添付資料（２）

部活動大会結果（令和２年度）
（※結果は県大会以上）

卓
球
部

種別・出場者
茨城県高等学校卓球選手権大会
男子シングルス
優勝
鍋島 典(２年５組)
準優勝 染谷悠寿(３年３組)

期日
7月23日

開催場所
下館総合体育館

全日本卓球選手権大会ジュニアの部茨城県予選会
男子シングルス
優勝
鍋島 典(２年５組)
第５位 小口悠斗(１年４組)

9月12日
・
21日

池の川さくらアリーナ

茨城県高等学校卓球新人大会(全国総体県予選代替大会)
男子団体
優勝
渡邊直翔(２年１組)
中尾 壮(２年２組)
鍋島 典(２年５組)
海東桃怜(１年３組)
麦倉琉雅(１年４組)
小口悠斗(１年４組)
瀧本 亘(１年５組)
中村 温(１年５組)

11月28日

かすみ防災アリーナ

関東高等学校選抜卓球大会
男子団体
第５位 渡邊直翔(２年１組)
中尾 壮(２年２組)
鍋島 典(２年５組)
海東桃怜(１年３組)
小口悠斗(１年４組)
麦倉琉雅(１年４組)
瀧本 亘(１年５組)

12月25日

中村

アダストリア水戸

～
29日

ぐんまアリーナ

～
27日

温(１年５組)

全日本卓球選手権大会ジュニアの部
男子シングルス
２回戦進出 鍋島 典(２年５組)
小口悠斗(１年４組)

1月11日
～

12日

大阪市中央体育館

令和２年度茨城県高等学校剣道大会(代替大会)

剣
道
部

【女子団体】準優勝
大窪妃真 （２年５組）
鹿内 花 (２年４組)
中島初稀 （２年３組）
江田唯花 （１年３組）
谷貝和花奈 (１年２組）

関川空楽（２年５組）
関 千嘉（２年２組）
木村真由 (１年５組）
吉川聖羅 (１年５組)

令和２年度第５３回茨城県高等学校剣道勝ち抜き大会
【女子団体】第三位
大窪妃真 （２年５組）
鹿内 花 (２年４組)
中島初稀 （２年３組）
江田唯花 （１年３組）

11月14日 水戸市
内原ヘルスパーク

関川空楽（２年５組）
関 千嘉（２年２組）
木村真由 (１年５組）

茨城県ソフトテニス連盟高等学校２０２０記念大会
【男子個人】
（代替大会）
第３位
田谷悠汰（３年５組）・高岡優希（３年５組）
第５位
岡本雅裕（３年２組）・山野遵利（３年５組）
第１１位
佐久間啓輔（２年１組）・伊藤拓海（３年２組）
【女子個人】
第１２位
佐口蘭夢（３年５組）・増田奈夏（３年４組）

8月11日 北茨城市
磯原地区公園テニスコート

令和２年度茨城県高等学校ソフトテニス新人大会
【男子団体】ベスト８
佐久間啓輔（２年１組）・原田興介（１年４組）
野沢紘希（２年２組）・木村創大（２年３組）
小島颯太（２年３組）・菅谷日向登（２年３組）
海老原章登（１年３組）・谷真弥（１年６組）

11月12日 水戸市
見川テニスコート
11月14日
～

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
部

8月23日 水戸市
茨城県武道館

【男子個人】
第３位
佐久間啓輔（２年１組）・原田興介（１年４組）
ベスト８
野沢紘希（２年２組）・木村創大（２年３組）
ベスト１６
海老原章登（１年３組）・菅原大夢（１年４組）
令和２年度茨城県高等学校ソフトテニスインドア大会
【男子団体】ベスト８
佐久間啓輔（２年１組）・原田興介（１年４組）
野沢紘希（２年２組）・木村創大（２年３組）
小島颯太（２年３組）・菅谷日向登（２年３組）
海老原章登（１年３組）・菅原大夢（１年４組）

