－３）１０  北里大学 

        野辺地クラブ    ３２（１６－１０、１６－１７）２７   青森西クラブ 

  決 勝  野辺地クラブ       ２９（１６－８、 １３－１２）２０  青森クラブＰｉｎｋ 

 

    ※ 男女とも選抜チームを編成して東北予選会（東北総体）に出場する。 

 

● 第６９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１２日～１３日・野辺地高校、野辺地町体） 

（男子の部） 

   １回戦  野辺地Ａ   ２６（１４－１、  １２－６）７   七 戸 

        青森中央Ｂ  ２６（１６－４、  １０－８）１２  青森山田 

        青森中央Ａ  ２２（１１－３、  １１－８）１１  野辺地Ｂ 

        青森東Ａ   ２５（１３－５、  １２－５）１０  青 森 

        青森商業Ｂ  ２１（７－３、   １４－８）１１  青森西 

        三本木    ２７（１３－９、  １４－３）１２  青森東Ｂ 

   ２回戦  野辺地Ａ     １８（８－４、   １０－５）９    青森商業Ａ 

        青森商業Ｂ  ２１（１１－１１、１０－４）１５  青森中央Ａ 

        青森東Ａ   ２６（9－9、11－11）(3－3、1－1)(２-7MTC-１)２５   三本木 

        青森中央Ｂ  １７（７－１１、  １０－５）１６  青森南 

   準決勝  青森商業Ｂ  ３８（１８－７、 ２０－１０）１７ 野辺地Ａ 

        青森中央Ｂ  １９（９－１０、   １０－７）１７  青森東Ａ 

   決 勝  青森商業Ｂ  ２２（１１－１０、 １１－９）１９  青森中央Ｂ 

 

（女子の部） 

   １回戦  青森商業Ｂ  １２（５－０、   ７－７）７   青森東 

        野辺地    １５（８－４、   ７－５）９   青森西Ｂ 

        青森中央Ｂ  ２０（１１－４、  ９－４）８   青 森 

   ２回戦  青森中央Ａ  ２１（１０－２、１１－５）７   青森商業Ｂ 

       野辺地 ２２（１１－９、１１－４）１３ 三本木 

        青森商業Ａ  １５（６－３、    ９－５）８  青森南 

        青森西Ａ   ２１（８－７、  １３－６）１３ 青森中央Ｂ 

 

   準決勝    青森中央Ａ  ３３（１５－９、１８－８）１７   野辺地 

        青森西Ａ   ２０（９－８、 １１－８）１６  青森商業Ａ 

   決 勝  青森中央Ａ  ２５（１３－６、１２－８）１４  青森西Ａ 

 



- 4 - 
 

● 西村祐蔵杯記念杯 第３５回青森県中学校ハンドボール大会  

兼 第４３回東北中学校ハンドボール大会青森県予選会  （７月２０日・野辺地町立体育館） 

（男子の部）リーグ戦 

     甲東中学校 ３６（１６－１、 ２０－７）８  野辺地中学校 

   三本木高附属中 ２９（１４－８、１５－１７）２５ 野辺地中学校 

     甲東中学校 ３７（１９－６、１８－１０）１６ 三本木高附属中 

 

  〔順位〕第1位 十和田市立甲東中学校  第２位 青森県立三本木高校附属中学校 

      第3位 野辺地町立野辺地中学校 

 

（女子の部） 野辺地中学校のみエントリー 

 

 ※ 男子の甲東中、三本木高附属中、女子の野辺地中が、８／５～７に福島県石川町で開催される 

第４３回東北中学校大会に出場する。 

 

 ● 第２０回青森県小学生ハンドボール大会（８月３日・野辺地町立体育館） 

≪１部≫ （４年生以上の男女、男女混合可） 

〔予 選〕 

          野辺地リトルガッツ   （ ７ ― ０） 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Ａ  （１０―６）   青森ハンドボールスポーツ少年団Ａ 

  〔準決勝〕 

   青森ハンドボールスポーツ少年団Ａ  （１１―９） 野辺地リトルガッツ 

十和田ジュニアハンドボールクラブＡ  （２３―３） 十和田ジュニアハンドボールクラブＢ 

〔決  勝〕 

     十和田ジュニアハンドボールクラブＡ  （９―６） 青森ハンドボールスポーツ少年団Ａ 

 

  第１位 十和田ジュニアハンドボールクラブＡ（２年振り５回目の優勝） 

第２位 青森ハンドボールスポーツ少年団Ａ 

第３位 野辺地リトルガッツ、 十和田ジュニアハンドボールクラブＢ 

    

 【優秀選手賞】 

    小野寺 光、北川 皓基、小野寺 聖（十和田ジュニアハンドボールクラブＡ） 

天内 孝輔、高山 航士 （青森ハンドボールスポーツ少年団Ａ） 

    中村 凱斗（野辺地リトルガッツ）、 三上 大河（十和田ジュニアハンドボールクラブＢ） 

 

≪２部≫ （女子または４年生男子、男女混合可） 

  〔予  選〕 

           ＮＯＨＥＪＩオレンジ  (８―５） 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 （６―０） 野辺地リトルガッツ 

