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会 場 地 競 技 会 場 種 別 等 
平成 30 年 8 月 

4(土) 5(日) 6(月) 7(火) 

守谷市 常総運動公園総合体育館 男子 ● ● ●  

常総市 
水海道総合体育館 男子 ● ● ● ● 

県立水海道第二高等学校体育館 女子 ● ●   

坂東市 
坂東市総合体育館 男子・女子 ● ● ●  

県立岩井高等学校体育館 女子 ●    

 

競技会運営能力の向上や国体に向けた機運醸成を図ることを目的として、茨城国体の競技別

リハーサル大会が始まります。みんなで茨城県勢の優勝を目指して応援しよう！ 

守谷市、常総市、坂東市の３市で正式競技であるハンドボール 

競技のリハーサル大会を共催します！ 

（公財）日本ハンドボール協会などが主催する社会人ハンド 

ボールの全国大会です。 

今大会には茨城県代表として、地元の「水海道鬼怒清流クラブ

Jr.」、「茨城鬼怒 girls」が出場しますので、熱い応援をよろしくお

願いします！！ 

競技別リハーサル大会とは、２０１９年９月２８日から１１日間開催されるいきいき茨城ゆ

め国体・いきいき茨城ゆめ大会開催に向けたリハーサルのため、競技ごとに行われる大会です。 

茨城県守谷市・常総市・坂東市では、全国規模の大会「ジャパンオープンハンドボールトー

ナメント」が開催されます。 

 

水海道鬼怒清流クラブ Jr. 

ハンドボールは『走る・投げる・跳ぶ』の３要素が揃ったスポー

ツです。そして、あっと驚くようなシュート、目まぐるしく攻守の

入れ替わるスピード感、格闘技のようなパワー溢れるプレーが魅力

のスポーツです。地元チームの「水海道鬼怒清流クラブ Jr.」、「茨

城鬼怒 girls」の迫力あるプレー、華麗なシュートをぜひ見に来て

ください！！ 

  観戦無料 

 ○大会の見どころ 

○日程 

 ○第 23 回ジャパンオープンハンドボールトーナメント 

 ○競技別リハーサル大会とは 

茨城鬼怒 girls 



  

 2月 25日（日）、坂東市総合体育館で茨城国体 2019開催記念第 42回 

日本ハンドボールリーグ 大崎電気 × 北陸電力 戦が開催されました。 

 ３市のスポーツ少年団による交流試合、茨城国体イメージソング「そして未来へ」を歌う磯山

純さんの生出演、『送球ボーイズ』原作者によるサイン会＆単行本販売、大崎電気と北陸電力選手

によるサイン会を実施しました！  当日は 1,200人以上が来場し、大盛況でした！ 

 

【試合結果】   大崎電気 30（17-16，13-10）26 北陸電力 

第４２回 日本ハンドボールリーグ茨城大会を開催 

 

開始式 

神達会長・会田会長によるあいさつ 

記念品の贈呈・写真撮影を実施 

ハーフタイムショー 

磯山純氏・海一高チア部・石下紫峰高・ちびっこ

ソムリエダンスチームによる国体ＰＲ 

選手サイン会 

両チームの選手が来場者へサイン会を実施 

（写真は大崎電気・宮﨑大輔選手） 

『送球ボーイズ』原作者サイン会 

ハンドボール漫画『送球ボーイズ』原作者 

フウワイ氏によるサイン会を実施 

【開催概要】 

〔大会名称〕 第 42回日本ハンドボールリーグ 茨城大会 

〔開催日時〕 平成 30年 2 月 25日（日）    

〔主  催〕 公益財団法人日本ハンドボール協会 日本ハンドボールリーグ機構  

〔主  管〕 日本ハンドボールリーグ委員会  

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会  

〔運営協力〕 茨城県ハンドボール協会 茨城県守谷市教育委員会 茨城県常総市教育委員会 

茨城県坂東市教育委員会 

〔試合概要〕 大崎電気 OSAKI OSOL × 北陸電力ブルーサンダー  

〔入 場 料〕 一 般・大学生 1,500円 高  校  生 1,000円 中  学  生 500円 

小  学  生  300円 未 就 学 児   無料 

〔会  場〕 坂東市総合体育館 坂東市岩井 3086番地 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