12月19日 日立市
池の川さくらアリーナ

令和２年度関東高等学校ライフル射撃競技選抜大会
茨城県予選会

10月27日 桜川市
茨城県営射撃場

【ビームライフル男子】
２０位 吉原慎一郎（２年３組）
２４位 安田咲哉（２年４組）
令和２年度茨城県高等学校ライフル射撃競技新人大会
ラ
イ
フ
ル
射
撃
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式
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女
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硬
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11月17日 桜川市
茨城県営射撃場

【ビームライフル男子】
１３位 吉原慎一郎（２年３組）
１４位 日下部孔祐（２年３組）
３０位 安田咲哉 （２年４組）
３３位 篠崎貴広 （１年２組）
３５位 佐藤忠之助（２年３組）
３８位 若林健吾 （２年２組）
３９位 石原啓幹 （１年１組）
４０位 廣瀬遥己 （１年５組）
４１位 岩本夏来 （１年１組）
【ビームライフル女子】
１６位 塩澤茉歩 （２年４組）
【ビームピストル男子】
９位 岩田虎琉 （１年１組）

笠間市

２０２０年 夏季茨城県高等学校野球大会
【３回戦】対 水戸一高 １－３

7月8日

第７３回秋季関東地区高等学校野球茨城県大会
【２回戦】対 石岡一高 ０－３

9月14日 水戸市

KWBF高等学校女子野球ユース大会出場

9月6日

笠間市民球場

ノーブルホームスタジアム水戸

埼玉県・加須市
田ヶ谷サンスポーツランド野球場

松山明日香（１年１組）
稲葉恋菜 （１年３組）
大塚亜美 （１年４組）
田中藍奈 （２年３組）

鈴木汐海 （１年２組）
皆川陽奈子（１年３組）
谷島伶南

（２年５組）

令和２茨城県新人バドミントン大会
【女子団体】ベスト８
平 れな（２年４組）・菊池真由（２年４組）
井関絢未（１年１組）・木村円香（１年２組）
菅山彩帆（１年３組）・清水陽菜（１年４組）
市川沙耶（１年６組）・谷畑妃音（１年６組）
【女子ダブルス】
ベスト１６
井関絢未(１年１組)・木村円香(１年２組)
出場
平 れな（２年４組）・菊池真由（２年４組）
市川沙耶（１年６組）・谷畑妃音（１年６組）
【女子シングルス】
ベスト３２ 井関絢未(１年１組)
出場
平 れな(２年４組)
谷畑妃音(１年６組）

11月12日 土浦市
11月13日 霞ヶ浦文化体育会館

11月6日 土浦市
霞ヶ浦文化体育会館

11月7日 土浦市
霞ヶ浦文化体育会館

茨城県高等学校放送コンテスト新人大会
【アナウンス部門】
第２位 緒方桃子（２年１組）
【オーディオピクチャー部門】
第３位 代表 塩澤茉歩（２年４組）

11月11日 水戸市
ザ・ヒロサワ・シティ会館

ー

ィ

メソ
デ
岐阜女子大主催文化創造デジタル作品コンクール
シ
【お家デジタルアーカイブ部門】
ア
部ル
特別賞 緒方桃子（２年１組）
ャ

茨城県高校新聞コンクール

部

文
芸
部

総
合
科
学
部

茨城の魅力を探究し発信する高校生コンテスト
【動画作品部門】入賞 代表 高松彩（２年４組）
令和２年度全国高等学校総合体育大会
第７０回全国高等学校スキー大会・茨城県予選
【男子回転・大回転】優勝
黒須悠太郎（２年３組）

オンライン審査

１２月

オンライン審査

2月4日
1月9日
～

ー

ス
キ

最優秀賞or優秀賞

１１月

1月10日

書類選考

令和２年度茨城県高等学校文芸部第２回中央大会
【俳句の部】最優秀賞
藤沼きらら（１年６組）
【短歌の部】佳作
緒方桃子（２年１組）
THK共育プロジェクト２０２０サイエンスキャッスル研究費
THK賞２０２０奨励賞
矢澤 寛典（２年４組） 福田 梨華（２年５組）
竹林 辰紘（１年４組） 沼田 航汰（１年４組）

福島県
檜枝岐温泉スキー場

12月

オンライン発表会

