
飯山高等学校 平成３０年度クラブ活動報告・大会結果【運動部】 

 

スキー部 

 

野球部 

・春季北信越高校野球長野県大会 北信予選 

  ●３－４ 篠ノ井 

 

・第１００回全国高校野球選手権記念長野大会 

  ２回戦 ○１０－０（６回 C）阿南   ３回戦 ●１－３ 松商学園 

 

・秋季北信越高校野球長野県大会 北信予選 

  ２回戦 ○５－０ 長野東  ３回戦 ○１０－３（７回 C） 須坂東 

  準決勝 ○５－２ 須坂創成  決勝 ●６－１１（延長１３回タイブレーク） 長野日大 

 

・秋季北信越高校野球長野県大会 

  ２回戦 ○３－２ 都市大塩尻  準々決勝 ●０－７（８回 C） 東海大諏訪 

 

陸上競技部 

・県春季陸上大会 

 男子ハンマー投げ・・・10位  女子円盤投げ・・・2位  女子ハンマー投げ・・・2位 

 

・北信高等学校総合体育大会（８位以上が県大会出場） 

【男子】◆５０００ｍ… ６位   ◆１１０ｍＨ…８位   ◆３０００ｍＳＣ…６位 

◆４×４００ｍＲ…７位   ◆砲丸投…８位   ◆円盤投…５位   ◆ハンマー投…２位，８位 

 【女子】◆１００ｍ…５位   ◆１５００ｍ…７位   ◆３０００ｍ …４位   ◆走幅跳 …１位 

◆三段跳…３位   ◆砲丸投…２位   ◆円盤投… １位   ◆ ハンマー投…１位 

◆学校対抗…５位 

 

・長野県高等学校総合体育大会（決勝進出のみ掲載） 

 【女子】◆走幅跳…２位   ◆三段跳…５位   ◆円盤投…３位   ◆ハンマー投…１位＝大会新 

     ⇒ 走幅跳・円盤投 ハンマーが北信越総体出場 

 

・北信越高等学校総合体育大会 

【女子】◆走幅跳…１６位   ◆ハンマー投…７位  ◆円盤投…５位 ⇒ 円盤投が全国総体出場 

 

・全国高等学校総合体育大会（伊勢陸上競技場） 

 【女子】円盤投…決勝進出ならず 

 

 

 

 



・北信高等学校新人体育大会 

【男子】◆１００ｍ…５位   ◆４００ｍ…４位   ◆８００ｍ…６位   ◆５０００ｍ…２位 

◆１１０ｍH…７位   ◆４００ｍH…７位   ◆３０００ｍＳＣ…７位 

◆ 走幅跳…２位   ◆三段跳…４位   ◆砲丸投…５位   ◆円盤投…２位 

◆ハンマー投…６位、８位   ◆やり投…６位   ◆４×１００ｍＲ…４ 位 

◆４×４００ｍR…３位   ◆学校対抗 …４位 

【女子】◆１００ｍ…６位   ◆１５００ｍ…８位   ◆３０００ｍ…７位 

◆走幅跳…１位、２位、７位   ◆砲丸投…２位   ◆円盤投…１位 

◆ハンマー投…１位（大会新）   ◆４×１００ｍＲ…８位   ◆４×４００ｍＲ…８位 

◆学校対抗…４位 

 

サッカー部 

・北信高等学校総合体育大会 

 １回戦 ○２－１ 須坂創成  ２回戦 ●２－８ 中野西 

 

・長野県高等学校総合体育大会 

【女子】１回戦● 佐久長聖 佐 

 

・高等学校女子サッカー選手権長野県大会 

 １回戦 ●０－１３ 長野日大 

 

男子バレーボール部 

・北信高等学校総合体育大会 

 １回戦 ○２－０ 更科農業  ２回戦 ●０－２ 松代 

 

女子バレーボール部 

・北信高等学校総合体育大会 

 １回戦 ○２－０ 北部  ２回戦 ○２－１ 長野南  準々決勝 ●０－２ 長野日大 

 《順位決定戦》 ●１－２ 長野西  ○２－０ 学園長野 ⇒ ７位・県大会出場 

 