〔準決勝〕 

            野辺地リトルガッツ （１６―３） ＮＯＨＥＪＩオレンジ 

十和田ジュニアハンドボールクラブ女子 （１１―３） 青森ハンドボールスポーツ少年団Ｂ 

 〔決  勝〕 

十和田ジュニアハンドボールクラブ女子 （１２―４） 野辺地リトルガッツ 

 

  第１位 十和田ジュニアハンドボールクラブ女子（初優勝） 

第２位 野辺地リトルガッツ 

第３位 ＮＯＨＥＪＩオレンジ、 青森ハンドボールスポーツ少年団Ｂ 
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【優秀選手賞】 

    森山 愛祐華、櫻田 舜美、岩城 百映（十和田ジュニアハンドボールクラブ女子） 

    滝沢 望夢、原田 莉乃（野辺地リトルガッツ）、角鹿 瑠莉（ＮＯＨＥＪＩオレンジ） 

    豊島 瑠子（青森ハンドボールスポーツ少年団Ｂ） 

 

≪参 考≫ ３年生以下 

野辺地リトルガッツ （ １１ ― ０） 十和田ジュニアＨＣ＋ＮＯＨＥＪＩオレンジ 

野辺地リトルガッツ＋ＮＯＨＥＪＩオレンジ  (  ９―  ３）  十和田ジュニアＨＣ 

  

 ● 第１５回青森県ビーチハンドボール大会 

兼 東北ビーチハンドボール大会     （７月２７日・野辺地町十府ヶ浦海水浴場） 

 【一般男子の部】 

  （１回戦） 新野高    ２（１１－２・５－１１）１ 三本木高Ｃ 

        海自八戸   ２（１３－６・ ８－９）１ はばたけ陽亮 

        三本木高Ａ  ２（１１－９・１４－３）０ めげるな矢野 

        三本木高Ｂ  ２（１１－９・１４－３）１ ＭＡＴＳＵＣＨＵ 

  （準決勝）  野辺地クラブ ２（１４－１５・１７－１０）１ ＭＡＴＳＵＣＨＵ 

                           ｼｮｯﾄｱｳﾄ ２－１ 

         三本木高Ｂ  ２（１５－１２・１４－１１）０ 三本木高Ａ 

            

（決 勝） 悪天候のため中止。三本木高校Ｂの優勝とする。 

   

 【一般女子の部】 優勝・弘前大学 （悪天候のため中止） 

                弘前大学 １勝、 野辺地クラブ １勝、 野辺地中 ２敗 

           

【小学生の部】 

         野辺地リトルガッツＡ ２勝１敗、  野辺地リトルガッツＢ １勝２敗 

         

 ● 第８回青森県マスターズハンドボール大会 （９月１４日・野辺地町立体育館） 

   【男子の部】（１５分ゲーム） 

          海自桜錨会八戸（ １１ －５  ）七戸ユニオン 

       野辺地あマサレターズ（ １１ －９  ）七戸ユニオン 

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

 

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

第3位 七戸ユニオン(2敗) 

                      ※海自桜錨会八戸は２年連続２回目の優勝 

 

   【女子の部】（１５分×２回） 

          野辺地マミーズ （５－３） ＭＫＣ 

             ＭＫＣ  （６－３） 野辺地マミーズ  

        優勝 ＭＫＣ（２年振り３回目の優勝）、第２位 野辺地マミーズ（得失点差による） 
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● 第６４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１３～１５日・青森商業高校）（女子：９月１３～１４日・青森中央高校） 

【男子の部】総当たりリーグ戦 

   青森南（１６－１０）青森西、青山田（２１－２０）青森東、青 森（１９－１４）青商業 

青森東（２５－１９）青森西、青山田（２３－１５）青 森、青森南（１９－１７）青中央 

   青中央（３４－１９）青商業、青森南（２７－１３）青森東、青中央（２９－１７）青 森 

   青森西（２４－２２）青山田、青森東（２１－１９）青商業、青森南（２０－１４）青 森 

   青中央（２８－１７）青森西、青山田（３７－２４）青商業、青 森（１８－１３）青森東  

   青中央（３９－２４）青山田、青森南（３２－１６）青商業、青森西（２１－１７）青 森 

   青森東（２４－２１）青中央、青森南（３９－１７）青山田、青商業（２０－１９）青森西 

 

〔順位〕１位 青森南（６勝０敗） ２位 青森中央（４勝２敗） ３位 青森東（３勝３敗） 

       ４位 青山田（３勝３敗）  ５位 青森西（２勝４敗）  ６位 青 森（２勝４敗）  

７位 青森商業（１勝５敗） ＜３・４位、５・６位は得失点差による＞ 

 【女子の部】 

  ＜予選リーグＡブロック＞  

青中央（２３－７）青森西、青森西（４１－３３）青森東、青中央（３７－１０）青森東 

1位   青中央、 ２位 青森西、 ３位 青森東 

  ＜予選リーグＢブロック＞  

青森商（２１－１２）青 森、青森南（２９－９）青 森、青森南（２３－１６）青森商 

１位 青森南、 ２位 青森商業、 ３位 青森 

    ＜５・６位決定戦＞  青森東 ２２(１１－６、  １１－９)１５ 青 森 

    ＜準 決 勝＞    青森中央 ２５(１４－１、１１－１１)１２  青森商 

青森南 ２６(１５－３、１１－１３)１６ 青森西 

    ＜３位決定戦＞     青森商  ２５(１０－８、１５－１１)１９ 青森西 

    ＜決   勝＞      青森南  ２１(１０－９、  １１－９)１８ 青森中央 

 

