
令和４年度 優秀選手賞(団体) No.1
推　薦　団　体 № 団　体　名 所　　　　属 実　　　　　　　　　績

（一財）福島陸上競技協会 1 東邦銀行 青木 りん 株式会社東邦銀行 第70回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会　女子4×100mR 3位

武石 この実 株式会社東邦銀行

松本 奈菜子 株式会社東邦銀行

広沢 真愛 株式会社東邦銀行

2 会津美里町立高田中学校 吉田 遼太朗 会津美里町立高田中学校（3年） 令和3年度全国中学校体育大会　駅伝競走　男子の部 2位

鈴木 瑛太 会津美里町立高田中学校（3年） 第29回全国中学校駅伝大会（※令和３年度）

川島 遥人 会津美里町立高田中学校（3年）

秋山 勇人 会津美里町立高田中学校（3年）

遠藤 莉空 会津美里町立高田中学校（3年）

猪股 秀哉 会津美里町立高田中学校（3年）

福島県ソフトテニス連盟 3 福島県女子選抜チーム 大武 姫菜 須賀川市立西袋第一小学校（6年） 第39回全日本小学生ソフトテニス選手権大会　女子団体戦 1位

大武 夢菜 須賀川市立西袋第一小学校（6年）

高橋 ことね 相馬市立八幡小学校（6年）

関 希花 二本松市立二本松北小学校（6年）

近内 汐里 須賀川市立柏城小学校（6年）

安斎 莉愛 二本松市立大平小学校（6年）

酒井 希々花 二本松市立杉田小学校（6年）

吉田 唯杏 郡山市立高瀬小学校（6年）

（一社）福島県卓球協会 4 富久山卓球クラブ 山内 愛永 桜の聖母学院中学校（3年） 第41回全日本クラブ卓球選手権大会　女子小・中学生の部 3位

宗像 真桜 郡山市立郡山第二中学校（3年）

米田 帆華 郡山市立郡山第二中学校（3年）

遠宮 みのり 郡山市立高瀬小学校（5年）

苅宿 未来 郡山市立行健小学校（5年）

福島県バドミントン協会 5 福島県 岩野 滉也 福島県立ふたば未来学園高等学校（3年） 第77回国民体育大会　バドミントン競技　少年男子 1位

崎野 翔太 福島県立ふたば未来学園高等学校（3年）

谷岡 大后 福島県立ふたば未来学園高等学校（2年）

6 福島県立ふたば未来学園高等学校 渡邊 愛夕 福島県立ふたば未来学園高等学校（3年） 令和4年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会　 2位

石岡 空来 福島県立ふたば未来学園高等学校（2年） 第73回全国高等学校バドミントン選手権大会　学校対抗（団体戦）　女子

山北 奈緒 福島県立ふたば未来学園高等学校（2年）

須藤 海妃 福島県立ふたば未来学園高等学校（2年）

堀 小雪 福島県立ふたば未来学園高等学校（2年）

川田 百華 福島県立ふたば未来学園高等学校（2年）

7 福島県立ふたば未来学園高等学校 岩野 滉也 福島県立ふたば未来学園高等学校（2年） 令和3年度第50回記念全国高等学校選抜バドミントン大会　男子学校対抗 1位

藤田 真矛 福島県立ふたば未来学園高等学校（2年） （※令和3年度）

齋藤 駿 福島県立ふたば未来学園高等学校（2年）

崎野 翔太 福島県立ふたば未来学園高等学校（2年）

谷岡 大后 福島県立ふたば未来学園高等学校（1年）

三本菅 弘憲 福島県立ふたば未来学園高等学校（1年）

関根 翔太 福島県立ふたば未来学園高等学校（1年）

8 福島県立ふたば未来学園高等学校 渡邊 愛夕 福島県立ふたば未来学園高等学校（2年） 令和3年度第50回記念全国高等学校選抜バドミントン大会　女子学校対抗 2位

堀 小雪 福島県立ふたば未来学園高等学校（1年） （※令和3年度）

山北 奈緒 福島県立ふたば未来学園高等学校（1年）

須藤 海妃 福島県立ふたば未来学園高等学校（1年）

石岡 空来 福島県立ふたば未来学園高等学校（1年）

川田 百華 福島県立ふたば未来学園高等学校（1年）

9 福島県立ふたば未来学園中学校 川野 寿真 福島県立ふたば未来学園中学校（3年） 令和4年度全国中学校体育大会　 1位

芳賀 彪汰 福島県立ふたば未来学園中学校（3年） 第52回全国中学校バドミントン大会　学校対抗（団体戦）　男子

世古 奏 福島県立ふたば未来学園中学校（3年）

藤澤 智樹 福島県立ふたば未来学園中学校（3年）

山城 政人 福島県立ふたば未来学園中学校（2年）

宮下 翔伍 福島県立ふたば未来学園中学校（2年）

増田 遥 福島県立ふたば未来学園中学校（2年）

10 福島県 川野 寿真 福島県立ふたば未来学園中学校（2年） 令和3年度第22回全日本中学生バドミントン選手権大会　都道府県対抗団体戦 2位

芳賀 彪汰 福島県立ふたば未来学園中学校（2年） （※令和3年度）

世古 奏 福島県立ふたば未来学園中学校（2年）

吉田 美真 福島県立ふたば未来学園中学校（2年）

平田 涼 福島県立ふたば未来学園中学校（2年）

深尾 優太 福島県立ふたば未来学園中学校（2年）

畠山 想来 福島県立ふたば未来学園中学校（1年）

溝尾 花奈 福島県立ふたば未来学園中学校（1年）

山城 政人 福島県立ふたば未来学園中学校（1年）

大石 夢陽 福島県立ふたば未来学園中学校（1年）

福島県弓道連盟 11 福島県 高橋 愛珠 福島県立福島工業高等学校（3年） 第77回国民体育大会　弓道競技　少年女子　遠的競技 4位

中島 七海 福島県立福島南高等学校（3年）

阿部 るな 福島県立福島工業高等学校（3年）

福島県ウエイトリフティング協会 12 福島県立田村高等学校 大内 大輔 福島県立田村高等学校（3年） 第69回全国高等学校ウエイトリフティング競技選手権大会　学校対抗 4位

冨塚 歌楽 福島県立田村高等学校（3年）

荒木 仁志 福島県立田村高等学校（3年）

熊田 樹 福島県立田村高等学校（2年）

福島県なぎなた連盟 13 会津なぎなた連盟 佐野 橘華 福島県立会津学鳳中学校（3年） JOCジュニアオリンピックカップ第30回全国中学生なぎなた大会　試合競技　団体の部 3位

朝野 芽生 福島県立会津学鳳中学校（3年）

伊藤 愛望 福島県立会津学鳳中学校（3年）

福島県高等学校体育連盟 14 福島県立郡山萌世高等学校 佐藤 凜 福島県立郡山萌世高等学校（3年） 第57回全国高等学校定時制通信制バスケットボール大会　女子 3位

八須賀 誉和 福島県立郡山萌世高等学校（3年）

八須賀 楽和 福島県立郡山萌世高等学校（3年）

阿部 奈々葉 福島県立郡山萌世高等学校（2年）

新藤 美翔 福島県立郡山萌世高等学校（2年）

鈴木 伶奈 福島県立郡山萌世高等学校（1年）

新藤 穂翔 福島県立郡山萌世高等学校（1年）

上野 彩美 福島県立郡山萌世高等学校（1年）

田代 美海 福島県立郡山萌世高等学校（1年）

氏　　名

※所属名の表記は大会出場時のものを記載しています
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