
クラブ活動等の実績 

【平成３１年度・令和元年度前期の成績】     

□運動部       

◎第１０回 AASFアジアエージンググループ選手権大会        

◇アーティスティックスイミング 9月 29日～10月 2日 インド・バンガロール 

            日本代表選手団 小林唄 

 

◎第７４回国民体育大会関 いきいき茨城ゆめ国体２０１９    

◇アーティスティックスイミング 9月 12日  茨城県・山新スイミングアリーナ 

    小林唄 他 2名  優勝 

 

◎第４０回北信越国民体育大会    

◇アーティスティックスイミング 7月 20日（土）～21日（日） 金沢プール 

    少年女子 小林唄 他 2名  優勝 

 

◎高等学校体育連盟主催（平成３１年度・令和元年度 長野県高等学校総合体育大会） 

  

《北信予選》          

◇卓球部 5月 9日(木)～11日(土) 長野運動公園総合体育館    

 ○団体戦男子  １回戦 長野南×０－３○更級農業 

   ○個人戦シングルス 

           宮尾 ３回戦敗退  丸山, 寺澤, 中條, 宮本渉 ２回戦敗退 

◇バドミントン部  5月 10日(金)～12日(日) ホワイトリング    

 ○男子団体戦    １回戦 長野南３〇－×１飯山 

           ２回戦 長野南０×－〇３長野工業    

◇弓道部 5月 9日(木)～10日(金) 長野運動公園弓道場  

男子団体Ａ  20射 5中 １回戦敗退 

男子団体Ｂ  40射 14中 １回戦敗退 

女子団体Ａ  40射 9中 １回戦敗退 

女子団体Ｂ  40射 18中 ９位 県大会出場 

◇女子バレーボール部  5月 11日（土）～12日（日） 長野市立長野高校体育館    

 １回戦 長野南×１－２〇長野吉田 

◇男子バスケットボール部  5月 9日（木）～12日（日） 南長野運動公園体育館・

豊野体育館    

１回戦 長野南〇106－26×下高井農林 

２回戦  長野南×39－82〇市立長野 



◇女子バスケットボール部  5月 9日（木）～12日（日） 南長野運動公園体育館・

豊野体育館    

 ２回戦  長野南○107－46×長野清泉 

準々決勝 長野南○78－51×長野西 

準決勝  長野南〇67－63×長野吉田 

決勝   長野南×55－75○市立長野   準優勝 県大会出場 

 

◇ソフトテニス部  5月 10日（金）～11日（土） 長野運動公園テニスコート    

 女子団体  1回戦 長野南○３－０×長野日大 

2回戦 長野南〇３－１×学園長野 

3回戦 長野南×０－３〇長野俊英 

3位決定戦 長野南○３－０×長野西  ３位 県大会出場 

   個人戦   坂戸・中曽根ペア   ベスト８ 県大会出場 

         宮川・池田ペア   ベスト１６ 県大会出場 

◇テニス部 5月 11日（土）12日（日）18日（土）19日（日） 南長野運動公園テニ

スコート    

  男子団体 2回戦 長野南○３―０×松代 

       3回戦 長野南〇２－０×須坂 

       準決勝 長野南〇２－０×屋代 

       決勝  長野南×１－２〇市立長野   ２位 県大会出場 

  個人戦男子ダブルス  小池・神林ペア   ５位 県大会出場 

             金子・酒井ペア   ６位 県大会出場 

  個人戦男子シングルス  金子    ２位 県大会出場 

◇サッカー部  5月 6日(日), 9日（木）～13日（月）    

千曲川リバーフロントスポーツガーデン, 千曲市サッカー場,  

中野市多目的サッカー場 

        １回戦 長野南○６－１×北部 

        ２回戦 長野南×０－６○中野西 

◇男子ハンドボール部  5月 11日(土) 千曲市更埴体育館ことぶきアリーナ    

リーグ戦 長野南○35－24×坂城 

長野南 23－23 屋代 第１位 県大会出場  

◇女子ハンドボール部  5月 11日(土) 千曲市更埴体育館ことぶきアリーナ    

リーグ戦 長野南〇21－20×屋代 第 1位 県大会出場 

◇陸上部  5月 10日（金）～12日（日） 長野運動公園陸上競技場        

    男子 400m 田中駿吉 第６位 県大会出場 

    5000m競歩 中村悠汰   第４位 県大会出場 



    女子砲丸投げ 佐藤亜海 第５位 県大会出場 

    女子円盤投げ 佐藤亜海 第６位 県大会出場 

◇水泳競技  6月 16日(日) 長野東高等学校    

男子 200m個人メドレー  若狭 来夢 ７位 県大会出場 

男子 400m個人メドレー  若狭 来夢   4位 県大会出場 

 