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

 

● 第６４回青森県高等学校秋季ハンドボール南部地区大会  

  兼第１１回六戸町長杯ハンドボール大会         （９月１５日・六戸町総合体育館） 

    【女子の部】 

        三本木 ３１（１５－１１、１６－１３）２４ 野辺地 

    【男子の部】 

        三本木 ４５（１８－ ６、２７－１４）２０ 野辺地 

  

● 第６４回青森県高等学校秋季ハンドボール選手権大会兼第３８回全国高校選抜青森県第１次予選会 

 （１１月１５～１６日・野辺地町体、野辺地高） 

 (男子の部） 三本木高校が２年振り３回目の優勝 

     １回戦     青森東   ２７（１４－ ２、  １３－５）７    八戸高専 

野辺地  ２０（７－ ５、   １３－７）１２  青森商業 

     ２回戦    青森南  ３０（１６－ ８、  １４－７）１５   青森東 

          青森山田  ２３（１０－１０、１３－１２）２２   青 森 

           青森西  １６（９－ ５、      ７－ ５）１０   青森中央 

           三本木  ３２（１３－７、    １９－８）１５   野辺地 

     準決勝   青森南  １７（  ７－３、    １０－２）５     青森山田 

           三本木  ２６（１５－４、    １１－７）１１   青森西 

     決 勝   三本木  ２４（１３－７、  １１－１１）１８   青森南 
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    ＜３・４位決定戦＞ 

     予備選  青 森  １６（９－８、     ７－４）１２ 青森東 

          青森中央 １９（７－７、 １２－１０）１７ 野辺地 

     決定戦  青森西  １８（７－５、 １１－１１）１６ 青 森 

          青森中央 ２９（１６－８、１３－１２）２０ 青森山田 

 

    ≪三本木、青森南、青森西、青森中央の４校が、1２月２６～２７日に十和田市総合体育センター 

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≫ 

    

 （女子の部） 青森中央高校が９年連続２２回目の優勝 

     １回戦  青森南   ２１（１６－５、 ５－７）１２ 三本木 

          青森商業  １５（６－８、４－２）（３－１、２－１）１２ 青 森 

          青森中央  ２６（１３－４、１３－９）１３ 青森西 

          野辺地   ２１（１１－６、１０－７）１３ 青森東 

 

     準決勝  青森南   １９（８－６、  １１－４）１０ 青森商業 

          青森中央  ２１（８－２、  １３－１）３  野辺地 

     決 勝  青森中央  １８（１０－６、  ８－４）１０ 青森南 

           

    ＜３・４位決定戦＞ 

     予備戦  三本木  １９（８－３、  １１－４）７  青 森 

          青森西  ２２（１４－７、８－１０）１７ 青森東 

     決定戦  三本木  １８（７－７、７－７）（３－０、１－２）１６ 野辺地 

          青森商業 １２（９－４、    ３－５）９ 青森西 

 

    ≪青森中央、青森南、青森商業、三本木の４校が、1２月２６～２７日に十和田市総合体育センター

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１４回青森県秋季中学校ハンドボール大会 （１１月２２日・野辺地町立体育館） 

 【男子の部】三本木高校附属中学校のみの参加申込みで、三本木高校附属中学校の優勝とする。 

        ※三本木高校附属中学校は５年振り３回目の優勝。 

        ※女子は参加チームなし。 

 

● 第４１回青森県秋季社会人ハンドボール選手権大会（１２月１３～１４日・野辺地町立体育館） 

 

  【男子の部】鼠クラブが初優勝 

    〈１回戦〉 十和工ＧＢ   ２８（１５－ ７、１３－１５）２２  海自八戸 

          青森公立大学  ３０（１４－１３、１６－１６）２９  弘前大学 

            

    〈２回戦〉  青商クラブ  ３９（１６－ ７、２３－ ４）１１  十和工ＧＢ 

           鼠クラブ   ３９（１９－ ５、２０－ ７）１２  北里大学 

         青森中央学院大学 ２１（１１－ ６、１０－ ９）１５  青森クラブ 

          野辺地クラブ  ３５（１８－１７、１７－１１）２８  青森公立大学 

 

    〈準決勝〉  鼠クラブ   ２４（１０－１０、１４－１０）２０  青商クラブ 

          野辺地クラブ  ２５（１４－ ８、１１－１１）１９  青森中央学院大学 

    〈決 勝〉  鼠クラブ   ３０（１３－ ７、１７－１１）１８  野辺地クラブ 
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【女子の部】  野辺地クラブが３年振り４回目の優勝 

