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令和４年度　茨城県中学校体育連盟表彰校及び表彰者一覧
【競技大会】

１　優秀学校賞

学　　校　　名 種　　目 大　　会　　名 成　績

東海村立東海中学校 第１９回全国中学生弓道大会 優勝

2 取手市立取手第一中学校
第５３回全国中学校ソフトテニス大会 第２位

県総合体育大会３年連続 優勝

つくば市立手代木中学校 第５１回関東中学校ハンドボール大会 優勝

鹿嶋市立鹿島中学校 サッカー 県総合体育大会３年連続 優勝

守谷市立けやき台中学校 ハンドボール・女子 県総合体育大会３年連続 優勝

２　優秀選手賞

氏　　名 学校名・年 種　　目 大　　会　　名 成　績

1 黒澤　諒介 水戸三・３
陸上・男子２００ｍ 第４９回全日本中学校陸上競技選手権大会 第１位

陸上・３年男子１００ｍ 第５０回関東中学校陸上競技大会 第１位

2 香取　奈摘 三和・２
陸上・女子１００Ｈ 第４９回全日本中学校陸上競技選手権大会 第１位

陸上・女子１００Ｈ 第５０回関東中学校陸上競技大会 第１位

3 中澤　心暖 古河三・３
水泳・女子平泳ぎ２００ｍ 第６２回全国中学校水泳競技大会（競泳） 第１位

水泳・女子平泳ぎ１００ｍ 第６２回全国中学校水泳競技大会（競泳） 第３位

高木　美江子 東海・３

弓道・女子団体 第１９回全国中学生弓道大会 第１位
宮内　七菜 東海・３

森山　空羽 東海・３

跡部　和奏 東海・３

大門　登馬 取手一・３

ソフトテニス・男子 第５３回全国中学校ソフトテニス大会 第２位

白川　隼平 取手一・３

髙嶋　雅弥 取手一・３

本間　優作 取手一・３

海老原　寿一 取手一・２

柿原　壮来 取手一・２

カテイ　サガル 取手一・１

新井　琉之佑 取手一・１

矢口　瞳真 土浦六・３ 男子レスリング８５ｋｇ級 第４８回全国中学生レスリング選手権大会 第３位

内山　陽誇 下稲吉・３ 女子レスリング７３ｋｇ級 第４８回全国中学生レスリング選手権大会 第３位

近藤　昌太 手代木・３

ハンドボール・男子 第５１回関東中学校ハンドボール大会 第１位

永井　麒仁 手代木・３

太田　晴斗 手代木・３

吉田　健伸 手代木・３

岡田　大地 手代木・３

岡野　斗綺 手代木・３

篠内　崇人 手代木・３

渡辺　晶 手代木・３

松本　玲央 手代木・３

平田　涼 手代木・３

天谷　遥太 手代木・３

富岡　泰智 手代木・２

黒田　晃 手代木・３

奥野　瑛介 手代木・２

山口　真旺 手代木・２

五十嵐　新太 中郷・３ 陸上・３０００ｍ男子 第５０回関東中学校陸上競技大会 第１位

嶋﨑　結己 竹園東・３ 陸上・男子１１０ｍH 第５０回関東中学校陸上競技大会 第１位

大塚　逸生 土浦一・２ 水泳・男子自由５０ｍ 第４６回関東中学校水泳競技大会 第１位

余村　洋斗 牛久一・３ 水泳・男子背泳２００ｍ 第４６回関東中学校水泳競技大会 第１位

上野　啓祐 石下・２ 水泳・男子平泳２００ｍ 第４６回関東中学校水泳競技大会 第１位

大出　らん 牛久一・２ 卓球・女子個人 第５０回関東中学校卓球大会 第１位

鶴見　那鳳 境一・３ 剣道・女子個人 第４７回関東中学校剣道大会 第１位

滝田　凜彩 下館南・１ 駅伝・女子 第３１回関東中学校駅伝大会 ４区区間賞

柴田　結萌 中郷・２ 駅伝・女子 第３１回関東中学校駅伝大会 ５区区間賞

ハンドボール・男子

ソフトテニス・男子

弓道・女子
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３　指導者功労賞

氏名 学　　　校　　　名 種　目　　･　　種　別

鈴木　貴史 東海村立東海中学校 弓道・女子

青島　良治 取手市立取手第一中学校 ソフトテニス・男子

大原　雅広 つくば市立手代木中学校 ハンドボール・男子

石井　輝 鹿嶋市立鹿島中学校 サッカー

大山　佳子 守谷市立けやき台中学校 ハンドボール・女子

秋庭　武雄 古河市立古河第三中学校 水泳

鈴木　博子 水戸市立第三中学校 陸上競技

青木　淳 古河市立三和中学校 陸上競技

土田　悠太 つくば市立竹園東中学校 陸上競技

大堀　翼 北茨城市立中郷中学校 陸上競技

渡部　由紀枝 牛久市立牛久第一中学校 卓球・女子

池邊　則夫 牛久市立牛久第一中学校 水泳競技

中田　蒼大 筑西市立下館南中学校 駅伝・女子

山口　昇 常総市立石下中学校 水泳競技

秋元　有喜 境町立境第一中学校 剣道・女子

【マナーアップ＆クリーン作戦】

最優秀賞（ポスターの部）

氏名 学校名（学年）

郷田　りこ 筑西市立下館西中学校

優秀学校賞（部活動）

学　　校　　名 種　　　　目

水戸市立見川中学校 バレーボール部（男子）

日立市立久慈中学校 バスケットボール部（女子）

第67回関東中学校保健体育研究協議会千葉大会 青木　大地 水戸市立飯富中学校

土浦市立土浦第二中学校 陸上競技部（男女）

神栖市立神栖第四中学校 卓球部（女子）

八千代町立八千代第一中学校 陸上競技部（男女）

第67回関東中学校保健体育研究協議会千葉大会 水野　侑斗 利根町立利根中学校

【研究大会発表者】

大　　会　　名 氏　　名 学　　校　　名


