
令和元年度関東高校卓球大会茨城県予選会 土浦市

霞ヶ浦文化体育会館

【男子団体】優勝

　篠部　亮　（日大3-4）   渡邊直翔（日大1-4）

　星野峻佑   （日大3-2）   小山嵐士（日大3-2）

　川内谷風美（日大3-2）　染谷悠寿（日大2-3）

　鈴木皓貴　（日大3-3）　鍋島　典（日大1-3）　

【男子シングルス】

　第３位　川内谷風美（日大3-2）

　第４位　星野峻佑　（日大3-2）

　第５位　鈴木皓貴　（日大3-3）

　第６位　鍋島　典　（日大1-3）

【男子ダブルス】

　優勝　川内谷風美（日大３－２）・星野峻佑（日大3-2）

埼玉県・深谷市

ビックタートル

【男子団体】出場

　篠部　亮　（日大3-4）   渡邊直翔（日大1-4）

　星野峻佑   （日大3-2）   小山嵐士（日大3-2）

　川内谷風美（日大3-2）　染谷悠寿（日大2-3）

　鈴木皓貴　（日大3-3）　鍋島　典（日大1-3）　

【男子シングルス】

　３回戦　川内谷風美（日大3-2）

　１回戦　 星野峻佑   （日大3-2）

　１回戦　 鈴木皓貴　（日大3-3）

　３回戦　鍋島　典　（日大1-3）

【男子ダブルス】

　第３位　川内谷風美（日大３－２）・星野峻佑（日大3-2）

土浦市

霞ヶ浦文化体育会館

【男子団体】第２位

　篠部　亮　（日大3-4）   西村奏輝（日大2-3）

　星野峻佑   （日大3-2）   小山嵐士（日大3-2）

　川内谷風美（日大3-2）　染谷悠寿（日大2-3）

　鈴木皓貴　（日大3-3）　鍋島　典（日大1-3）　

卓
球
部

　部活動大会結果（令和元年度）

令和元年度茨城県高等学校総合体育大会　　　 6月20日

～

6月2日

添付資料（１）

（※結果は県大会以上）

種別・出場者

【女子団体】第８位

  伊藤千彩 （日大3-1）  田中来実　（日大2-1）  

  根本愛衣 （総合2-5）  前野佳那子(日大2-1)

　　　　　全国高等学校卓球大会茨城県予選会

～

6月22日

  黒川玲衣 （日大2-4）

令和元年度関東高校卓球大会 5月31日

開催場所期日

4月29日

～

5月1日



【男子シングルス】

　優勝　　川内谷風美（日大3-2）

　第２位　 鈴木皓貴　（日大3-3）

　第５位　 染谷悠寿　（日大2-3）

【男子ダブルス】

　第２位　小山嵐士（日大３－２）・染谷悠寿（日大2-3）

鹿児島県・鹿児島市

鹿児島アリーナ

【男子ダブルス】

【男子団体】第２位

　知久龍太（日大1-4）　渡邊直翔（日大1-4）

日立市

池の川さくらアリーナ

水戸市

～

総合体育館

～

総合体育館

11月13日

　染谷悠寿（日大2-3）　染谷海都（日大2-3）

　中尾　壮（日大1-1）  鍋島　典（日大1-3）

8月20日

【男子シングルス】

　２回戦出場　　川内谷風美（日大3-2）

　２回戦出場　　鈴木皓貴　（日大3-3）

　出場　小山嵐士（日大3-2）　染谷悠寿（日大2-3）

令和元年度茨城県高校卓球選手権大会 9月15日

　酒巻壮多（日大3-4）  西村奏輝（日大2-3）

　　　ジュニアの部茨城県予選会（ダブルス） アダストリアみとアリーナ

【男子ダブルス】

　第２位　染谷悠寿（日大2-3）　鍋島  典（日大1-3）

令和元年度茨城県高校卓球新人（団体）戦大会 ひたちなか市

　　　ジュニアの部茨城県予選会（シングルス） アダストリアみとアリーナ

【男子シングルス】

　第５位　鍋島　典（日大1-3）

令和元年度茨城県高校卓球選手権大会 10月26日 水戸市

【女子団体】第３位

　伊藤千彩（日大3-1）  田中来実　（日大2-1）  

　根本愛衣（総合2-5）  前野佳那子(日大2-1)

