
部活動等大会及び結果報告

サッカー部
２回戦 赤穂 １２－０ 松川
準々決勝 赤穂 ０－４ 飯田
女子バレーボール
２回戦 赤穂 ２－１ 飯田OIDE １回戦 赤穂 ２－０ 上田染谷丘
３回戦 赤穂 ０－２ 飯田風越 ２回戦 赤穂 ０－２ 長野日大
順位決定戦 赤穂 ２－０ 伊那弥生 （ベスト１６進出）

赤穂 ２－０ 伊那北
（５位・県大会出場）

男子バレーボール
１回戦 赤穂 ２－１ 訪二葉 １回戦 赤穂 ２－０ 長野東
２回戦 赤穂 ２－０ 飯田 ２回戦 赤穂 ２－１ 岩村田
３回戦 赤穂 ０－２ 岡谷工業 準々決勝 赤穂 ０－２ 岡谷工業
順位決定戦 赤穂 １－２ 飯田OIDE （ベスト８進出）

赤穂 ２－０ 岡谷南
（７位・県大会出場）

男子バスケットボール
２回戦 赤穂 ９７－６５ 岡谷工業 １回戦 赤穂 １０７－４３ 長野工業
３回戦 赤穂 ８４－５７ 飯田 ２回戦 赤穂 ７８－７６ 野沢北
準決勝 赤穂 ５２－１３５ 東海大三 ３回戦 赤穂 ５３－１０３ 屋代
３位決定戦 赤穂 １１１－５６ 飯田風越 （ベスト８進出）

（第３位・県大会出場）
女子バスケットボール
１回戦 赤穂 ４３－１０９ 上伊那農業
女子ソフトボール
１回戦 赤穂 ２－１ 東海大三 ２回戦 赤穂 ６－４ 東海大三
２回戦 赤穂 ４－３ 飯田女子 ３回戦 赤穂 ４－７ 篠ノ井
決勝 赤穂 ９－５ 下諏訪向陽 （ベスト８進出）

（１７年ぶり優勝・県大会出場）
体操部
〈男子〉 春日崚治 総合４位・県大会出場 〈男子〉 春日崚治 出場
〈女子〉 松下帆乃香 総合２位・県大会出場 〈女子〉 松下帆乃香 総合５位
弓道部
〈男子団体〉 ４チーム参加　うち２チーム入賞 〈男子団体〉 Aチーム

（県大会出場） 　予選３位で決勝トーナメント進出
〈男子個人〉 加藤峻大 　決勝トーナメント１回戦敗退

　　５位入賞　県大会出場 Ｂチーム 予選敗退
竹松勇真　 〈男子個人〉 加藤峻大 ８射５中
　　６位入賞　県大会出場 竹松勇真　 ８射１中

〈女子団体〉 ４チーム参加　うち３チーム入賞 〈女子団体〉 Aチーム
（県大会出場） 　決勝進出をかけた競射で敗退

〈女子個人〉 米山亜希 Ｂチーム 予選敗退
　　６位入賞　県大会出場 Ｃチーム 予選敗退
池上友紀 〈女子個人〉 米山亜希 ８射４中
　　９位入賞　県大会出場 池上友紀 ８射５中（決勝進出）

決勝１２射８中（入賞ならず）
剣道部
〈男子団体〉 〈男子団体〉
予選リーグ 赤穂 ２－２ 諏訪清陵（本数勝ち） 赤穂 ４－０ 松本秀峰

赤穂 １－２ 飯田 赤穂 ０－３ 佐久長聖
赤穂 ２－１ 東海大三

決勝トーナメント 赤穂 ３－０ 上伊那農業
順位決定戦 赤穂 ３－２ 飯田OIDE長姫

赤穂 ３－１ 伊那北
〈男子個人〉 井坪凌雅 ベスト１６ ベスト１６

丸茂優太 ベスト１６

南信高等学校新人体育大会 長野県高等学校新人体育大会



男子テニス部
〈団体戦〉 〈団体戦〉
１回戦 赤穂 ４－１ 下諏訪向陽 １回戦 赤穂 ２－３ 松本蟻ヶ崎
２回戦 赤穂 ３－２ 東海大三
準決勝 赤穂 １－４ 諏訪清陵
３位決定戦 赤穂 ４－１ 伊那弥生ヶ丘

（第３位・県大会出場）
女子テニス部
〈団体戦〉 〈団体戦〉
２回戦 赤穂 ５－０ 諏訪二葉 ２回戦 赤穂 ２－３ 大町
準決勝 赤穂 ５－０ 松川
決勝 赤穂 １－４ 伊那弥生

（準優勝・県大会出場）
卓球部
〈男子団体〉 〈男子団体〉
１回戦 赤穂 ３－０ 上伊那農業 １回戦 赤穂 ３－１ 屋代
２回戦 赤穂 ３－０ 松川 ２回戦 赤穂 ０－３ 松商学園
決勝リーグ 赤穂 １－３ 飯田OIDE （ベスト１６）
決勝リーグ 赤穂 ２－３ 岡谷工業 〈女子団体〉
決勝リーグ 赤穂 ２－３ 飯田 １回戦 赤穂 ２－３ 上田西

（４位・県大会出場） 〈男子シングルス〉
〈女子団体〉 小松拓也 ベスト１６
１回戦 赤穂 ３－１ 伊那北 宮澤大和 １回戦敗退
順位決定戦 赤穂 ０－３ 飯田OIDE
順位決定戦 赤穂 ３－１ 辰野

