
運動系クラブ  令和３年後期 活動報告一覧 

 
※団体に関しては戦績全体を掲載しておりますが、個人に関しては主に上位入賞者・県大

会出場者に限定しています               （令和３年１２月１５日現在） 
 
 

○野球 

・北信越地区高等学校野球長野県大会 北信予選会 
２回戦（１回戦はシード） ○長野西 10-1  須坂  (7c) 
代表決定戦        ●長野西  4-11  篠ノ井  (7c) 
代表決定戦        ●長野西  0-4   中野西   ベスト８ 

 
○サッカー 

・北信高等学校新人体育大会 サッカー競技大会 
１回戦 ○長野西 4-1 篠ノ井 

        ２回戦 ●長野西 0-3 長野吉田 
 
○ソフトボール 

・北信高等学校新人体育大会 ソフトボール競技 

連合(中野西・市立長野・長野西・須坂東) リーグ４位（県大会出場） 
 
○剣道 

・北信高等学校新人体育大会剣道競技大会  令和３年１０月２３日(土)〜２４日(日)実施 
男子団体戦       ８位（県大会出場） 

       女子個人戦   内山実咲 ８位（県大会出場） 
 
○弓道 

・北信高等学校新人体育大会 弓道競技 
女子団体    長野西 E  的中数１２   ７位（県大会出場） 

                長野西 D  的中数１１  １２位（県大会出場） 
女子個人     保坂彩  ３位（県大会出場） 

 神谷蕗  ４位（県大会出場） 
男子団体    長野西 B  的中数１０  １１位（県大会出場） 
男子個人    佐久間大晴 １２位（県大会出場） 
 



○陸上 

・北信高等学校新人体育大会 陸上競技会   令和３年９月１０日(金)〜１２日(日)実施 

男子   800m     北野渓介      ８位（県大会出場） 

    5000m     近藤寛康      ８位（県大会出場） 

400 mH     小林優斗      ５位（県大会出場） 

3000mSC    近藤寛康      ５位（県大会出場） 

八種競技     大日方亮      ３位（県大会出場） 
 女子 100mH    春原菜々子      ４位（県大会出場） 
             池田直生      ６位（県大会出場） 

             岩下優奈      ７位（県大会出場） 

    400 mH    春原菜々子      ６位（県大会出場） 

             池田直生      ８位（県大会出場） 

    走高跳      太田美緒      ４位（県大会出場） 

    三段跳     岩下優奈      ７位（県大会出場） 

    走幅跳     矢島冴子      ４位（県大会出場） 

円盤投     篠田直生      ６位（県大会出場） 

塚田桜奈           ８位（県大会出場） 

やり投     矢島冴子      ６位（県大会出場） 

七種競技    矢島冴子      ４位（県大会出場） 
4×100m リレー（池田・春原・太田・矢島）４位（県大会出場） 

4×400m リレー（池田・春原・太田・矢島）４位（県大会出場）	

・長野県高等学校新人陸上競技対抗大会    令和３年９月２４日(金)〜２６日(日)実施 

男子 八種競技    大日方亮      ８位 
女子 400 mH    春原菜々子      ８位 

 七種競技    矢島冴子      ４位  北信越大会出場 
 

・北信越高等学校新人体育大会 陸上競技会   令和３年９月２４日(金)〜２６日(日)実施 

女子 七種競技    矢島冴子    ６位入賞 
 

○男子バスケットボール 

・北信高等学校新人体育大会 バスケットボール競技 
１回戦     シード 
２回戦     ○長野西 120-31  下高井農林 
準々決勝    ●長野西  58-94  長野俊英 
5〜8 位決定戦  ●長野西  72-73  長野 

○長野西  77-64  須坂創成  7 位（県大会出場） 



○女子バスケットボール 

・北信高等学校新人体育大会 バスケットボール競技 

１回戦     ○長野西  54-42  屋代 
         ２回戦       ●長野西 41-85  長野南  ベスト１６ 
 
○女子バレーボール 

・全日本バレーボール高等学校選手権大会 長野県北信地区予選会 

       ●長野西  0-2  須坂 
・北信高等学校新人体育大会 バレーボール競技 

       ○長野西  2-0  須坂東 
●長野西  0-2  飯山    ８位（県大会出場） 

（順位決定戦は省略しています） 
○テニス 

・北信高等学校新人体育大会テニス競技会    
       男子団体  ●長野西 1-4  更科農業 

・新人選手権大会北信地区予選     
      １年生大会 男子ダブルス   松原一輝・小林遼真 ベスト８ 
 

○ソフトテニス 

・長野市選手権大会 
男子個人戦    堀内幹太・小林陸人 優勝 

・北信高等学校新人体育大会 ソフトテニス競技 

男子団体戦    優勝 （県大会出場） 

      男子ダブルス   堀内幹太・市田蓮弥 ベスト１６（県大会出場） 
                坂爪孝成・小林陸人 ベスト１６（県大会出場） 

・長野県高等学校新人体育大会 ソフトテニス競技 

男子団体戦    ベスト８ 
・北信選抜ソフトテニス大会 

 男子団体戦     ３位（県大会出場） 
       男子ダブルス    堀内幹太・小林陸人 ベスト８（県大会出場） 
                 北山博都・市田蓮弥 ベスト８（県大会出場） 

・北信学年別大会  
       男子２年生の部  堀内幹太・小林陸人 ３位 

男子１年生の部  菴田理駆・永井瑛汰 ベスト８ 
・長野県選抜ソフトテニス大会 

 男子団体戦     ３位 



○バドミントン 

【令和 3 年度全日本ジュニア選手権北信地区予選】7 月 24，25 日 於：長野運動公園総合体育館 

女子ダブルス     樋口・小山  優勝 （県大会出場） 

 女子シングルス    樋口楓   ベスト８（県大会出場）  
【令和 3 年度長野県ジュニア選手権大会】10 月 2，3 日 於：ホワイトリング他 

女子ダブルス     樋口・小山 ベスト 16 
 女子シングルス    樋口楓   ベスト 16 

【令和 3 年度北信高等学校新人体育大会】10 月 29～31 日 於：長野運動公園総合体育館 

男子学校対抗 １回戦 ○長野西 3-0 須坂東 
        ２回戦 ●長野西 0-3 須坂創成 
 女子学校対抗 ２回戦 ○長野西 3-0 長野東 
        ３回戦 ○長野西 3-1 長野商業 
        準決勝 ●長野西 0-3 学園長野 
      ３位決定戦 ○長野西 3-2 長野    ３位（県大会出場） 
 女子ダブルス     樋口・小山       ベスト４（県大会出場） 

【令和 3 年度長野県高等学校新人体育大会】12 月 1, 3, 4 日 於：信州スカイパーク体育館 

女子学校対抗 １回戦 ○長野西 3-0 下諏訪向陽 
       ２回戦 ○長野西 3-0 野沢北 

３回戦 ●長野西 2-3 松商学園   ５位 
女子ダブルス     樋口・小山         ５位 

 
 
○卓球 

・北信高等学校新人体育大会 卓球競技 
男子団体    ８位（県大会出場） 
女子団体    ６位（県大会出場） 
男子ダブルス  渡辺擁誓・仲俣寛人 ５位 
女子ダブルス  土屋結加・岡澤由奈 ８位 


