
部活動等大会及び結果報告

サッカー部サッカー部サッカー部サッカー部
２回戦 ２－３飯田OIDE長姫

女子バレーボール女子バレーボール女子バレーボール女子バレーボール
２回戦 ２－０阿智 １回戦 ２－０小諸商業
３回戦 ０－２諏訪二葉 ２回戦 ０－２都市大塩尻
順位決定戦 ２－０飯田

２－０伊那弥生
５位・県大会出場

男子バレーボール男子バレーボール男子バレーボール男子バレーボール
２回戦 １－２諏訪二葉

男子バスケットボール男子バスケットボール男子バスケットボール男子バスケットボール
２回戦 ９８－５９下諏訪向陽 １回戦 ８７－５９大町・大町北
３回戦 ９３－６１上伊那農業 ２回戦 ８２－５７野沢南
準決勝 ９０－５２岡谷南 ３回戦 ５２－７０市立長野
３位決定戦 ４５－１５７東海大三 ベスト８

準優勝・県大会出場
女子バスケットボール女子バスケットボール女子バスケットボール女子バスケットボール
１回戦 ４７－７３諏訪二葉
女子ソフトボール女子ソフトボール女子ソフトボール女子ソフトボール
１回戦 １６－１伊那西 ２回戦 ３－０市立長野
２回戦 １０－０飯田風越 ３回戦 １４－０伊那西
決勝 ４－３東海大三 準決勝 １－３長野商業

優勝・県大会出場 代表決定戦 ３－５学園長野
第３位

体操部体操部体操部体操部
〈男子〉 春日崚治 春日崚治

（個人総合３位・県大会出場） （個人総合第１３位）
〈女子〉 松下帆乃香 松下帆乃香

（個人総合２位・県大会出場） （個人総合第６位）
弓道部弓道部弓道部弓道部
〈男子団体〉 Ａ・Ｂの２チーム参加　 〈男子団体〉 予選　40射23中　敗退

Ａチーム優勝、県大会出場
〈男子個人〉 １６名参加、１１名決勝進出 〈女子団体〉

２名県大会決定競射に進出 予選　40射24中　ベスト８による決勝トーナメントへ
入賞ならず トーナメント１回戦　赤穂14中　対　松商学園10中

〈女子団体〉 A・Bの２チーム参加 トーナメント２回戦　赤穂12中　対　屋代13中
Aチーム４位入賞、県大会出場 ３位決定戦　     　 赤穂14中　対　須坂10中

〈女子個人〉 １８名参加、１０名決勝進出 第３位・北信越大会出場
入賞ならず

剣道部剣道部剣道部剣道部
〈男子団体〉 〈男子団体〉
予選 ２－２伊那弥生ヶ丘（本数勝ち） 予選 ２－１蟻ヶ崎

４－０阿南 １－１篠ノ井
２－１上伊那農業 １－０上田西

決勝トーナメント ２－２伊那北（本数勝ち） 勝ち点の同じ篠ノ井に勝者数で及ばず
準決勝 ２－２飯田（代表者戦勝ち） リーグ敗退
決勝 ２－２上伊那農業（代表者戦勝ち）

優勝・県大会出場
〈男子個人〉 〈男子個人〉
今泉伶 ３位・県大会出場 今泉伶 初戦敗退

男子テニス部男子テニス部男子テニス部男子テニス部
〈団体戦〉 〈団体戦〉

第４位・県大会出場 初戦敗退
〈シングルス〉 〈シングルス〉
相馬拳也 優勝・県大会出場 相馬拳也 初戦敗退
女子テニス部女子テニス部女子テニス部女子テニス部
〈団体戦〉 〈団体戦〉

南信高等学校総合体育大会 長野県高等学校総合体育大会



３位・県大会出場 初戦敗退
〈シングルス〉 〈シングルス〉
松川遥菜 ４位・県大会出場 松川遥菜 初戦敗退
〈ダブルス〉 〈ダブルス〉
松川・小松組 ５位・県大会出場 松川・小松組 初戦敗退
山崎・若林組 ７位・県大会出場 山崎・若林組 初戦敗退
卓球部卓球部卓球部卓球部
〈男子団体〉 〈男子団体〉
１回戦 ３－０諏訪清陵 １回戦 ３－１創造学園
２回戦 ３－０阿智 ２回戦 ２－３須坂
準決勝 １－３飯田OIDE長姫
３位決定戦 ３－０岡谷工業 〈男子ダブルス〉

