
賞 学校名

最高学校賞 国立大学法人福島大学附属小学校

福島市立清明小学校

桑折町立醸芳小学校

須賀川市立第二小学校

須賀川市立阿武隈小学校

いわき市立平第五小学校

福島市立三河台小学校

会津若松市立大戸小学校

会津若松ザベリオ学園小学校

賞 学校名

最高学校賞 国立大学法人福島大学附属中学校

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

いわき市立平第一中学校

会津若松ザベリオ学園中学校

相馬市立中村第二中学校

いわき市立内郷第二中学校

特別賞

優秀学校賞

令和元年度福島県算数ジュニアオリンピック 学校賞 一覧

令和元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４校　特別賞３校　　合計 ８校

小学校　最高学校賞１校　優秀学校賞５校　特別賞３校　　合計 ９校

優秀学校賞

特別賞



賞 学校名 学年 児童名
福島大学附属小学校 ６年 佐藤　理久
郡山市立橘小学校 ５年 渡辺　稜生
郡山市立開成小学校 ６年 木村　洸太
須賀川市立阿武隈小学校 ５年 髙田　隆平
田村市立船引小学校 ６年 丹野　剛月
福島市立福島第二小学校 ５年 清野　杜羽
福島市立清明小学校 ６年 中濵　亜子
福島市立三河台小学校 ６年 鴨志田　侑大
福島大学附属小学校 ５年 吉田　貴晴
広野町立広野小学校 ６年 林　　 花音
いわき市立中央台北小学校 ６年 福田　陽也
いわき市立植田小学校 ５年 北郷　友樹
福島市立福島第二小学校 ５年 渡邉　壮大
福島市立渡利小学校 ６年 山田　至恩
福島市立渡利小学校 ６年 齊藤　真紘
福島市立矢野目小学校 ６年 白坂　柊弥
福島市立飯坂小学校 ５年 誉田　晄平
福島大学附属小学校 ６年 七島　響
福島大学附属小学校 ６年 鴫原　月那
伊達市立柱沢小学校 ６年 寺嶋　悠人
桑折町立醸芳小学校 ６年 菅野　巴麒
会津若松市立一箕小学校 ５年 大澤　礼佳
会津若松市立大戸小学校 ６年 山田　絵里加
猪苗代町立猪苗代小学校 ６年 小林　久也
相馬市立桜丘小学校 ６年 齋藤　里紗
いわき市立平第五小学校 ６年 鯨岡　陽奏
いわき市立四倉小学校 ６年 鈴木　惇也
いわき市立泉北小学校 ６年 矢吹　朋也
いわき市立磐崎小学校 ６年 鈴木　健太

賞 学校名 学年 児童名

福島市立福島第三小学校 ５年 西形　天佑
福島市立清明小学校 ６年 斉藤　光希
福島市立森合小学校 ６年 吾妻　弘望
福島大学附属小学校 ６年 義久　友彩
福島大学附属小学校 ６年 幡　研人
二本松市立石井小学校 ６年 三浦　希美
郡山市立行健第二小学校 ５年 宮本　悠之介
郡山市立柴宮小学校 ６年 保田　陽輝
郡山ザベリオ学園小学校 ６年 星　琴音
須賀川市立第二小学校 ６年 根本　奏
須賀川市立阿武隈小学校 ６年 斎藤　滉大
小野町立夏井第一小学校 ６年 長久保　迪男
白河市立白河第三小学校 ５年 小牧　駿介
棚倉町立棚倉小学校 ６年 根本　大嗣
会津若松市立謹教小学校 ６年 佐藤　香太朗
会津若松市立日新小学校 ５年 二瓶　航熙
会津若松市立永和小学校 ６年 棚橋　　 樹
会津若松市立河東学園小学校 ５年 鈴木　智晴
会津若松ザベリオ学園小学校 ５年 愛澤　花凛
喜多方市立松山小学校 ６年 唐橋　君幸
喜多方市立塩川小学校 ６年 山口　優颯
会津坂下町立坂下東小学校 ５年 菊地　雄妃
会津美里町立宮川小学校 ５年 星　　帆香
南相馬市立石神第二小学校 ６年 岡田　宗太
いわき市立平第一小学校 ６年 飯塚　千尋
いわき市立平第三小学校 ６年 伏見　光
いわき市立高久小学校 ５年 鵜沼　蓮
いわき市立湯本第三小学校 ６年 新妻　翔和

奨
励

令和元年度福島県算数ジュニアオリンピックメダリスト一覧

令和元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
小学生　　　奨励賞　２８名

小学生　　　　　　金５名　銀７名　銅１７名　　　合計２９名

金

銀

銅



賞 学校名 学年 生徒名

福島大学附属中学校 ３年 大須賀　太一
福島大学附属中学校 ３年 服部　想惟
福島市立松陵中学校 １年 遠藤　滉祐
福島大学附属中学校 ３年 宍戸　愛茉
大玉村立大玉中学校 ３年 武田　修輝
郡山市立郡山第二中学校 ２年 菊池　周　
須賀川市立第二中学校 １年 岩井　翔太
西郷村立西郷第二中学校 ３年 佐藤　壮真
会津若松ザベリオ学園中学校 ２年 佐藤　賢之介
いわき市立小名浜第一中学校 １年 蛭田　　黎
福島市立福島第四中学校 ２年 大内　葵衣
福島大学附属中学校 ３年 安齋　康介
福島大学附属中学校 １年 大山　峻
郡山市立郡山第二中学校 ２年 阿部　桂大
郡山市立郡山第五中学校 ２年 藤本　理孝
郡山ザべリオ学園中学校 ２年 小野　健太郎
福島県立会津学鳳中学校 ３年 鈴木　啓也
相馬市立中村第二中学校 ３年 横山　　翔
南相馬市立原町第一中学校 ３年 石橋　和也
いわき市立平第一中学校 １年 冨塚　太希
いわき市立平第三中学校 １年 大藤　豊弘
いわき市立中央台北中学校 ３年 酒井　宏樹
いわき市立内郷第二中学校 ２年 小林　欣史
いわき秀英中学校 ２年 赤津　拓哉

賞 学校名 学年 生徒名

福島市立清水中学校 ３年 渡邊　諒真
福島市立松陵中学校 ３年 遠藤　由李香
福島成蹊中学校 ３年 服部　ひなた
福島成蹊中学校 ２年 吉野　鼓
二本松市立小浜中学校 ２年 浦山　晄太朗
本宮市立本宮第二中学校 １年 佐藤　侑輝
郡山市立小原田中学校 ３年 森田　悠志
矢吹町立矢吹中学校 ３年 吉田　粋
会津若松市立一箕中学校 ３年 千葉　瑞輝
新地町立尚英中学校 ２年 早川　陸斗
広野町立広野中学校 ３年 大越 理夏
いわき市立平第一中学校 ２年 飯田　賢
いわき市立江名中学校 ３年 志賀　敏哉
いわき市立内郷第一中学校 ２年 朝倉　樹名子

奨
励

中学生　　　　　　金２名　銀８名　銅１４名　　合計２４名

令和元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　　　奨励賞　１４名

令和元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

銀

銅

金