　黒川玲衣（日大2-4）

　黒川玲衣 （日大2-4）  根本愛衣（総合2-5）  

11月12日

【女子団体】第４位

令和元年度茨城県高校卓球新人（団体）戦大会 ひたちなか市

12月1日

【男子シングルス】

　優勝　　鍋島  典（日大1-3）

令和元年度第72回東京選手権大会 11月30日

　　ジュニアの部茨城県予選会

～

11月12日

  前野佳那子(日大2-1)　 田中来実（日大2-1）  

令和元年度全国高等学校総合体育大会　　　 8月15日

　　　　　卓球競技大会

～



【男子団体】第２位

　知久龍太（日総1-4）　渡邊直翔（日総1-4）

日立市

池の川さくらアリーナ

令和元年度第47回関東高等学校選抜卓球大会

【男子団体】第８位

　知久龍太（日総1-4）　渡邊直翔（日総1-4）

※3月25～28日，千葉ポートアリーナで開催される

　全国高等学校選抜卓球大会に出場予定

令和元年度第23回関東高等学校新人卓球大会

天皇杯・皇后杯

2020年全日本卓球選手権大会（ジュニアの部）

卓
球
部

【女子シングルス】

　７位　　前野佳那子(日大2-1)

【女子ダブルス】

　３位　　前野佳那子(日大2-1)・黒川玲衣(日大2-4)

【男子シングルス】 2月1日

　準優勝　染谷悠寿（日大2-3）

　４位　　鍋島  典（日総1-3）

【男子ダブルス】

  前野佳那子(日大2-1)　 田中来実（日大2-1）  

　黒川玲衣 （日大2-4）  根本愛衣（総合2-5）  

1月13日

12月27日

　優勝　　染谷悠寿（日大2-3）・鍋島  典（日総1-3）

　鍋島  典（日総1-3）

令和元年度茨城県高校卓球新人（個人）大会 1月30日 茨城県土浦市

～

霞ヶ浦文化体育会館

大阪府大阪市

丸善インテックアリーナ大阪

【男子シングルス】出場

　酒巻壮多（日大2-3）  西村奏輝（日大2-3）

11月30日

～
12月1日

【男子シングルス】

～

11月13日

　優勝　　鍋島  典（日総1-3）

【女子団体】リーグ２位

～

令和元年度第72回東京選手権大会

　　ジュニアの部茨城県予選会

12月25日 東京都八王子市

　酒巻壮多（日大2-3）  西村奏輝（日大2-3）

　中尾　壮（日総1-1）  鍋島　典（日総1-3）

エスフォルタアリーナ八王子

　染谷悠寿（日大2-3）　染谷海都（日大2-3）

【女子団体】第４位

  前野佳那子(日大2-1)　 田中来実（日大2-1）  

　黒川玲衣 （日大2-4）  根本愛衣（総合2-5）  

　中尾　壮（日総1-1）  鍋島　典（日総1-3）

　染谷悠寿（日大2-3）　染谷海都（日大2-3）



水戸市

茨城県武道館

筑西市

下館総合体育館

笠間市

笠間市民体育館

【女子団体】準優勝

　神郡麻里 （日大2-1）　菅原梨乃（総合2-5）　

　鬼島ななこ(総合2-5）  江田彩花（日大2-1）

笠間市

笠間市民体育館

【女子団体】準優勝

　神郡麻里 （日大2-1）　菅原梨乃（総合2-5）　

　鬼島ななこ(総合2-5）  江田彩花（日大2-1）

【男子団体】ベスト８ 水戸市

　小竹一輝 （日大2-2）　木村公大（日大2-4）　 茨城県武道館

　平林亮太朗(日大2-1）  初見遥太（日大2-2）

　大竹涼馬 （総合2-5）　倉金遼平（日大2-1）

　三浦雅貴 （日大1-4）　

【女子団体】準優勝 水戸市

　※第29回全国高等学校剣道選抜大会出場決定 茨城県武道館

　神郡麻里 （日大2-1）　菅原梨乃（総合2-5）　

　鬼島ななこ(総合2-5）  江田彩花（日大2-1）

　齋藤夢叶 （日大2-1）　関川空楽（日大1-2）

　大窪妃真 （日大1-3）　

【男子個人】 筑西市

　ベスト16 木村公大(日大2ｰ4) 下館総合体育館

平林亮太朗(日大2ｰ1)

剣
道
部

1月22日

1月28日

令和元年度茨城県高等学校剣道新人大会　兼　　

第29回全国高等学校剣道選抜大会茨城県予選会

1月21日

　齋藤夢叶 （日大2-1）　関川空楽（日大1-2）

　齋藤夢叶 （日大2-1）　関川空楽（日大1-2）

　大窪妃真 （日大1-3）　

　大窪妃真 （日大1-3）　

令和元年度第52回茨城県高等学校剣道勝ち抜き大会　　 11月13日

　鬼島ななこ(総合2-5）    江田彩花（日大2-1）

　齋藤夢叶 （日大2-1）

令和元年度第52回茨城県高等学校剣道勝ち抜き大会　　 11月13日

【女子団体】第３位　

　小林来夢 （総合3-5）　稲葉琉華（総合3-5）　

　神郡麻里 （日大2-1）　菅原梨乃（総合2-5）　

令和元年度茨城県高等学校総合体育大会　　　 6月19日

第66回全国高等学校剣道大会茨城県予選会

　小林来夢 （総合3-5）　稲葉琉華（総合3-5）　

　神郡麻里 （日大2-1）　菅原梨乃（総合2-5）　

　齋藤夢叶 （日大2-1）

令和元年度茨城県民総合体育大会　　　 5月14日

第66回関東高等学校剣道大会茨城県予選会

　鬼島ななこ(総合2-5）    江田彩花（日大2-1）

【女子団体】第４位　関東大会出場



【女子個人】

　ベスト16　神郡麻里(日大2ｰ1)

