
全国スポーツ大会出場者　（交付式：平成３０年８月２２日（水）　１６：３０～　　３０２会議室）

対象者 出場大会名 日時・場所 団体・個人 予選大会結果及び全国大会結果

鹿島灘高等学校陸上部
横田　隼人
澤野　隆太郎
清宮　孝明

平成30年度全国高等学校定時制通信制体育
大会第53回陸上競技大会

平成30年8月9日～12日
東京都　駒沢オリンピック公園総
合運動場　陸上競技場

個人

・予選大会
　平成30年度茨城県高等学校定時制通信制体育大会陸上競技大会
　横田　隼人　　　男子走幅跳　2位
　澤野　隆太郎　 男子砲丸投　1位　　男子円盤投　1位
　清宮　孝明       男子砲丸投　3位　　男子円盤投　3位

鹿島灘高等学校剣道部
大川　一真
清水　誠也
大谷　祐介
佐々木　竜也

平成30年度全国高等学校定時制通信制体育
大会第49回剣道大会

平成30年8月6日
東京都　日本武道館

個人

・予選大会
　平成30 年度茨城県高等学校定時制通信制体育大会剣道大会
　大川　一真　　　男子個人　優勝
　清水　誠也　　　男子個人　準優勝
　佐々木　竜也　 男子個人　3位
  大谷　祐介　　　男子個人　4位
・大会結果
　茨城県　　　　　 男子団体　グループリーグ3位　敗退
　大川　一真　　　男子個人　3位
　清水　誠也　　　男子個人　2回戦敗退
　大谷　祐介　　　男子個人　3回戦敗退
　佐々木　竜也　 男子個人　2回戦敗退

鹿島灘高等学校バドミントン部
原　海希穂
鎌田　唯

平成30年度全国高等学校定時制通信制体育
大会第20回バドミントン大会

平成30年8月16日～19日
神奈川県　小田原市総合文化体
育館

個人

・予選大会
　平成30年度茨城県高等学校定時制通信制体育大会バドミントン競技大会
　原　海希穂　　女子シングルス　優勝
　鎌田　唯　　　　　　〃　　　　　　　 準優勝

鹿島灘高等学校柔道部
楠瀬　烈生
滝吉　瑠哉

平成30年度全国高等学校定時制通信制体育
大会第49回柔道大会

平成30年8月5日
東京都　講道館

個人

・予選大会
　平成30年度茨城県高等学校定時制通信制体育大会柔道大会
　楠瀬　烈生　　男子個人戦　3位
　滝吉　瑠哉　　男子個人戦　ベスト8

鹿島灘高等学校卓球部
藤崎　綾乃

平成30年度全国高等学校定時制通信制体育
大会第51回卓球大会

平成30年8月7日～9日
東京都　駒沢オリンピック公園総
合運動場　体育館

個人
・予選大会
　平成30年度茨城県高等学校定時制通信制体育大会卓球大会
　女子個人の部　3位

鹿島灘高等学校サッカー部
平成30年度全国高等学校定時制通信制体育
大会第28回サッカー大会

平成30年7月27日～31日
静岡県　清水総合運動場ほか

団体

・予選大会
　平成30年度茨城県高等学校定時制通信制体育大会サッカー競技大会
　1位
・大会結果
　1回戦敗退

日本スポーツ吹矢協会
かしまKSC支部
佐藤　登美子

第8回スポーツ吹矢全日本選手権大会
平成30年11月8日
東京都　墨田区総合体育館

個人
・予選大会
  第13回スポーツ吹矢茨城県大会
　五・六段クラス女子　1位



対象者 出場大会名 日時・場所 団体・個人 予選大会結果及び全国大会結果

清真学園高等学校女子弓道部
平成30年度全国高等学校総合体育大会弓道
競技大会

平成30年8月2日～5日
静岡県　小笠山総合運動公園
「エコパアリーナ」特設弓道場

団体

・予選大会
　全国高等学校弓道大会茨城県予選会
　女子団体　1位
・大会結果
　女子団体　5位

清真学園中学校女子弓道部
第15回全国中学生弓道大会
JOCジュニアオリンピック大会

平成30年8月18日～19日
東京都　全日本弓道連盟中央道
場ほか

団体

　・予選大会
　　平成30年度茨城県中学校総合体育大会
　　女子団体　1位
　　日向寺　美羽　女子個人1位
　・大会結果
　　女子団体　ベスト16
　　日向寺　美羽　女子個人　予選敗退

清真学園高等学校少林寺拳法部
平成30年度全国高等学校総合体育大会少林
寺拳法競技大会

平成30年8月3日～5日
愛知県　西尾市総合体育館

団体

・予選大会
　平成30年度第36回茨城県高等学校少林寺拳法大会
　女子単独演武　1位，2位，3位，5位，6位
　女子組演武　1位，3位，6位
　女子団体演武　1位，2位
・大会結果
　女子単独演武　鬼澤　美結　8位　櫻井　美佐希　予選敗退
　女子組演武　予選敗退
　女子団体演武　7位