    〈準決勝〉   野辺地クラブ ２６（１３－ ４、１３－ ４）８  北里大学 

         青森クラブＰｉｎｋ ２８（１２－１１、１６－ ６）１７ 青森西クラブ 

            

    〈決 勝〉   野辺地クラブ ２８（１４－ ８、１４－ ７）１５ 青森クラブＰｉｎｋ 

                 

● 第３８回全国高校選抜大会青森県第２次予選会 （１２月２６～２７日・十和田市総合体育センター） 

 【男子リーグ戦】 三本木高校が３年振り４回目の優勝 

           三本木   ４１（２４－６、 １７－１０）１６ 青森中央 

           青森南   １４（ ７－７、   ７－６）１３ 青森西 

           三本木   ３４（１６－１１、１８－１０）２１ 青森西 

           青森中央  １５（ ８－７、   ７－７）１４ 青森南 

           青森中央  １８（ ８－８、  １０－６）１４ 青森西 

           三本木   ２２（１２－８、  １０－８）１６ 青森南 

 

        (順位)  第1位：三本木高校（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５年連続１８回目の優勝 

          青森中央  １９（１１－６、 ８－６）１２  三本木 

            青森南   １２（ ５－３、 ７－７）１０  青森商業 

          青森中央  ２３（ ９－７、１４－７）１４   青森商業 

          青森南   ２２（１０－７、１２－４）１１  三本木 

          三本木   １３（ ４－５、 ９－５）１０  青森商業 

          青森中央  １４（ ５－５、 ９－９）１４  青森南 

 

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

                第3位：三本木高校 （１勝２敗） 第4位：青森商業高校（３敗） 

                 （１、２位は得失点差による、青森中央＝＋１６、青森南＝＋１３） 

 

     ※男女とも上位２チームが２月５日～８日に青森市で開催される東北高校選抜大会に出場する。 

 

● 第１０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 

 （平成２７年１月１３日・野辺地町立体育館） 

   （男子）三本木高校附属中学校のみの参加につき、三本木高校附属中学校を優勝と認め、 

３月２５～２９日に富山県氷見市で開催される全国大会への代表とする。 

   （女子）参加チームなし。 

 

● 第１６回 青森県小学生冬季ハンドボール大会 （平成２７年１月３１日・十和田市総合体育センター） 

 

 ≪１部≫ ４年生以上の男女（混合可）総当たり戦（８分ゲーム３セット制） 

     野辺地リトルガッツ  ２４（６－７、７－４、１１－７）１８  青森ハンドスポ少Ａ 

  十和田ジュニアハンドＡ ２１（８－２、 ８－３、 ５－２）  ７ 天間西ジャイアンツ 

青森ハンドスポ少Ａ １８（６－６、 ６－６、 ６－６）１８ 天間西ジャイアンツ 

  十和田ジュニアハンドＡ ２２（８－２、 ５－４、 ９－７）１３ 野辺地リトルガッツ 

    野辺地リトルガッツ ２６（８－４、８－７、１０－４）１５ 天間西ジャイアンツ 

十和田ジュニアハンドＡ ２０（８－３、 ３－６、 ９－４）１３ 青森ハンドスポ少Ａ 
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     〔順位〕 第１位 十和田ジュニアハンドボールクラブＡ（３勝０敗） 

            第２位 野辺地リトルガッツ（２勝１敗） 

            第３位 青森ハンドボールスポーツ少年団Ａ（０勝２敗１分）得失点差－１３ 

            第４位 天間西ジャイアンツ（０勝２敗１分）得失点差－２５ 

               ※ 十和田ジュニアハンドボールクラブは６年連続７回目の優勝 

 

   【青森県ハンドボール協会優秀選手賞】 

     佐藤 榮己、小野寺 光、北川 皓基（以上十和田ジュニア）、小又 隆明（天間西） 

木村 大世、金枝 健斗、（以上野辺地リトル）、 桜庭 次郎（青森ハンド） 

 

   【十和田市ハンドボール協会長賞】 

     市川 堅太（十和田ジュニア）、小坂 柊（野辺地リトル）、 

須藤 利空、天内 孝輔（以上青森ハンド）、哘崎 新、市ノ渡 陸（以上天間西） 

 

≪２部≫ 女子または４年生男子（男女混合可）４チーム総当たり戦（８分３セット制） 

      青森ハンドスポ少Ｂ  １２（４－２、 ４－４、 ４－５）１１  野辺地リトルガッツ 

   十和田ジュニアハンド女子  ３０（１２－２、９－０、９－１） ３  ＮＯＨＥＪＩオレンジ 

   十和田ジュニアハンド女子  １９（５－３、 ７－３、 ７－５）１１ 野辺地リトルガッツ 

      青森ハンドスポ少Ｂ  ８（４－３、 １－１、 ３－３） ７    ＮＯＨＥＪＩオレンジ 

十和田ジュニアハンド女子  １７（６－１、 ６－２、 ５－４） ７  青森ハンドスポ少Ｂ 

       野辺地リトルガッツ １０（２－２、 ５－１、 ３－２） ５  ＮＯＨＥＪＩオレンジ 

 

