
令和４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４年７⽉１⽇現在） 
○野球 

 ○春季北信⼤会 ２回戦   ●⻑野⻄  8-14  篠ノ井 
 

○陸上競技 

○北信総体 ⼤⽇⽅亮    男⼦⼋種競技         優勝   (県⼤会出場) 
     吉⽥藍登    男⼦砲丸投(6.000kg)        ３位   (県⼤会出場) 
     ⼩林優⽃   ４００m H          ５位   (県⼤会出場） 
     ⽮島冴⼦    ⼥⼦七種競技         優勝   (県⼤会出場) 
             ⼥⼦⾛⾼跳          ３位  （県⼤会出場） 
            ⼥⼦やり投(600g)        6 位  （県⼤会出場） 
     阿部紗和   ⼥⼦七種競技              6 位  （県⼤会出場） 

  岩下優奈   ⼥⼦１００m H        ３位  （県⼤会出場） 
春原菜々⼦   ⼥⼦４００m H        ３位  （県⼤会出場） 

            ⼥⼦１００m H        ５位  （県⼤会出場） 
        ⼥⼦ 4×100m             4 位  （県⼤会出場） 
        ⼥⼦ 4×400m            ５位  （県⼤会出場） 
        ⼥⼦総合              ６位 

 ○県総体  ⼤⽇⽅亮    男⼦⼋種競技         ７位 
⽮島冴⼦    ⼥⼦七種競技         ２位   (北信越⼤会出場) 

春原菜々⼦   ⼥⼦４００m H        ８位   
 
 

○ソフトテニス 

○国体１次北信⼤会 
男⼦ダブルス  堀内幹太・⼩林陸⼈ ベスト 8（県⼤会出場） 

 ○北信⾼等学校 学校対抗戦 
男⼦団体戦   準優勝 

○北信総体 男⼦団体戦   6 位（県⼤会出場） 
       ⼥⼦団体戦   8 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） 
○県総体  男⼦団体戦   初戦敗退 

       ⼥⼦団体戦   初戦敗退 
男⼦ダブルス  堀内幹太・⼩林陸⼈ ベスト 32 



○テニス 

○北信総体 男⼦団体戦 １回戦  ●⻑野⻄  0-3  ⻑野南 
 

○剣道 

○北信総体 男⼦団体戦 １回戦   ⻑野⻄  3-0  野沢北 
○県総体  男⼦団体戦 １回戦   ⻑野⻄  3-0  野沢北 

             ２回戦   ⻑野⻄  1-0   飯⽥ 
             ３回戦   ⻑野⻄  2-2  上伊那農業 （県ベスト１６） 

 

○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  74-47  ⻑野⾼専 
準々決勝  ●⻑野⻄  66-122  市⽴⻑野 

        5〜8 決定戦 ○⻑野⻄  71-48   ⻑野⽇⼤ 
        5 位決定戦 ○⻑野⻄  68-57   ⻑野      ５位（県⼤会出場） 
○県総体    １回戦   ●⻑野⻄  56-64   松本深志 
 

○女子バスケットボール 
○北信総体   １回戦   ●⻑野⻄  44-75  篠ノ井 

 

○女子バレーボール 

○北信総体   １回戦   シード 
         ２回戦   ●⻑野⻄  0-2  中野⽴志館 

○ソフトボール 

○県総体       １回戦   ●⻑野⻄・市⽴⻑野・須坂東  2-14 ⽂化学園 （４回 C） 
 

○卓球 

○国体北信予選 
      ⼥⼦シングルス    岡澤由奈  ８位 
○北信総体 男⼦団体 ２回戦   ●⻑野⻄ 1-3 飯⼭ 

⼥⼦団体 １回戦   ○⻑野⻄ 3-0 更科農業 
     ２回戦   ●⻑野⻄ 0-3  須坂 

5〜8 決定戦   ○⻑野⻄ 3-0 屋代    
○⻑野⻄ 3-1 飯⼭   ５位（県⼤会出場） 

⼥⼦シングルス    岡澤由奈  10 位（県⼤会出場） 
⼥⼦ダブルス     岡澤由奈・⼟屋結加  ５位（県⼤会出場） 
           吉澤莉⼦・和⽥⿇帆  ベスト１６（県⼤会出場） 
           ⼤垣優⾐・渡辺恋花  ベスト１６ 



 

○バドミントン 

○北信総体 男⼦団体 １回戦   ○⻑野⻄ 3-0 松代 
           ２回戦   ●⻑野⻄ 1-3 中野⻄ 

⼥⼦団体 ２回戦   ○⻑野⻄ 3-0 中野⽴志館 
準々決勝  ○⻑野⻄ 3-0 ⻑野⽇⼤ 
準決勝   ○⻑野⻄ 3-0 ⻑野吉⽥ 
決勝    ●⻑野⻄ 0-3  学園⻑野   準優勝（県⼤会出場） 

⼥⼦個⼈ 樋⼝楓   ベスト８（県⼤会出場） 
 

○県総体  ⼥⼦団体 ２回戦   ○⻑野⻄ 3-1 豊科 
           準々決勝  ○⻑野⻄ 3-1 ⾚穂 
           準決勝   ●⻑野⻄ 0-3  松商学園   ベスト４（北信越⼤会出場） 

 
 

○弓道 

○北信総体  男⼦団体 ⻑野⻄ B  ９位  （13 中） （県⼤会出場） 
○県総体   男⼦団体 ⻑野⻄   決勝トーナメント 
                  第１回戦 ○⻑野⻄ (9+2 中) -（9+1 中） 飯⼭ 
                  準決勝  ●⻑野⻄  (12 中) -（13 中） ⻑野吉⽥ 
                  ３位決定 ●⻑野⻄  (7 中) -（9 中）  豊科 

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 1-3  屋代 
 
 
※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 