武田　直己
馬場　大輔

第53回全日本サーフィン選手権大会（2018）
平成30年8月20日～25日
三重県　志摩市　国府の浜海岸

個人

・予選大会
　第1回波のり鉾田メロンカップ/NSA茨城南支部　支部予選代表選考会2018
　武田　直己　ロングボードメンクラス　　1位
　馬場　大輔　シニアクラス　　4位

鹿島高等学校卓球部
糸賀　華菜

平成30年度全国高等学校総合体育大会卓球
競技大会

平成30年8月3日～8日
愛知県　豊田市総合体育館

個人

・予選大会
　平成30年度県民総体兼全国高校総体卓球県予選会
　女子シングルス　5位
・大会結果
　女子シングルス　2回戦敗退

拳友会
秋葉　花音

第12回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大
会

平成30年10月8日
千葉県　幕張メッセ　イベントホー
ル

個人
・予選大会
　第12回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会関東地区選抜大会
　小学6年女子43kg以上　優勝

鹿島アントラーズユース
第42回日本クラブユースサッカー選手権（U-
18）大会

平成30年7月22日～8月1日
群馬県　前橋総合運動公園陸上
競技・サッカー場ほか

団体

・予選大会
　第42回日本クラブユースサッカー選手権（U-18）関東大会　　ベスト4
・大会結果
　ベスト16

鹿島アントラーズジュニアユース
第33回日本クラブユースサッカー選手権（U-
15）大会

平成30年8月15日～8月24日
北海道　帯広の森陸上競技場ほ
か

団体

・予選大会
　第24回関東クラブユースサッカー選手権（U-15）大会　　7位
・大会結果
　ベスト16



対象者 出場大会名 日時・場所 団体・個人 予選大会結果及び全国大会結果

鹿島アントラーズジュニア
JFAバーモントカップ第28回全日本U-12フット
サル選手権大会

平成30年8月17日～19日
東京都　駒沢オリンピック公園体
育館・屋内球技場

団体

・予選大会
　JFAバーモントカップ第28回全日本U-12フットサル選手権大会茨城県大会
　優勝
・大会結果
　準優勝

ホワイトスター
本村　美紅

全国こどもチャレンジカップ第11回全国大会
平成30年7月21日～22日
東京都　大田区総合体育館

個人

・予選大会
　2017年度全国子どもチャレンジカップ茨城県大会
　チャレンジパフォーマンス部門　エアロビクス　2位
・大会結果
　チャレンジパフォーマンス部門　エアロビクス　10位

大成女子高等学校女子バレーボール
部
高安　七瀬

平成30年度全国高等学校総合体育大会女子
バレーボール競技大会

平成30年8月1日～5日
三重県　サオリーナ

個人

・予選大会
　平成30年度全国高等学校総合体育大会茨城県予選会　優勝
・大会結果
　グループ戦　敗退

鹿島学園高等学校レスリング部
芥川　隆博
三井　潤
鈴木　海斗
武井　研太
藤田　光星
硎屋　亮太郎
高森　新世
渡辺　慶二
清水　大輔
澤田　雄斗
加藤　大翔

第34回全国高校生グレコローマンスタイルレス
リング選手権

平成30年8月17日～19日
大阪府　堺市金岡公園体育館

個人

・予選大会
　平成30年度県民総体レスリング競技
　芥川　隆博　　　51kg級　2位
　三井　潤　　　　 55kg級　1位
　鈴木　海斗      60kg級　1位
　武井　研太　　　　　〃　　2位
　藤田　光星　　　65kg級　1位
　硎屋　亮太郎　　　〃　　  2位
　高森　新世　　　71kg級　1位
　渡辺　慶二　　　80kg級　1位
　清水　大輔　　　　　　〃　2位
　澤田　雄斗　　　92kg級　2位
　加藤　大翔　　　　〃　　　3位

新日鐵住金硬式テニス部
宗形　信二
宮尾　明博

ねんりんピック富山2018テニス交流大会
平成30年11月3日～5日
富山県　岩瀬スポーツ公園テニス
コート

個人
・予選大会
　いばらきねんりんピックスポーツ大会
　男子60歳以上　優勝

茨城工業高等専門学校バドミントン部
松本　悠

第53回全国高等専門学校体育大会
第42回全日本高等専門学校バドミントン選手
権大会

平成30年8月25日～26日
鹿児島県　牧園アリーナ

個人
　・予選大会
　　平成30年度関東信越地区高等専門学校体育大会バドミントン競技
　　女子団体戦　1位

ウォーターメイツスイムクラブ鹿島
中村　実夢

第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏
季水泳競技大会

平成30年8月22日～26日
東京都　辰巳国際水泳場

個人
　　第41回全国JOC夏季水泳競技大会茨城県予選会にて標準記録を突破
　　200m自由形　2:04.68

ウォーターメイツスイムクラブ鹿島
中村　実夢

第73回国民体育大会水泳競技大会
平成30年9月15日～17日
福井県　敦賀市総合運動公園
プール

個人
　　2018年度いきいき茨城ゆめカップにて標準記録を突破
　　400m自由形　4:20.57


