
賞 学校名

最高学校賞 国立大学法人福島大学附属小学校

優秀学校賞 郡山ザベリオ学園小学校

福島市立福島第二小学校

郡山市立東芳小学校

会津若松ザベリオ学園小学校

相馬市立中村第一小学校

賞 学校名

最高学校賞 国立大学法人福島大学附属中学校

優秀学校賞 学校法人福島成蹊学園福島成蹊中学校

郡山市立郡山第二中学校

福島県立会津学鳳中学校

いわき市立中央台南中学校

特別賞

令和４年度福島県算数ジュニアオリンピック 学校賞 一覧

令和４年度福島県数学ジュニアオリンピック 学校賞 一覧

中学校　最高学校賞１校　優秀学校賞１校　特別賞３校　　合計 ５校

小学校　最高学校賞１校　優秀学校賞１校　特別賞４校　　合計 ６校

特別賞



賞 学校名 学年 児童名

福島市立野田小学校 ５年 鈴木　尊

いわき市立中央台東小学校 ５年 佐川　遥音

福島市立福島第二小学校 ５年 板垣　良介

伊達市立上保原小学校 ６年 安藤　佑真

福島大学附属小学校 ５年 酒井　聡佑

福島大学附属小学校 ６年 幡　拓人

郡山ザベリオ学園小学校 ６年 梅村　優花

会津若松ザベリオ学園小学校 ５年 朱　国睿

会津坂下町立坂下東小学校 ６年 長峯　史弥

相馬市立中村第一小学校 ５年 齋藤　玲

福島市立福島第三小学校 ６年 西形　花璃

福島市立蓬莱小学校 ５年 和田　輝幸

福島大学附属小学校 ５年 鴫原　拓利

二本松市立杉田小学校 ６年 渡邊　和凜

本宮市立本宮まゆみ小学校 ６年 大関　甲汰

郡山ザベリオ学園小学校 ５年 吉田　心穂

須賀川市立第二小学校 ６年 井上　莉愛

須賀川市立阿武隈小学校 ６年 鈴木　菜々

田村市立船引小学校 ６年 横山　佳音

会津若松市立行仁小学校 ６年 佐瀬　柊真

会津若松市立永和小学校 ６年 松田　啓

会津若松ザベリオ学園小学校 ６年 愛澤　華蓮

会津美里町立本郷小学校 ５年 安齋　遼祐

南相馬市立石神第二小学校 ６年 井上　美桜

いわき市立植田小学校 ６年 佐川　葵保

賞 学校名 学年 児童名

福島市立鎌田小学校 ５年 齋藤　桃妃

福島市立余目小学校 ６年 秋葉　来斗

福島市立平田小学校 ６年 安藤　千翔

桑折町立醸芳小学校 ５年 菊地　優那

国見町立国見小学校 ６年 佐藤　暖仁

本宮市立五百川小学校 ５年 味川  拓生

郡山市立柴宮小学校 ６年 佐久間　悠人

郡山市立富田小学校 ６年 野地　七希

郡山市立東芳小学校 ６年 武田　直大

郡山ザベリオ学園小学校 ６年 金子　千紗

郡山ザベリオ学園小学校 ６年 遠藤　宗介

会津若松市立永和小学校 ６年 棚橋　稜

喜多方市立塩川小学校 ６年 山口　日華里

いわき市立平第五小学校 ５年 山﨑　千佳

いわき市立勿来第二小学校 ６年 安島　大陽

小学生　　　奨励賞　１５名

奨
励

令和４年度福島県算数ジュニアオリンピックメダリスト一覧

金

令和４年度福島県算数ジュニアオリンピック奨励賞受賞者一覧

銀

銅

小学生　　金２名　銀８名　銅１５名　　合計２５名



賞 学校名 学年 生徒名

金 いわき市立内郷第一中学校 １年 湯川　寛之

福島大学附属中学校 ２年 三瓶　樹

福島大学附属中学校 ２年 譽田　晄平

福島大学附属中学校 ３年 佐藤　理久

郡山市立郡山第二中学校 １年 内田　結人

郡山市立郡山第三中学校 ２年 渡辺　稜生

須賀川市立第二中学校 ２年 髙田　隆平

磐城緑蔭中学校 ２年 山梨　悠亘

福島市立福島第二中学校 ２年 清野　杜羽

福島市立北信中学校 ３年 白坂　柊弥

福島大学附属中学校 １年 北山　悠真

福島大学附属中学校 ２年 西形　天佑

福島大学附属中学校 ３年 七島　響

福島成蹊中学校 ２年 寺島　史恩

郡山市立郡山第五中学校 ２年 妹尾　俊明

会津若松市立第三中学校 ２年 二瓶　航熙

会津若松市立河東学園 ３年 鈴木　遙友

北塩原村立第一中学校 ２年 遠藤　友貴

福島県立会津学鳳中学校 ３年 棚橋　樹

いわき市立中央台南中学校 １年 佐々木　英人

いわき市立勿来第一中学校 ２年 鈴木　優音

賞 学校名 学年 生徒名

福島市立岳陽中学校 ３年 小坂　丈翔

福島市立蓬莱中学校 ３年 鈴木　陽太

福島市立信夫中学校 ２年 渡邊　丈樹

福島大学附属中学校 １年 佐藤　千皓

福島大学附属中学校 ２年 阿部　晄大

福島大学附属中学校 ２年 吉田　貴晴

福島大学附属中学校 ２年 渡邉　壮大

福島大学附属中学校 ３年 門馬　春佳

福島成蹊中学校 ３年 星　　琴音

須賀川市立第一中学校 １年 山田　直生

田村市立船引中学校 ２年 猪越　天綾

会津若松市立第三中学校 ３年 佐藤　香太朗

福島県立会津学鳳中学校 ３年 山田　絵里加

福島県立ふたば未来学園中学校 ３年 林　花音

いわき市立四倉中学校 ２年 山内　煌雅

いわき市立泉中学校 ３年 坂下　周悟

いわき市立植田中学校 ２年 北郷　友樹

中学生　　　奨励賞　１７名

奨
励

令和４年度福島県数学ジュニアオリンピックメダリスト一覧

中学生　　　金１名　銀７名　銅１３名　　合計２１名

銀

銅

令和４年度福島県数学ジュニアオリンピック奨励賞受賞者一覧