３位・県大会出場 小松・森本組 ２回戦敗退
〈男子ダブルス〉
小松・森本組 優勝・県大会出場 〈男子シングルス〉
〈男子シングルス〉 小松拓也 ベスト８
小松拓也 優勝・県大会出場 森本優太 １回戦敗退
森本優太 ３位・県大会出場 宮澤大和 １回戦敗退
宮澤大和 ９位・県大会出場
〈女子団体〉
１回戦 １－３伊那弥生ヶ丘
バドミントン部バドミントン部バドミントン部バドミントン部
〈男子団体〉 〈男子団体〉
　　優勝・県大会出場 　　２位・北信越大会出場
〈男子ダブルス〉 〈男子ダブルス〉

小原・峯坂組 優勝・県大会出場 森本・宮下組 ベスト８
森本・宮下組 第２位・県大会出場 〈男子シングルス〉
下澤元・御子柴組第３位・県大会出場 森本樹 べスト８

〈男子シングルス〉 〈女子団体〉
森本樹 優勝・県大会出場 　　３位・北信越大会出場
下澤元紀 第２位・県大会出場 〈女子ダブルス〉
峯坂 第３位・県大会出場 池戸・海野組 ベスト８
小原 第５位・県大会出場 〈女子シングルス〉
宮下 第５位・県大会出場 海野奈々 ベスト８

〈女子団体〉 唐澤里菜 ベスト１６
　　優勝・県大会出場
〈女子ダブルス〉

池戸・海野組 優勝・県大会出場
唐澤・水谷組 第２位・県大会出場

〈女子シングルス〉
海野奈々 第２位・県大会出場
唐澤里菜 第３位・県大会出場
池戸加菜 第５位・県大会出場

陸上部陸上部陸上部陸上部
〈男子〉 〈男子〉
200m 浦野亜嵐　５位 砲丸投 小松央 ５位・北信越出場
400m 木下悠也　５位 八種競技 唐木大河 ７位

浦野亜嵐　７位
800m 下井颯太　５位
400mH 平沢大地　８位
走高跳 宮島大介　８位
砲丸投 小松央　１位
円盤投 小松央　１位
ハンマー投 小松央　１位

奥田健太　1位
奥田峻介　1位

4×400mR ３位 浦野亜嵐
木下悠也
畑佐峻介
平沢大地
高坂雄也
下井颯太

八種競技 唐木大河　２位



対抗得点 ５位
〈女子〉
1500m 堀内智加　８位
400mH 長谷川未来　６位
走高跳 奥田藍美　５位
やり投げ 佐々木彩　２位
フェンシング部フェンシング部フェンシング部フェンシング部

〈個人対抗男子エペ〉小松勇貴
準決勝 １５対１３
決勝 ４対１０

水泳部水泳部水泳部水泳部
男子男子男子男子 100m自由形 井口翔太 ６位・北信越出場
100m自由形 井口翔太 ２位 50m自由形 井口翔太 ４位・北信越出場
50m自由形 井口翔太 ４位 100m背泳ぎ 下村龍司 １４位
100m背泳ぎ 下村龍司 ３位 200m背泳ぎ 下村龍司 １５位
200m背泳ぎ 下村龍司 ４位 女子女子女子女子
女子女子女子女子 50m自由形 中村菜々子 ２位・北信越出場
50m自由形 中村菜々子 １位 伊東未貴 ２２位

伊東未貴 ９位 100m背泳ぎ 中村菜々子 ４位・北信越出場
100m背泳ぎ 中村菜々子 ３位 200m平泳ぎ 佐々木来那 ９位
200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 伊東未貴 ４位 100m平泳ぎ 佐々木来那 １３位
100m平泳ぎ 佐々木来那 ３位 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 伊東未貴 １４位
200m平泳ぎ 佐々木来那 ３位