              〔順位〕第１位 十和田ジュニアハンドボールクラブ女子（３勝０敗） 

                  第２位 青森ハンドボールスポーツ少年団Ｂ （２勝１敗） 

                  第３位 野辺地リトルカッツ （１勝２敗） 

第４位 ＮＯＨＥＪＩオレンジ （０勝３敗） 

                    ※ 十和田ジュニアハンドボールクラブ女子は３年振り２回目の優勝 

 

   【青森県ハンドボール協会優秀選手賞】 

     森山 愛祐華、前田 萌々子、岩城 百映（以上十和田ジュニア女子）、 

高谷 穂乃花、豊島 璃子（以上青森ハンド）、木村 世那、原田 莉乃（以上野辺地リトル） 

 

   【十和田市ハンドボール協会長賞】 

     川上 陽菜（十和田ジュニア女子）、濱田 杏子（青森ハンド）、木村 花（野辺地リトル） 

角鹿 瑠莉、坪 若那、谷川 留菜（以上ＮＯＨＥＪＩ） 

 

  ≪低学年の部≫ ３年生以下（オープン戦） ３チーム総当たり（８分ハーフ） 

        野辺地リトルガッツ （１８－７） 青森スポーツ少年団Ｃ・ＮＯＨＥＪＩホワイト 

    十和田ジュニアハンドクラブ （１１－５） 青森スポーツ少年団Ｃ・ＮＯＨＥＪＩホワイト 

        野辺地リトルガッツ （ ７－４） 十和田ジュニアハンドボールクラブ 

        〔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・ＮＯＨＥＪＩホワイト（２敗） 
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＜ 東    北    大    会 ＞ 

● 第４９回東北学生春季リーグ （５月１３～１７日・青森市マエダアリーナ） 
【男子２部】 

弘前大● ２４（１４－１５、１０－１６）３１ 岩手大 

    青森中央学院大● ２０（ ９－１４、１１－１０）２４ 東北学院大 

        弘前大● ２１（ ９－１５、１２－１３）２５ 宮城教育大 

    青森中央学院大● ２２（ ７－１８、１５－１３）３１ 岩手大 

        弘前大○ ２３（１５－１０、 ８－ ６）１６ 青森中央学院大● 

    青森中央学院大● １７（ ７－１６、１０－ ９）２５ 山形大 

        弘前大● １６（ ６－ ６、１０－１１）１７ 東北学院大 

    青森中央学院大● ２５（ ９－１４、１６－１６）３０ 宮城教育大 

        弘前大● ２２（１０－１６、１２－１４）３０ 山形大 

〔順位〕 第１位  山形大（５勝）、第2位 岩手大（４勝１敗）、第3位 東北学院大（３勝２敗） 

第4位 宮城教育大（２勝３敗）、第5位 弘前大（１勝４敗）、第6位 青森中央学院大（５敗） 

【男子３部】 

        北里大○ ３３（１３－ ９、２０－１３）２２ 青森公立大● 

      青森公立大○ １６（ ８－ ０、 ８－ ０）０  盛岡大 

        北里大○ ２８（１６－１０、１２－１６）２６ 東北工大 

        北里大● １９（ ９－１１、１０－１０）２１ 東北学院大工学部 

      青森公立大○ ３１（１１－ ９、２０－１３）２２ 東北学院大工学部 

        北里大○ １６（ ８－ ０、 ８－ ０）０  盛岡大 

     青森公立大○ ３５（１７－１３、１８－１６）２９ 東北工大 

〔順位〕第１位 北里大（３勝１敗）、第2位 青森公立大（３勝１敗）、第3位 東北工業大（２勝３敗） 

第4位 東北学院大工学部（１勝３敗）、第5位 盛岡大（４敗＝棄権） 

 

【２・３部入れ替え戦】 

             青森中央学院大 ３２（１７－１０、１５－１５）２５ 北里大 

         ※ 青森中央学院大は２部残留。北里大は３部据置。 

 

● 第３７回東北クラブハンドボール選手権大会 （６月１４日～１５日・湯沢市総合体育館ほか） 

 

  ≪男子の部≫  ※福島ＳＧクラブが優勝 

２回戦    青商クラブ  ２３（１０－１１、 １３－９）２０  北村山東根クラブ（山形） 

準決勝   青商クラブ  ２８（１５－１３、１３－１７）３０  福島ＳＧクラブ（福島） 

    

≪女子の部≫ 本県は参加せず。べにばなクラブ（山形）が優勝。 

 

 ● 第６５回東北地区大学体育大会ハンドボール競技会 （６月２１日～２２日・富士大学） 

     

    ≪男子の部≫ 

      ２回戦  弘前大学 １２（５－１７、７－１５）３２ 東北福祉大学 

        

       （参 考）優勝 東北福祉大学、第2位 秋田大学、第3位 富士大学 
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● 第６７回東北高等学校ハンドボール選手権大会 （６月２６日～２９日・福島市あづま総合体育館ほか） 

 