鹿島ハイツ

【女子団体】ベスト16

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
部

　信瀬茉奈  （日総1-3）　佐口蘭夢　（総合2-5）
　長澤果那   (日大2-2)　 増田奈夏 　(日大2-4)
　奈良田侑子（日総1-1）　中野さくら（日総1-4）
　栗崎由奈  （日総1-3）　小田愛莉　（日総1-4）

【男子個人】

ベスト8　田谷悠汰  （総合2-5）高岡優希（日大2-4）

ベスト16 佐久間啓輔（日総1-1）伊藤拓海 (日大2-2)

　岡本雅裕　 (日大2-2) 　山野遵利（総合2-5）

　諸山智弥　（総合2-5）　鈴木柊斗（日大2-3）

　田谷悠汰　（総合2-5）　高岡優希（日大2-4）

　佐久間啓輔（日総1-1）　伊藤拓海 (日大2-2)

令和元年度茨城県高等学校ソフトテニス新人大会 11月7日 北茨城市

～

磯原地区公園テニスコート

【男子団体】ベスト8 11月9日

茨城ハイスクールサマーカップ 9月1日 鹿嶋市

優勝　　　田谷悠汰　（総合2-5）高岡優希（日大2-4） スポーツプラザ

【女子個人】出場

ベスト16　佐久間啓輔（日総1-1）伊藤拓海 (日大2-2) テニスコート

ベスト16　諸山智弥　（総合2-5）鈴木柊斗（日大2-3）

　飯島哲平（総合3-5）　伊藤拓海(日大2-２)

　飯野菜摘（総合3-5） 　佐口蘭夢（総合2-5）

　ベスト16　吉田将真（総合3-5）　武田幸樹（総合3-5）

　吉田将真（総合3-5）　武田幸樹（総合3-5）

【男子個人】

　田谷悠汰（総合2-5）　高岡優希（日大2-4）

～

見川テニスコート

6月8日

【男子団体】第３位

　飯島哲平（総合3-5）　伊藤拓海(日大2-２)

令和元年度茨城県高等学校総合体育大会兼 6月7日 水戸市

北茨城市

関東高等学校ソフトテニス大会茨城県予選会

～

磯原地区公園テニスコート

4月28日

【男子団体】第３位

令和元年度茨城県高等学校ソフトテニス春季大会兼 4月27日

　上村　怜（総合3-5）　齊藤雄大（日大3-2）

　田谷悠汰（総合2-5）　高岡優希（日大2-4）

令和元年度全日本高等学校ソフトテニス大会茨城県予選会

　上村　怜（総合3-5）　齊藤雄大（日大3-2）

　吉田将真（総合3-5）　武田幸樹（総合3-5）



【女子団体】ベスト16

ラ
イ
フ
ル
射
撃
部

桜川市全国高等学校ライフル射撃競技選手権県予選 ６月１９日

　岡本雅裕　 (日大2-2) 　山野遵利（総合2-5）

　桐原好多　（総合2-5）　平間大輝 (日大2-3)

【男子団体】ベスト8

　田谷悠汰　（総合2-5）　高岡優希（日大2-4）

　佐久間啓輔（日総1-1）　伊藤拓海 (日大2-2)

11月9日

～

池の川さくらアリーナ

【女子個人】ベスト32
　信瀬茉奈（日総1-3）  佐口蘭夢（総合2-5）
　長澤果那（日大2-2）　増田奈夏（日大2-4）

令和元年度茨城県高等学校ソフトテニスインドア大会 12月24日

ベスト8　田谷悠汰  （総合2-5）高岡優希（日大2-4）

日立市

ベスト16 佐久間啓輔（日総1-1）伊藤拓海 (日大2-2)

　信瀬茉奈  （日総1-3）　佐口蘭夢　（総合2-5）
　長澤果那   (日大2-2)　 増田奈夏 　(日大2-4)
　奈良田侑子（日総1-1）　中野さくら（日総1-4）
　栗崎由奈  （日総1-3）　小田愛梨　（日総1-1）