【開催概要】 

〔大会名称〕 茨城国体 2019 開催記念 関東学生ハンドボール春季リーグ戦（女子１部リーグ） 

〔開催日時〕 平成３０年４月２２日（日） 開場８：０0一般観客入場１０：００  

〔会  場〕 常総市水海道総合体育館 常総市坂手町３５５２（きぬ総合公園内）  

〔試合概要〕 第１試合 11:00～  東女体 × 国士舘 

12:10～    歓 迎 式 

第２試合 12:30～  東海大 × 桐蔭大 

13:40～ いきいきゆめダンス 2019  

第３試合 14:00～  早稲田 × 日体大 

15:10～  ｲﾊﾞﾗｯﾊﾟｰﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｽﾃｰｼﾞ   

第４試合 15:30～  筑波大 × 日女体 

〔入 場 料 〕 無 料  

〔主  催〕 関東学生ハンドボール連盟 

〔主  管〕 いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会 

茨城県ハンドボール協会 

 

 4月 22日（日）、水海道総合体育館で茨城国体 2019開催記念関東学生 

ハンドボール春季リーグ戦(女子１部リーグ)が開催されました。 

 第一試合終了後には石田県国体局長、福地学連総括ほかご出席いただき、 

歓迎式を行いました。第二試合終了後には県立水海道第一高等学校チア 

リーディング部、県立石下紫峰高等学校の生徒のみなさんによる「いきいきゆめダンス 2019」の

披露♪第三試合終了後は総合司会の青木智也（常総市ふるさと大使）による国体開催へのメッセ

ージ＆イバラッパーパフォーマンスを披露♪ 

各大学の試合も白熱し、昨年に引き続き 1,000人以上の観客数となりました！ 

【試合結果】 

東女体 26 (18- 5, 8- 9) 14 国士舘 

東海大 27 (12-10, 15-10) 20 桐蔭大 
日体大 29 (13- 9, 16- 8) 17 早稲田 

筑波大 32 (17-10, 15-12) 22 日女体 

関東学生ハンドボール春季リーグ戦(女子１部リーグ)を開催 

 

歓迎式 

石田県国体局長、福地学連総括ほか 

写真撮影を実施 

いきいきゆめダンス 2019 

海一高チア部・石下紫峰高ダン

スチームによる国体ＰＲ 

 

ｲﾊﾞﾗｯﾊﾟｰﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｽﾃｰｼﾞ 

常総市ふるさと大使 茨城王 

青木氏によるﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ 

白熱した試合展開 

各大学で熱戦が繰り広げられた 

（写真は筑波大×日女体の試合） 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

〔募集期間〕 

  平成３１年６月２８日（金）まで 

〔設置期間〕 

  リハーサル大会 平成３０年８月３日（金）～８月７日（火）の５日間 

  本大会     平成３１年１０月２日（水）～１０月７日（月）の６日間 

〔設置場所〕 

  常総運動公園総合体育館・水海道総合体育館・坂東市総合体育館 

県立水海道第二高等学校・県立岩井高等学校 

〔のぼり旗〕 

  ○ １口 １万円・・・４セット（旗、ポール、固定パイプ、設置撤去費等） 

〔プランター〕※申請時期により、リハーサル大会、本大会どちらか一方の設置となります。 

  ○ １口 １万円・・・４セット（プランター、苗、土、シール、育成費等） 

 

 守谷市・常総市・坂東市、３市で開催するいきいき茨城ゆめ国体の趣旨に 

ご賛同いただき、企業・団体の皆様から、競技会場に歓迎装飾品として設置 

するのぼり旗、プランターの企業協賛を下記のとおり募集いたしますので、 

ご協力よろしくお願いします。 

 いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市実行委員会事務局では、大会運営ボランティア

を平成 31 年 3 月 31 日(日)まで募集しています。大会の成功に向けて積極的に取り組む意欲のあ

る方は、ぜひ応募ください！ 

いきいき茨城ゆめ国体 守谷市・常総市・坂東市 実行委員会 事務局 

@kokutai.hand 

@74kokutai 

http://www.kokutai-hand.com/ 

 ボランティアを募集しています！ 

企業協賛を募集しています！ 

ようこそ！○○市へ 

のぼり旗 

プランター用シール 

〒303-0034 茨城県常総市水海道天満町 4684番地（生涯学習センター2階） 

電話:0297-21-5120 / FAX:0297-21-5122 

 いきいき茨城ゆめ国体 守谷市・常総市・坂東市実行委員会 WEBサイト 