 ≪男子の部≫  

    １回戦  青森南  １８（ ６－１３、１２－１５）２８  湯 沢（秋田） 

         青森商業 １８（１１－１２、 ７－１６）２８  聖光学院（福島） 

       

 ≪女子の部≫  

    １回戦  青森中央 ３９（１５－７、  ２４－３）１０  山形東（山形） 

         青森西  ２１（８－２２、 １３－１６）３８  光 南（福島） 

 

    ２回戦  青森中央 １４（ ９－１７、 ５－１４）３１   安 積（福島） 

 

  （参考）男子 優勝 不来方（岩手）２位 聖和学園（宮城）３位 聖光学院、学法石川（ともに福島） 

       女子 優勝 大曲農業（秋田）２位 聖和学園 ３位 湯 沢（秋田）、安 積（福島） 

 

● 第４３回東北中学校ハンドボール大会 （８月５日～７日・福島県石川町総合体育館） 

   

  ≪男子の部≫ 

    １回戦    甲東中学校 １５（５－４、  １０－５）９  成田中学校（宮城） 

       三本木高附属中学校 １７（７－１７、１０－１３）３０ 羽後中学校（秋田） 

    ２回戦    甲東中学校 １８（９－１０、 ９－１２）２２ 下小路中学校（岩手） 

 

  ≪女子の部≫ 

    １回戦   野辺地中学校  ５（３－１７、 ２－９）２６ 中田中学校（宮城） 

 

   （参考）男子 優勝 信夫（福島） ２位 尾花沢（山形） ３位 高砂（宮城）、下小路（岩手） 

       女子 優勝 本宮第一（福島） ２位 矢巾（岩手） ３位 信夫、湯沢北（秋田） 

                   

● 第４１回東北総合体育大会（ミニ国体）ハンドボール競技会 

（８月１５～１７日・福島県石川町総合体育館、学法石川高校体育館） 

    （成年男子） 

≪予選リーグ１組≫ 第２位で決勝トーナメント進出 

         青 森 １４（ ９－１７、  ５－１６）３３ 宮 城 

         青 森 ２４（１０－ ９、１４－１２）２１ 山 形 

    ≪準決勝≫   

        青 森 １６（ ７－１９、  ９－２０）３９ 岩 手 

 （結果） １位 宮城県（２年連続４回目）、２位 岩手県 （両県が国体出場） 

 

（成年女子）予選リーグ 

        青 森 １２（ ６－１６、 ６－１９）３５ 岩 手 

        青 森 １９（ ９－１５、１０－１３）２８ 福 島 

        （結果） １位 岩手県（１１年振り６回目）、２位 福島県 （両県が国体出場） 

 

（少年男子）予選リーグ 

        青 森 ２５（１１－１２、１４－２０）３２ 秋 田 

         青 森 １４（ ９－１６、 ５－２２）３８ 岩 手 

 （結果） １位 岩手県（５年連続２０回目）、２位 福島県（両県が国体出場） 
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 （少年女子）予選リーグ 

        青 森 １７（ ８－１３、 ９－１１）２４ 福 島 

        青 森 １９（１２－１５、 ７－１６）３１ 宮 城 

        （結果） １位 岩手県（４年連続１２回目）、２位 秋田県 （両県が国体出場） 

 

 

● 第４８回東北学生秋季リーグ （９月２０～２２日・宮城県加美総合体育館、仙台大学体育館） 

（９月２７～２８日・同 上） 

 【男子２部】 

弘前大● ２３（１０－１５、１３－１４）２９ 山形大 

    青森中央学院大● ２６（１０－１６、１６－１２）２８ 山形大 

        弘前大● １８（１０－１０、 ８－１０）２０ 岩手大 

    青森中央学院大○ ３１（１７－１６、１４－ ７）２３ 東北学院大 

    青森中央学院大○ ２５（１３－ ８、１２－ ６）１４ ●弘前大 

        弘前大● １５（ ７－ ５、 ８－１４）１９ 宮城教育大 

    青森中央学院大● ２５（１３－１４、１２－１７）３１ 岩手大 

    青森中央学院大○ ２２（１６－ ９、 ６－ ９）１８ 宮城教育大 

        弘前大● ２１（１０－１０、１１－１４）２４ 東北学院大 

 

  〔順位〕１位 岩手大（４勝１敗）、2位 青森中央学院大（３勝２敗）、3位 東北学院大（３勝２敗） 

４位 宮城教育大（３勝２敗）、５位 山形大（２勝３敗）、６位 弘前大（５敗） 

       ※青森中央学院大の田澤将那 (野辺地高出身) が得点王（４３点） 

 

  【男子３部】 

青森公立大○ ２８（１４－１３、１４－１３）２６ 東北学院大工学部 

青森公立大● ２１（１３－１３， ８－１７）３０ 東北工業大 

青森公立大○ ３３（１７－ ６、１６－１４）２０ 国際教養大 

青森公立大○ ３７（１５－９、  ２２－９）１８ 東北芸術工科大 

 

〔順位〕 1位 東北工業大、２位 青森公立大、３位 東北学院大工学部、４位 東北芸術工科大 

     ５位 国際教養大（オープン参加） 

 

