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１１月２１日開催の「第３３回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会（ふくしま駅伝）」に９年ぶ

り７度目の優勝を目指し出場する本市選手団を激励するため、壮行会を開催します。 

 

 

１ 日  時  １１月１９日（金）午後６時 

 

２ 会  場  郡山市役所 正庁（本庁舎 2 階） 

 

３ 選手団  名簿のとおり 

   

４ 内 容  裏面のとおり 

 

 

 

    〈市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会（ふくしま駅伝）〉 

      県民の体力の向上と中・長距離選手の育成・強化を図り、各市町村のふるさとお

こしに寄与するとともに、「『日本一』のふくしまをつくる」をスローガンにタスキ

をつなぎ、震災からの一日も早い復興を願い開催されます。 

      ○日 時：１１月２１日（日） 午前７時４０分スタート 

                     午後０時４０分フィニッシュ予定 

      ○コース：しらかわカタールスポーツパーク陸上競技場 ～ 福島県庁前 

      ○距 離：１６区間 ９５.０ｋｍ 

     

 

 

 

 

 

 

 

SDGｓ ターゲット 3.4 「精神保健及び福祉を促進する」 

 

 

第 33 回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会 

   郡山市選手団壮行会を開催します。 

ターゲット 3.4 

 

令和３年１１月１７日 

郡山市文化スポーツ部 

スポーツ振興課 

担当：橋本 香 

TEL：924－3441 



第３３回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会 

郡 山 市 選 手 団 壮 行 会 

 

 

日時：令和３年１１月１９日（金） 

午後６時 

会場：郡山市役所 正庁 

 

 

次  第 

 

 

１ 開    会 

 

２ 選手団紹介 

 

３ 市長あいさつ    郡山市長 品川 萬里 

 

４ 激励のことば    郡山市教育委員会 教育長 小野 義明 

郡山市体育協会 会長 松村 賢剛 様 

 

５ 市 旗 授 与     

 

６ 決意のことば    郡山市選手団 武田 一哉 主将 

 

７ 謝    辞    郡山市選手団 齋藤  純 監督 

 

８ 閉    会 

 

（記念撮影） 



第33回ふくしま駅伝郡山市選手団名簿

№ 役職 氏名 よみ 所属

1 団長 松村　賢剛 まつむら　けんごう 郡山市陸上競技協会会長

2 副団長 石川　進一 いしかわ　しんいち 郡山市陸上競技協会副会長

3 副団長 佐藤　弘四郎 さとう　こうしろう 郡山市陸上競技協会副会長

4 庶務 佐藤　太 さとう　ふとし 郡山市陸上競技協会理事長

5 マネージャー 高橋　一吉 たかはし　かずよし 郡山市陸上競技協会理事

6 会計 佐藤　治彦 さとう　はるひこ 郡山市陸上競技協会理事

7 監督 齋藤　純 さいとう　じゅん 郡山市役所

8 コーチ 松村　雅人 まつむら　まさと 湖南小中

9 コーチ 小澤　夏美 おざわ　なつみ 郡山第一中

10 支援コーチ 岡島　宏毅 おかじま　ひろたか 三穂田中

11 支援コーチ 本田　範子 ほんだ　のりこ 西田学園

12 支援コーチ 鈴木　貞喜 すずき　さだよし 郡山第七中

13 支援コーチ 菅家　功 かんけ　いさお 大槻中

14 支援コーチ 五十嵐　正広 いがらし　まさひろ 郡山第六中

15 支援コーチ 古川　京子 ふるかわ　きょうこ 郡山女子大付属高

16 支援コーチ 小松　健二 こまつ　けんじ 桑野小

17 支援コーチ 山田　健 やまだ　つよし 郡山運送(株)

18 支援コーチ 渡辺　豊 わたなべ　ゆたか 福島自衛隊

19 支援コーチ 岩谷　朱音 いわや　あかね 郡山ザベリオ学園小

20 支援コーチ 吉田　憲正 よしだ　のりまさ 中野電工(株)

21 支援コーチ 橘内　翔太 きつない　しょうた フィールズ(株)

22 支援コーチ 薄衣　柚有 うすぎ　ゆう 郡山ビューホテル(株)

23 支援コーチ 角田　美希 かくた　みき 主婦

24 支援コーチ 澤　弘平 さわ　こうへい 奥羽大学病院

25 支援コーチ 鈴木　天大 すずき　てんた 岡田電気産業(株)

26 支援コーチ 鈴木　智成 すずき　ともなり 安達東高校



第33回ふくしま駅伝郡山市選手団名簿

№ 役職 氏名 よみ 所属

27 選手(主将) 武田　一哉 たけだ　かずや 郡山地方広域消防組合

28 選手 齋藤　大樹 さいとう　だいき 内田治療院AC

29 選手 田母神　一喜 たもがみ　かずよし 阿見AC

30 選手 横堀　雄大 よこぼり　ゆうだい 自衛隊福島

31 選手 安倍　優紀 あんばい　まさのり 東海大２年

32 選手 菅野　裕二郎 かんの　ゆうじろう 学法石川高３年

33 選手 藤宮　歩 ふじみや　あゆむ 学法石川高３年

34 選手 浅井　颯 あさい　はやて 帝京安積高２年

35 選手 石田　蒼波 いしだ　あおば 帝京安積高２年

36 選手 沖野　凌我 おきの　りょうが 学法石川高２年

37 選手 國分　健太 こくぶん　けんた 学法石川高２年

38 選手 谷中　晴 たになか　はる 帝京安積高１年

39 選手 橋本　彪雅 はしもと　ひゅうが 田村高１年

40 選手 増子　風希 ましこ　ふうき 学法石川高１年

41 選手 小澤　夏美 おざわ　なつみ 郡山第一中

42 選手 成澤　夢叶 なりさわ　ゆめか 帝京安積高３年

43 選手 橋本　暖亜 はしもと　のあ 郡山女子大付属高３年

44 選手 伊東　舞莉彩 いとう　まりあ 郡山女子大付属高２年

45 選手 山口　ありす やまぐち　ありす 日大東北高１年

46 選手 高橋　晴之 たかはし　はるゆき 郡山三中３年

47 選手 渡邊　晄月 わたなべ　みづき 郡山一中３年

48 選手 渡部　生吹 わたなべ　いぶき 郡山一中２年

49 選手 吉村　栞 よしむら　しおり 郡山三中３年

50 選手 安住　乃茜 あずみ　のあ 郡山四中２年

51 候補選手 有馬　悠翔 ありま　ゆうと 緑ケ丘中３年

52 候補選手 伊藤　海遥 いとう　かいよう 郡山一中２年

53 候補選手 齋藤　日向 さいとう　ひなた 郡山三中２年

54 候補選手 遠藤　もも えんどう　もも 行健中２年

55 候補選手 野地　ゆかり のじ　ゆかり 喜久田中２年

56 候補選手 小林　亜彩 こばやし　あいろ 郡山二中１年