（６位・県大会出場）
〈男子シングルス〉
小松拓也 優勝・県大会出場
宮澤大和 ベスト１６・県大会出場
中村優作 ４回戦敗退
上野福太朗 ２回戦敗退
北原知樹 ２回戦敗退
〈女子シングルス〉
網野希 ２回戦敗退
池上実果 ３回戦敗退
羽場栄利加 １回戦敗退
金倉七瀬 ２回戦敗退
荻村百香 ２回戦敗退
彈塚響 １回戦敗退
バドミントン部 ,
〈男子学校対抗〉 〈男子学校対抗〉

優勝（２年連続）・県大会出場 ３回戦敗退・第５位
〈男子ダブルス〉 〈男子ダブルス〉

小原・森本組 優勝・県大会出場 小原・森本組 １回戦敗退
下澤・宮沢組 第３位・県大会出場 下澤・宮沢組
北原・福沢組 ２回戦敗退 〈男子シングルス〉
藤澤・稲毛組 １回戦敗退 森本樹 ２回戦敗退

〈男子シングルス〉 小原一真 ２回戦敗退
森本樹 優勝・県大会出場 下澤大地 ２回戦敗退
小原一真 第２位・県大会出場
下澤大地 ベスト８・県大会出場
藤澤隆太 ２回戦敗退
宮澤佑宜 ２回戦敗退
北原樹 １回戦敗退

〈女子学校対抗〉 〈女子学校対抗〉
優勝（２年連続）・県大会出場 ３回戦敗退・第５位

〈女子ダブルス〉 〈女子ダブルス〉
海野・池戸組 優勝・県大会出場 海野・池戸組　 １回戦敗退



唐澤・水谷組 第２位・県大会出場 唐澤・水谷組　 １回戦敗退
塩澤・高嶋組 ベスト８ 〈女子シングルス〉
小林・伊藤組 １回戦敗退 海野奈々 １回戦敗退

〈女子シングルス〉 池戸加菜 １回戦敗退
海野奈々 優勝・県大会出場 唐澤里菜 １回戦敗退
池戸加菜 第３位・県大会出場 高嶋亜美 １回戦敗退
唐澤里菜 ベスト８・県大会出場
高嶋亜美 ベスト８・県大会出場
塩澤春香 ２回戦敗退
水谷朋香 １回戦敗退

陸上部 ［県大会］
〈男子〉 〈男子〉
800m 高坂雄也　２位 走高跳 宮島大介　８位
3000m障害 高坂雄也　５位 砲丸投 小松央　３位（北信越大会出場）
走高跳 宮島大介　４位 ハンマー投 小松央　７位

八種競技 唐木大河　８位
三段跳 白鳥照人　６位

石倉知輝　８位 〈女子〉
砲丸投 小松央　１位 1500m 堀内智加　７位
ハンマー投 小松央　１位 400mH 長谷川未来　３位
4×400mR ７位 走高跳 酒井茜　７位
八種競技 唐木大河　２位 渡邉友香　７位
対抗得点 ６位 走幅跳 関理帆　６位

やり投げ 佐々木彩　３位
蟹澤紗希　８位

サッカー　選手権大会
１回戦 赤穂 ２－２ 塩尻志学館（PK戦勝利）
２回戦 赤穂 ２－０ 諏訪清陵
３回戦 赤穂 ０－３ 上田西
男子バスケットボール　選抜優勝南信地区大会
１回戦 赤穂 １１０－３４ OIDE長姫
２回戦 赤穂 １１７－３７ 茅野
３回戦 赤穂 １２８－４１ 岡谷東
準決勝 赤穂 ８０－３６   上伊那農業
決勝 赤穂 ５２－１５７ 東海大三 （準優勝）
県大会
1回戦 赤穂 ９４－５８ 岩村田
2回戦 赤穂 ７６－９８ 県ヶ丘 （ベスト８進出）
男子バレーボール　選手権南信地区大会
1回戦 赤穂 ２－１ 諏訪二葉

赤穂 ２－１ 伊那弥生ヶ丘
県予選第１ラウンド
1回戦 赤穂 ０－２ 上田千曲
女子バレーボール　選手権南信地区大会
1回戦　　　　　　 赤穂 ２－１ 岡谷南
2回戦 赤穂 ２－１ 阿智
県予選第１ラウンド
1回戦　　　　　　 赤穂 ２－１ 松本美須々ヶ丘
2回戦 赤穂 ０－２ 松商学園 （ベスト16進出）
卓球　長野県ジュニア卓球選手権
〈男子〉 〈女子〉
小松拓也 準優勝・全国オープン進出 網野希 ２回戦敗退
中村優作 ２回戦敗退 池上実果 ２回戦敗退
上野福太朗 ４回戦敗退 羽場栄利加 １回戦敗退
宮澤大和 ３回戦敗退 金倉七瀬 ２回戦敗退
北原知樹 ２回戦敗退 荻村百香 ２回戦敗退

彈塚響 ２回戦敗退

　　国体・選手権大会・選抜大会



弓道　長崎国体弓道競技少年女子の部
三浦和夏 近的９位

24射中１５的中（三浦５中）遠的１３位　トータル得点４４点（三浦１０点）
バドミントン JOC全日本ジュニアバドミントン選手権大会長野県予選会
〈男子ダブルス〉

下澤・小原組 ２回戦敗退
〈男子シングルス〉

小原一真 ベスト１６
下澤大地 １回戦敗退

〈女子ダブルス〉
海野・唐澤組 ベスト８
池戸・塩沢組 ベスト１６

〈女子シングルス〉
海野奈々 優勝・全日本大会出場
池戸加菜 ベスト８
唐澤里菜 ２回戦敗退

第３３回JOC全日本ジュニアバドミントン選手権大会
〈女子シングルス〉

海野奈々（長野） ０－２ 小林瑞季（大分）