【２・３部 入れ替え戦】 

      弘前大 １９（１０－７、 ９－７）１４ 東北工業大 ＜弘前大は２部残留＞ 

 

【女子 Ｂ】 

       弘前大● １３（５－２３、  ８－１３）３６ 秋田大 

       弘前大● ２０（１０－１１、１０－１０）２１ 山形大 

       弘前大● ２３（９－１６、 １４－１６）３２ 宮城教育大 

       弘前大● １８（５－１１、 １３－１３）２４ 国際教養大 

 

    〔順位〕１位 秋田大、２位 宮城教育大、 ３位 山形大、 ４位 弘前大、  

        ５位 国際教養大（オープン参加） 

 

（参考）【男子１部順位】 

    １位 秋田大、２位 富士大、３位 東北福祉大、 ４位 仙台大、 ５位 東北大 

     ※秋田大の山田充高（青森東高出身）がベストセブン賞受賞 
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● 第２３回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ東北予選会 （９月１３～１４日・仙台市体育館） 

 

 ≪男子の部リーグ戦≫（上位２チームが全国大会へ出場） 

       青森県選抜  １６（１０－１５、  ６－１１）２６  岩手県選抜 

       青森県選抜  ２９（１５－１３、 １４－７）２０  山形県選抜 

       青森県選抜  ３４（１５－１１、１９－１３）２４  秋田県選抜 

       青森県選抜  １９（１３－１０、 ６－１２）２２  宮城県選抜 

       

   〔順位〕第１位 宮城県（４勝） 第２位 岩手県（３勝１敗） 第３位 青森県（２勝２敗） 

       第４位 山形県（１勝３敗） 第５位 秋田県（０勝４敗） 

  ※ 青森県選抜は惜しくも第３位となり１２月に福島県で開催される全国大会への出場権獲得ならず。 

 

 ≪女子の部リーグ戦≫ （上位３チームが全国大会へ出場）。 

青森県選抜   ６（５－３１、１－３０）６１  岩手県選抜 

       青森県選抜   ７（４－２９、３－３２）６１  秋田県選抜 

       青森県選抜   ４（１－２６、３－２６）５２  山形県選抜 

       青森県選抜  １０（４－１７、６－２３）４０  宮城県選抜 

    

〔順位〕第1位 岩手県（４勝）第２位 秋田県（３勝１敗） 第３位 山形県（２勝２敗） 

        第４位 宮城県（１勝３敗） 第５位 青森県（０勝４敗） 

 

 

● 第５１回東北総合ハンドボール選手権大会（１２月６日～７日・花巻市総合体育館） 

 

  【男子の部】 

    １回戦   野辺地クラブ  ２０（１０－１５、１０－１９）３４ 東北福祉大学 

          青商クラブ   ２７（１１－１２、１６－１７）２９ 福島ＳＧクラブ 

     

    （参 考）優勝 秋田大学、2位 不来方クラブ（岩手）、3位 福島ＳＧクラブ、東北福祉大学 

 

  【女子の部】 

    ２回戦  青森クラブＰｉｎｋ １５（９－１８、 ６－１８）３６ 聖和学園高校（宮城） 

          

    （参 考）優勝 富士大学（岩手）、2位 不来方クラブ、 3位 不来方高校、青森クラブＰｉｎｋ 

 

 

● 第３７回東北高校選抜大会（全国高校選抜大会東北予選会）（２月５日～８日・青森市マエダアリーナ） 

 

 【男子の部】 

  ≪各県第1代表予選リーグ≫ 

     ２組  三本木 １８（ ９－１９、 ９－１４）３３ 学法石川（福島） 

         三本木 ２３（１２－１０、１１－ ９）１９ 山形中央（山形） 

 

   〔各組順位〕 １組  1位 不来方、 ２位 利 府（宮城）、３位 湯 沢（秋田） 

          ２組    1位 学法石川、２位 三本木、３位 山形中央 

 

  ≪各県第２代表トーナメント≫ 

      １回戦  青森中央 １５（５－１３、１０－１２）２５ 仙台南（宮城） 
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  ≪第３代表決定トーナメント≫ 

      １回戦  三本木 ２５（１１－１２、１４－１４）２６ 湯 沢（秋田） 

      決定戦  利 府 ２８（１５－ ４、１３－１２）１６ 湯 沢 

 

  ≪第４代表決定選≫  盛岡第四 ２７（１３－ ７、１４－１３）２０ 湯 沢  

 

≪第1・２代表決定戦≫  学法石川 ２７（１６－１４、１１－１２）２６ 不来方（岩手） 

               ※学法石川高校は１７年振り１０回目の優勝 

 

  〔最終順位〕１位 学法石川、２位 不来方、３位 利 府、４位 盛岡第四、 

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 １５（ ８－１２、７－１４）２６ 郡山女大附属（福島） 

          青森中央 １３（ ４－１０、９－１６）２６ 聖和学園（宮城） 

 

    〔各組順位〕 １組  １位 聖和学園、2位 郡山女大附属、3位 青森中央 

           ２組  １位 大曲農業（秋田）、2位 不来方（岩手）、3位 日大山形 

 