《県大会》         

◇陸上部 5月 24日（金）～26日（日）  松本平広域公園陸上競技場   

  男子 400m   田中駿吉  予選７位 

  5000m競歩   中村悠汰 決勝１０位 

  女子砲丸投げ  佐藤亜海  決勝１４位 

  女子円盤投げ  佐藤亜海  決勝１３位 

 

◇女子バスケットボール部  5月 31日(金)～6月 2日(日)    

  佐久市総合体育館 佐久穂町しらかば社会体育館 小諸市総合体育館 佐久平総

合技術高校  

野沢北高校 

 １回戦 長野南○63－56×下諏訪向陽 

 ２回戦 長野南○73－57×小海 

   ３回戦 長野南〇60－50×飯田風越 

   準決勝 長野南×41－125〇東海大諏訪 

   ３位決定戦 長野南×55-82〇岩村田  第４位 北信越大会出場 

◇テニス部  5月 31日(金)～6月 2日(日) 南長野運動公園テニスコート    

 団体戦  １回戦 長野南〇２－１×赤穂 

      ２回戦 長野南×０－２〇松商学園 

      ３位決定トーナメント １回戦 長野南×１－２〇市立長野 ベスト８ 

 個人戦シングルス  １回戦 金子〇６－３×中島（上田西） 

           ２回戦 金子×１－８〇藤田（松商学園）   ベスト１

６ 

 個人戦ダブルス  １回戦 金子・酒井×１－６〇倉島・栁澤（染谷丘） 

          １回戦 小池・神林×６－７〇松田・宮本（染谷丘） 

◇ソフトテニス部  5月 31日(土)～6月 2日(日) 浅間温泉庭球公園テニスコート    

 女子団体戦  1回戦 長野南×１－２○南安曇農業 

   女子個人戦  坂戸・中曽根ペア 1回戦敗退 

          宮川・池田ペア 1回戦敗退 

◇男子ハンドボール部 5 月 3１日（金）～6 月 2 日（日） 千曲市更埴体育館・千曲



市戸倉体育館   

 ２回戦 長野南○40 ｰ 6×上田千曲     

３回戦 長野南○40－20×上田西   

準決勝 長野南○28－17×坂城   

決 勝 長野南○28－27×屋 代 優勝 北信越大会・全国大会出場 

  【13-10、11-14、延長 4-3】 

◇女子ハンドボール部 5月 31日（金）～6月 2日（日） 千曲市更埴体育館・千曲市

戸倉体育館   

1回戦 長野南○26－ 8×上田染谷丘  

2回戦 長野南〇26－19×松本蟻ヶ崎 

決勝  長野南〇16-19×屋代   第２位 北信越大会出場 

  ◇弓道部  6月 1日(土)～2日(日)  長野運動公園弓道場    

女子団体戦  1回戦 20射７中  

       2回戦 20射 7中 

◇水泳競技  6月 29日(土)・30日（日） すわっこランド    

男子 200m個人メドレー  若狭 来夢  予選１３位 

男子 400m個人メドレー  若狭 来夢  予選１０位 

 

【北信越高等学校総合体育大会】 

  ◇男子ハンドボール部 6 月 14日(金)～16 日(日)  

金沢市いしかわ総合スポーツセンター   

１回戦 長野南×21－29×啓新（福井)    

  ◇女子ハンドボール部 6 月 14日(金)～16 日(日)  

金沢市いしかわ総合スポーツセンター   

１回戦 長野南×20－22×北陸（福井) 

  ◇女子バスケットボール部 6月 14日(金)～16 日(日) 松本市総合体育館   

１回戦 長野南×27－124×開志国際高校（新潟) 

 

【全国高等学校総合体育大会】 

  ◇男子ハンドボール部 8 月 3日(土)～9日（金）  玉名市総合体育館 他    

２回戦 長野南×11－38○大分（大分)    

 

◎高等学校野球連盟主催 

【第１４０回春季北信越地区高等学校野球長野県大会北信地区予選会】 

【4月 27 日(土)～5月 5日(日)】    

２回戦 長野南〇2－1×屋代 4月 29日(月) 長野オリンピックスタジアム 



３回戦 長野南×１－７〇長野商業 5月 2日（木） 長野県営野球場 

【第１０１回全国高等学校野球選手権長野県大会】      

２回戦 長野南×0 – 7○駒ヶ根工業 7月 11日(木)県営上田野球場 

【第１４１回秋季北信越地区高校野球長野県大会北信予選会予備選】 

8 月 10日（土）～8月 17日（土）   

   2 回戦 長野南×2－9○篠ノ井 8月 11日 飯山高校 

【第１４１回秋季北信越地区高校野球長野県大会北信予選会】8 月 31日（土）～9月 16 日（月）    

   1回戦 長野南×1－7○長野商業 

 