・長野県高等学校総合体育大会 

 １回戦 ●０－２ 下諏訪向陽 

 

ソフトテニス部 

・北信高等学校総合体育大会 

 【女子団体】１回戦 ○２－１ 長野清泉  ２回戦●０－３ 長野吉田 

 《順位決定戦》●０－２ 長野東  ●０－２ 長野 ⇒ ８位・県大会出場 

 

・北信高等学校新人体育大会 

 【女子団体（須坂東と混成】リーグ戦●１－２ 長野吉田   ●１－２ 篠ノ井 

 

 



テニス部 

・北信高等学校総合体育大会 

 【男子団体】１回戦 ●０－３ 須坂 

 

・北信高等学校新人体育大会 

 【男子団体】１回戦 ●１－３ 長野西 

 

男子バスケットボール部 

・北信高等学校総合体育大会 

 １回戦 ●５０－５２ 松代 

 

女子バスケットボール部 

・北信高等学校総合体育大会 

 １回戦 ●４７－５０ 北部 

 

バドミントン部 

・北信高等学校総合体育大会 

 【男子団体】１回戦 ●０－３ 長野 

 【女子団体】１回戦 ●１－３ 長野日大 

 

男子ソフトボール部 

・長野県高等学校総合体育大会 

 決勝 ○９－２ 伊那弥生丘 ⇒ 北信越総体出場 

 

・北信越高等学校総合体育大会 

Ⅰ部準決勝 ●１－２ 日本文理（新潟） ◆第３代表決定戦 ●０－１４ 富山工（富山） 

◆第４代表決定戦 ○９－１ 星稜（石川）⇒ 全国総体出場 

 

・全国高等学校総合体育大会（熊野市総合グラウンド） 

◆２回戦 ●３－５ 明桜（秋田） 

 

女子ソフトボール部 

・北信高等学校総合体育大会 

 １回戦 ●長野西 ⇒ ９位・県大会出場 

 

・長野県高等学校総合体育大会 

 １回戦 ●０－１０ 長野西 

 

・北信高等学校新人体育大会 

１回戦 ○１１－３ 長野日大   ２回戦 ●０－１５ 市立長野 

順位戦 ○１７－１２ 長野西   ●１－８ 須坂東  ⇒ ６位・県大会出場 

 



弓道部 

・北信高等学校総合体育大会 

【男子個人】４位 

【女子個人】８位 ⇒県大会出場 

 

・長野県高等学校総合体育大会 

【女子個人】１回戦…８射７中で決勝へ   決勝…４射２中（競射で敗退） 

 

・北信高等学校新人体育大会 

 【男子団体】７位・県大会出場 

 【女子団体】６位・県大会出場 

 【男子個人】３位・県大会出場 

 

剣道部 

・北信高等学校総合体育大会 

【男子団体】《予選リーグ》●１－２ 屋代 ●１－２ 長野工業 ○３－０ 須坂創成 

《決勝Ｔ》１回戦 ○３－２ 篠ノ井  ２回戦 ●０－５長野商業 

《順位戦》●０－２ 屋代  ○２－２（代表 勝） 長野工業 ⇒ ７位・県大会出場 

 【女子団体】《予選リーグ》●０－５ 長野日大 ●１－３ 長野西 △２－２ 須坂 

《順位戦》●１－３ 須坂創成 ⇒１１位・県大会出場 

 

・長野県高等学校総合体育大会 

【男子】《予選リーグ》 ●０－３ 岡谷工   ●２－３ 松本蟻ヶ崎  ●０－２ 上田西 

 

卓球部 

・北信高等学校総合体育大会 

 【男子団体】１回戦 ○３－１ 須坂  ２回戦 ●０－３ 市立長野 

 【女子団体】《予選リーグ》●２－３ 須坂東  ●１－３ 長野吉田  ○３－０ 松代 

 

ワンダーフォーゲル部 

・長野県高等学校総合体育大会 

男子…４位   女子…３位 ⇒ 女子北信越総体出場 

 

・北信越高等学校総合体育大会 

 女子……上位入賞ならず（順位なし） 