 ≪各県第２代表トーナメント≫ 

       １回戦  青森南  １６（ ８－２、 ８－２）４  仙台三桜（宮城） 

       準決勝  青森南  １２（６－１３、６－１３）２６ 湯 沢（秋田） 

 

  ≪第３代表決定トーナメント≫ 

       １回戦  青森中央  ８（２－１６、 ６－１５）３１ 不来方 

       決定戦  不来方  ２４（１２－７、１２－１０）１７ 郡山女大附属 

 

 ≪第４代表決定選≫  郡山東  １８(８－８、５－５)（２－１、３－２）１６ 郡山女大附属 

 

  ≪第1・２代表決定戦≫ 聖和学園 ２７(１４－１０、１３－１５）２５ 大曲農業 

               ※聖和学園高校は２年連続９回目の優勝 

 

〔最終順位〕１位 聖和学園、２位 大曲農業、３位 不来方、４位 郡山東、 

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    国    大    会 ＞ 

 

● 平成２５年度 第９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 ２１（９－１２、１２－１４）２６ 諌早中学校（長崎） 

 

     ※ 十和田ユースハンドボールクラブは惜敗。なお、本県女子は出場していない。 

 

 

 

● 第３４回全国クラブハンドボール選手権大会東地区大会（７月１２～１３日・福島県本宮市総合体育館） 

 

  ≪男子の部≫ 

   １回戦   青商クラブ  ２８（１４－１０、１４－１０）２０  新鮮組（群 馬） 

 

   ２回戦   青商クラブ  ２７（１４－１５、１３－１７）３２  湖陵クラブ（北海道） 

 

  （参 考）1位 桜門クラブ（東京） ２位 渡辺組（神奈川） ３位 湖陵クラブ（北海道） 

 

 

● 平成２６年度全国高校総体 兼 高松宮記念杯第６５回全日本高等学校ハンドボール選手権大会  

                  （８月１日～８月７日・神奈川県川崎市とどろきアリーナほか） 

 

 ≪男子の部≫ 

    １回戦   青森商業高校  １６（７－２０、９－１６）３６ 神戸国際大附属高校（兵庫） 

 

 ≪女子の部≫ 

    １回戦   青森中央高校 ２０（３－１３、 ９－２１）４３ 清水桜が丘高校（静岡） 

 

  <参 考> 

 男子 優勝 興南（沖縄）、２位：小林秀峰（宮崎）、３位：法政大学第二、横浜創学館（ともに神奈川） 

    女子 優勝 佼成学園女子（東京）、２位：富岡東（群馬）、３位：高松商業（香川）、高岡向陵（富山） 
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平成２６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２５年度）  坂 本  吉次    氏 （青森県協会監事） 

 

☆ 青森県体育協会スポーツ奨励賞 

  （一般） 奥崎 健人（青商クラブ）  西澤 知峰（青森西クラブ） 

  （高校） 柳谷 義貴（青森商業）   成田 彩華（青森中央） 

 

☆ 青森県高体連賞 

  （男子） 石戸 拓夢 （青森商業）  高山 諒大（青森中央） 

  （女子） 藤原 祐美佳（青森中央）  小笠原 あずさ（青森西） 

 

☆ 青森県ハンドボール協会ベストセブン賞 

  （成年男子） 遠藤 潤那（北里大）、 平山 大河、 木村 卓哉、 保村 崇有、 藤本 翔大、 

奥崎 健人、 木村 敦 （以上青商クラブ） 

 

  （成年女子） 久保田 美希、 佐々木 歩、 安部 瑠依 （以上野辺地クラブ）、 小林 優花、 

        葛西 光希 （以上青森西クラブ）、 蒔苗 よしみ、 新岡 舞 （以上青森クラブPink） 

 

  （高校男子） 石戸 拓夢、柳谷 義貴、 齋籐 健也、 赤平 健斗、 稲葉 亮太（以上青森商業） 

        髙田 涼央 （青森西）、 石田  卓 （青森） 

 

  （高校女子） 鈴木  憂、 越野 華菜子、 髙坂 楓、 小笠原 夏鈴、 成田 彩華、  

藤原 祐美佳、 馬場 春花 （以上青森中央） 

 

☆ 青森県高体連専門部部長賞 

  （男子） 山内 翔太、 白濵 聖規、 最上 元希 （以上青森商業）、 浅井 裕貴 （青森）、 

佐藤 栄修、 石村 勇樹 （以上青森南）、 原田 裕司、 肴倉 勇人 （以上青森中央）、 

齋籐 陽亮 （野辺地） 

 

  （女子） 菅原  葵、 成田 芽衣、 齋籐 穂乃香、 小坂  麗 （以上青森中央） 

      木村 比奈子、 佐々木風華 （以上青森西）、 藤川 可南子、 豊嶋 未夢 （以上青森南） 

      赤石 真美、 川村 華純 （以上三本木）、 田中 玖瑠実 （野辺地） 

 

☆ 青森県社会人連盟賞 

   平成２７年度春季大会後に決定する。 