　諸山智弥　（総合2-5）　鈴木柊斗（日大2-3）

【男子個人】

　佐久間啓輔（日総1-1）　伊藤拓海 (日大2-2)

　岡本雅裕　 (日大2-2) 　山野遵利（総合2-5）

令和元年度茨城県高等学校ソフトテニス新人大会 11月7日 北茨城市

　田谷悠汰　（総合2-5）　高岡優希（日大2-4）

磯原地区公園テニスコート

【男子団体】ベスト8

【女子個人】ベスト32
　信瀬茉奈（日総1-3）  佐口蘭夢（総合2-5）
　長澤果那（日大2-2）　増田奈夏（日大2-4）

　１７位　 五十嵐勝輝（国立２－６）

県営射撃場

【男子BR】

　１３位　 大内　翼　（日大３－３）

県営射撃場

【男子BR】

　２３位　齊藤直樹　（国立２－６）

　３１位　 江原航大　（日大３－３）

【女子BR】

　１４位　 川野邊了己（日大２－４）

関東高等学校ライフル射撃競技選手権県予選
５月１４

日
桜川市

　１６位　 大内　翼　（日大３－３）

　１７位　 飯嶋彰仁　（日大３－３）

　２２位　五十嵐勝輝（国立２－６）



【１回戦】対　竜ケ崎一高　３－８

田中藍奈（日総1-3）　谷島伶南（日総1-3）

 令和元年度バドミントン全国大会茨城県予選 石岡運動公園体育館

【男子団体】出場

　竹内元春（日大3-4）　石島壱晟（日大3-4）

　鈴木海翔（日大3-1）　藤原英奎（日大3-1）

　浅香理智（日大3-4）　鈴木　亨（日大2-3）

　瀬尾匠史（国立2-6）　宮田　輝（日大1-2）

 令和元年度新人バドミントン大会茨城県予選 土浦市

霞ヶ浦文化体育館

【男子団体】ベスト16

　瀬尾匠史（国立2-6）　鈴木　亨　（日大2-3）

　関　祥吾（日総1-2）　木村臣之介（日総1-2）

　小林直樹（日総1-3）　小林葵斗　（日大1-4）

　

【男子ダブルス】ベスト32

　瀬尾匠史（国立2-6）　鈴木　亨（日大2-3）

【男子シングルス】ベスト32

　鈴木　亨（日大2-3）

【女子シングルス】出場

　平　れな（日総1-4）

佐賀県・佐賀市

メートプラザ佐賀

ノーブルホームスタジアム水戸

女
子
硬
式
野
球
部

第43回全国高等学校総合文化祭・2019さが総文 7月29日

【新聞部門】（出場予定）

11月13日

　全国高等学校連合丹波　対　花咲徳栄（０－３）

第10回全国女子硬式野球ユース大会

9月14日 水戸市

埼玉県・加須市

　※全国高等学校連合・丹波の一員として出場 加須きずなスタジアム

【1回戦】

8月17日

【女子BR】

　１４位　川野邊了己（日大2-4）

日立市

　【１回戦】対　日立工業（８－１４） 日立市民球場

第72回秋季関東地区高等学校野球茨城県大会

部

　２４位　黒須大地　（日大2-3）

　２５位　五十嵐勝輝（国立2-6）

　３３位　吉原慎一郎（日大1-1）

桜川市

県営射撃場

【男子BR】

　２３位　齊藤直樹　（国立2-6）

茨城県高等学校ライフル射撃競技新人大会 11月5日

６月１１日

硬
式
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部

第１０１回全国高等学校野球選手権茨城大会 7月8日

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
部

11月7日

11月8日

　１８位　 齊藤直樹　（国立２－６）

　２６位　飯嶋彰仁　（日大３－３）



  2020こうち総文に出場決定

令和元年度全国高等学校総合体育大会 新潟県妙高市

第69回全国高等学校スキー大会

【男子回転・大回転】出場

　黒須悠太郎（日総1-3）

※県予選，回転・大回転ともに第１位

第75回国民体育大会冬季大会スキー競技 富山県富山市

「とやま・なんと国体2020」 たいらスキー場

【少年男子回転】出場

　黒須悠太郎（日総1-3）

第43回全国高等学校総合文化祭・2019さが総文 佐賀県立博物館・美術館

諸井　楓（日総1-3）

7月27日

～

7月31日【美術・工芸部門】

美
術
部

赤倉観光リゾートスキー場

2月6日

2月16日

～

2月19日

茨城県立並木中等教育学校

ス
キ
ー
部

2月3日

～

第11回茨城県高等学校新聞コンクール　優秀賞 12月3日

※第44回全国高等学校総合文化祭

ソ
ー
シ
ャ
ル
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ィ
ア
部

　猿山　祈（国立3-6）　佐藤壱哉（国立3-6）


