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県総合体育大会ハンドボール女子　
第 3 位

下稲吉中　女子ハンドボール部

県総合体育大会ハンドボール男子　
準優勝

下稲吉中　男子ハンドボール部

県総合体育大会ソフトテニス
女子団体の部　準優勝

霞ヶ浦中　女子ソフトテニス部

県総合体育大会バレーボール
男子の部　準優勝

霞ヶ浦中　男子バレーボール部

県総合体育大会水泳競技
男子 100m バタフライ
第 5 位

霞ヶ浦中　七條陸空

県総合体育大会ソフト
テニス個人の部　第３位

霞ヶ浦中
中川紗良・浅野らら

JOC ジュニアオリ
ンピックカップ大会
茨城県バレーボール
選抜チーム選手

霞ヶ浦中　木内謙伸

全国中学校ソフトテニス
大会女子個人の部　第 5 位
関東中学校ソフトテニス
大会女子個人の部　第 3 位
JOC ジュニアオリンピック
カップソフトテニス選手権大会
女子個人の部　ベスト８

霞ヶ浦中
酒井菜々花・宮崎紫帆

中学生の税についての作文
全国納税貯蓄組合連合会
会長賞

霞ヶ浦中　大塚　連

関東中学校水泳競技大会
男子 200 ｍ背泳ぎ　第 3 位
県総合体育大会水泳競技
男子 200 ｍ背泳ぎ　準優勝

下稲吉中　大谷勇陽

県総合体育大会陸上競技
男子1年 1500m　優勝

霞ヶ浦中　齋藤涼太

県総合体育大会陸上競技
男子共通砲丸投げ　準優勝

霞ヶ浦中　大和田健太
JOC ジュニアオリ
ンピックカップ大会
茨城県ハンドボール
選抜チーム選手

霞ヶ浦中　藤井奏輔

県選抜中学校野球大会　優勝

下稲吉中　野球部平成 31年・令和元年中に、スポーツや学習面、文化活動などさまざまな分
野の大会やコンクールで優れた成績を収めた中学生・チームを紹介します。
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MOA 美術館かすみがうら市
児童作品展　県教育長賞

霞ヶ浦南小　坂本彩夏

茨城県低学年バドミントン
大会３年女子シングルス　優勝

霞ヶ浦南小　中泉琉花

MOA 美術館かすみがうら市
児童作品展　県知事賞

霞ヶ浦南小　塚本輝哉

全国小学生バドミントン選手権
大会茨城県予選会　第３位

新治小　大滝祢翔

茨城県小学生ゴーセンダブルス
バドミントン 大 会　 第３位

新治小　萩原絢菜

茨城県防犯ポスターコンクール
鍵かけによる空き巣や乗り物
盗防止の部　優良賞

志筑小　萩島舞依

平成 31 年・令和元年中に
会やコンクールで優れた成
を紹介します。

動などさまざまな分野の大
績を収めた小学生・チーム

B&G 全国ジュニア水泳競技大会小学
3・4 年生女子　50M 背泳ぎ　第 3 位
B&G スポーツ大会茨城県大会小学
3・4 年生女子　50M　背泳ぎ　優勝
B&G スポーツ大会茨城県大会小学
3・4 年生女子　50M　自由形　優勝

下稲吉東小　伊東琴美

茨城県芸術祭吟詠剣詩舞道大会
吟詠コンクール　義公杯　準優勝

下稲吉小　チーム名「海州流」

全国少年少女レスリング
選手権大会　準優勝

下稲吉小　内山陽誇

全国少年少女レスリング
選手権大会　準優勝

下稲吉小　清水陽菜璃

全日本バレーボール小学生大会茨城県大会女子の部
準優勝
茨城県小学生バレーボール選手権大会県大会　優勝

スポーツ鬼ごっこ全国大会　出場
いきいき茨城ゆめ国体スポーツ鬼ごっこ競技会

【U-12 の部】　第 3 位

茨城県ハンドボール大会新人戦 低学年の部 準優勝
茨城県総合選手権大会兼入江杯 混合低学年の部 第 3 位
茨城県少年少女関東全国予選　女子の部 第 3 位

関東小学生男女選抜ソフトボール大会茨城県予選 
女子の部 優勝
スポーツ少年団県大会 女子の部 準優勝

ホワイトウイング フェニックススポーツ少年団かすみがうらJVS 新治クラブ

スポーツや学習面、文化活
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