◎高等学校体育連盟主催（令和元年度長野県高等学校新人体育大会）   

《北信予選》          

◇テニス部 9月 1日（日）～7日（土） 南長野運動公園テニスコート    

 男子団体戦 ２回戦 長野南○５－０×長野西 

３回戦 長野南○３－２×長野吉田 

準決勝 長野南×２－３○長野西 

２位決定 長野南○２－３×須坂  第４位 県大会出場 

◇ソフトテニス部 9月 15日（日）～16日（月） 南長野運動公園テニスコート    

 女子団体戦 長野南○３－０×須坂 

長野南○３－０×長野 

長野南○３－０×篠ノ井 

リーグ戦１位→決勝トーナメントへ 

長野南○２－０×長野西 

準決勝 長野南×０－２○長野俊英 

３位決定戦 長野南×０－２〇長野吉田  第３位 県大会出場 

個人戦   坂戸・中曽根ペア  第６位 県大会出場 

         安藤・小林ペア  第９位 県大会出場 

◇弓道部 9月 22日～23日 南長野運動公園弓道場 

 男子団体戦 Ａチーム 24射 10中 第 13位 県大会出場  

Ｃチーム 24射 9中 第 17位 県大会出場  

男子個人 直井皆人 8射 6中    第 5位 県大会出場 

◇女子バスケットボール部 8 月 30 日（金）～９月１日（日）ホワイトリング 南長

野運動公園体育館 

 ２回戦 長野南〇111－48×長野清泉                    

 ３回戦  長野南〇 90－63×篠ノ井 

 準決勝  長野南〇 94－57×長野吉田 

 決勝   長野南× 76－77〇市立長野   準優勝 県予選会出場 



◇男子ハンドボール部 10月 5日 千曲市戸倉体育館 

 １回戦 長野南○24－19×坂城     

決 勝 長野南×20－26○屋 代   準優勝 県大会出場 

◇女子ハンドボール部 10月 5日 千曲市戸倉体育館 

 １回戦 長野南〇24－15×屋 代   優勝 県大会出場  

◇陸上競技部 9月 6日（金）～8日（日） 長野市営陸上競技場    

 男子 400m  田中駿吉  第８位 県大会出場  

 女子走幅跳 宮﨑夏希  第７位 県大会出場 

 女子円盤投 佐藤亜海  第３位 県大会出場 

 女子砲丸投 佐藤亜海  第３位 県大会出場 

  

《県大会》          

◇女子バスケットボール部 9月 14日（土）～9月 15日（日）ホワイトリング 田川

高校    

 １回戦 長野南〇84－82×小海 

 ２回戦  長野南×52－80〇上伊那農業   ベスト 8 

◇テニス部 9月 22日（日）～23日（月） 松本市浅間温泉テニスコート    

 男子団体戦 １回戦  長野南×２－３○松本深志 

◇水泳競技部 9月 7日（土）～8日（日）  

須高広域総合プール（サマーランド）    

 男子 200m個人メドレー 若狭来夢  １２位 

 男子 400m個人メドレー 若狭来夢   ８位 

 

◎その他 

◇アーティスティックスイミング  

【第 95回日本選手権水泳競技大会】 4月 28日       

小林唄 他、他校生 6名 チームフリー 3位 

小林唄 他、他校生 6名 チームテクニカル 4位 

小林唄 他、他校生 1名 デュエットテクニカル 3位 

【長野県水泳連盟 優秀選手賞】 7月 27日 小林唄    

【全国 JOCジュニアオリンピックカップ】8月 25日  

第 4位小林唄（ほか他校生 3名のチーム）  

 

 

 

 



 

□文化部   

◇軽音楽部【第１５回長野県高等学校系音楽系クラブ合同演奏会 県大会】   

7月 28日（日） 東御市文化会館 

Jelly fish   ベスト８ 

Contact Ney  ベスト 16 

◇書道部 【第７２回県書道展】   

    特選 塚田夢来  金賞 塚田帆南 青木菜々実  銅賞 野崎ゆき乃 江原萌 

◇吹奏楽部【第 59回長野県吹奏楽コンクール県大会 B編成の部】     

8月 4日（日） 長野県伊那文化会館   

長野南高等学校 屋代南高等学校 更級農業高等学校 合同チームで金賞 

◇演劇部 【第 46回北信地区高等学校演劇発表会】     

    8月 10日（土）～11日（日）  千曲市更埴文化会館（あんずホール） 銀賞 

 


