
令和３年度 運動班関係 主要戦績一覧 

※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６⽉２９⽇現在） 
 
○野球 

 ○春季北信⼤会 １回戦   ○⻑野⻄  18-0  下⾼井農林 
２回戦   ○⻑野⻄   3-0  更科農業 
代表決定戦 ○⻑野⻄   8-3  中野⻄ 
準決勝    ○⻑野⻄   8-6  篠ノ井 

  決勝    ●⻑野⻄   6-16  ⻑野⽇⼤   準優勝（県⼤会出場） 
 ○春季県⼤会  １回戦   ●⻑野⻄  5-9  ⾼遠 
 

○陸上競技 

○北信総体 北島航    男⼦円盤投げ(1.750kg)    優勝   (県⼤会出場) 
             男⼦やり投(800g)        ５位    (県⼤会出場) 

       瀧内善基    男⼦⼋種競技         優勝   (県⼤会出場) 
     鶴⽥直⼤    男⼦２００m               ３位   (県⼤会出場) 
     ⼤⽇⽅亮   男⼦⼋種競技         4 位   (県⼤会出場） 
     ⽮島冴⼦    ⼥⼦七種競技         優勝   (県⼤会出場) 
             ⼥⼦⾛幅跳          6 位  （県⼤会出場） 
            ⼥⼦やり投(600g)       4 位  （県⼤会出場） 
     上垣外奈緒  ⼥⼦１００m               6 位  （県⼤会出場） 

⼥⼦⾛幅跳          7 位  （県⼤会出場） 
     池⽥直⽣   ⼥⼦４００m H        7 位  （県⼤会出場） 
     ⾼野真未   ⼥⼦円盤投（1.000kg）    5 位  （県⼤会出場） 
            ⼥⼦ハンマー投        8 位  （県⼤会出場） 
            ⼥⼦やり投(600g)        6 位  （県⼤会出場） 
          男⼦４×100m              5 位  （県⼤会出場） 
        ⼥⼦ 4×100m             4 位  （県⼤会出場） 
        ⼥⼦ 4×200m            7 位  （県⼤会出場） 
        男⼦総合               6 位 
        ⼥⼦総合              7 位 

○県総体    北島航     男⼦円盤投げ(1.750kg)   4 位  （北信越⼤会出場） 
         瀧内善基    男⼦⼋種競技         4 位  （北信越⼤会出場） 
               110mH           6 位  （北信越⼤会出場） 

○北信越総体  瀧内善基    男⼦⼋種競技        北信越 8 位⼊賞 
 



○剣道 

○北信総体 男⼦団体戦         ⻑野⻄ 1−4 ⻑野⽇⼤ ベスト８（県⼤会出場） 
   ⼥⼦団体戦   準決勝   ⻑野⻄ 2−2 ⻑野商業（代表戦） 
           ３ 決   ⻑野⻄ 3−0 ⻑野清泉 3 位（県⼤会出場） 

     ⼥⼦個⼈戦         帯⼑彩乃        4 位（県⼤会出場） 
 

○県総体   男⼦団体戦   準々決勝    ⻑野⻄ 0−5 ⻑野⽇⼤  県ベスト 8 
     ⼥⼦団体戦   準々決勝    ⻑野⻄ 1−3 飯⽥     県ベスト 8 

⼥⼦個⼈戦    ２回戦  帯⼑彩乃 
 

○ソフトテニス 

○国体１次北信⼤会 
男⼦ダブルス  ⿑藤遼太・瀧澤央陽 ベスト 16（県⼤会出場） 
        ⽔野太智・⽵⽥佳樹 ベスト 16（県⼤会出場） 
        松⼭晃⼤・⼩林陸⼈ ベスト 16（県⼤会出場） 

○国体１次県⼤会 
男⼦ダブルス  ⿑藤遼太・瀧澤央陽 県ベスト 8 

○北信総体  
男⼦団体戦   5 位（県⼤会出場） 

       ⼥⼦団体戦   代表決定戦敗退 
男⼦ダブルス  ⽔野太智・⽵⽥佳樹 4 位（県⼤会出場） 

             ⿑藤遼太・瀧澤央陽 ベスト 16（県⼤会出場） 
○県総体   

 男⼦団体戦  ベスト 16 
男⼦ダブルス  ⽔野太智・⽵⽥佳樹 県ベスト 16（北信越⼤会出場） 

             ⿑藤遼太・瀧澤央陽 県ベスト 16（北信越⼤会出場） 

○テニス 

○北信総体 男⼦団体戦   初戦敗退 
⼥⼦団体戦   ベスト８ 
 

○男子バスケットボール 

○北信総体   １回戦   シード 
２回戦   ○⻑野⻄  90-67  須坂 
準々決勝  ○⻑野⻄ 123-73  須坂東 
準決勝   ●⻑野⻄  61-121 市⽴⻑野 

        ３位決定戦 ●⻑野⻄  73-79   ⻑野東     ４位（県⼤会出場） 
○県総体    １回戦   ○⻑野⻄   84-68   上⽥⻄ 

         ２回戦   ●⻑野⻄   83-103  松商学園    県ベスト 16 



○女子バスケットボール 
○北信総体   １回戦   ●⻑野⻄  50-75  篠ノ井 

 

○女子バレーボール 

○北信総体   １回戦   ●⻑野⻄  0-2  飯⼭ 
 

○ソフトボール 

○北信総体      １回戦   ●⻑野⻄・須坂東  0-12 ⻑野商業 （４回 C） 
           順位決定戦 ○⻑野⻄・須坂東 11-2  中野⻄  （６回 C） 

※規定により中野⻄が勝ち上がり 

○卓球 

○北信総体 男⼦団体 １回戦   ●⻑野⻄ 2-3 須坂東 
⼥⼦団体 ２回戦   ○⻑野⻄ 3-0 ⻑野清泉 

準々決勝  ●⻑野⻄ 0-3 ⻑野商業   7 位（県⼤会出場） 
○県総体  ⼥⼦団体 １回戦   ●⻑野⻄ 2-3  飯⽥ 

 

○バドミントン 

○北信総体 男⼦団体 １回戦   ●⻑野⻄ 0-3 屋代 
⼥⼦団体 ２回戦   ○⻑野⻄ 3-0 中野⽴志館 

準々決勝  ●⻑野⻄ 1-3 ⻑野 
代表決定戦 ○⻑野⻄ 3-0  須坂  ５・６位（県⼤会出場） 

○県総体  ⼥⼦団体 １回戦   ○⻑野⻄ 3-0 野沢北 
２回戦   ●⻑野⻄ 0-3 松商学園   ベスト１６ 

○弓道 

○北信総体  ⼥⼦団体 ⻑野⻄ A  準優勝 (23 中)  （県⼤会出場） 
        男⼦団体 ⻑野⻄   5 位  （19 中） （県⼤会出場） 
        ⼥⼦個⼈ 中村怜   8 位 

佐伯瑚都美 9 位（県⼤会出場） 
 ○県総体   ⼥⼦個⼈ 佐伯瑚都美 4 位 
 

○サッカー 

○北信総体 １回戦 ○⻑野⻄ 2-0 ⻑野南 
       ２回戦 ●⻑野⻄ 1-4  ⻑野俊英 
 

○水泳 (※班ではなく, 個人出場になりますが健闘しました！) 

 ○県総体  ⼥⼦ 200m 個⼈メドレー  ⼾⾕いくみ 7 位（北信越⼤会出場） 
 
※バトン班は枠組みの関係上「⾼⽂連」にあたるので、⽂化系クラブの結果に含めています 


