
クラブ活動などの実績 

【令和元年度後期の実績】 

□運動部 

◎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) 

《北信大会》 

◇陸上競技部 ９月６日(金)～８日 長野運動公園陸上競技場 

  男子 400ｍ 田中 予選 53秒 89 第４位 

        田中 準決勝 52秒 66 第４位 

  田中 決勝 55秒 45 第８位 県大会出場 

  女子走幅跳 宮崎 決勝 4ｍ60  第７位 県大会出場 

  女子砲丸投 佐藤 決勝 8ｍ08  第３位 県大会出場 

  女子円盤投 佐藤 決勝 26ｍ52  第３位 県大会出場 

 

◇ソフトテニス部 ９月１４日(土)～１６日(月) 南長野運動公園テニスコート 

  ○団体女子 

    リーグ戦   長野南○3－0×須坂 

           長野南○3－0×長野 

           長野南○3－0×篠ノ井 

    決勝トーナメント 

   １回戦 長野南○2－0×長野西 

   準決勝 長野南×0－2○長野俊英 

   ２位決定戦 長野南×0－2○長野吉田  第４位 県大会出場 

  ○個人戦女子 

    予選リーグ   坂戸・中曽根ペア○4－0×中村・大矢ペア(篠ノ井) 

     坂戸・中曽根ペア○4－2×南澤・小山ペア(学園長野) 

    決勝トーナメント  坂戸・中曽根ペア○4－2×関・大川ペア(長野商) 

     坂戸・中曽根ペア×1－4○小林・榎本ペア(長野俊英)  

          第６位 県大会出場 

    予選リーグ   安藤・小林ペア○4－2×小渕・竹前ペア(須坂東) 

     安藤・小林ペア○4－1×井出・池田ペア(須坂) 

     安藤・小林ペア○4－0×堀田・大内ペア(北部) 

       安藤・小林ペア×0－4○櫻井・春日ペア(長野商)  

第９位 県大会出場 

 

◇女子バスケットボール部 １０月３１日(木)～１１月３日(日) 

                      ホワイトリング・長野市立長野高等学校 



    ２回戦  長野南○61－50×松代 

 準々決勝 長野南○87－58×長野清泉 

 準決勝  長野南×56－76○長野吉田 

 ３位決定戦 長野南×57－91○長野商業  第４位 県大会出場 

 

◇女子バレーボール部 １２月１４日(土)・１５日(日) 

      南長野運動公園体育館・篠ノ井高校   

    １回戦  長野南○2－0×長野西 

    ２回戦  長野南×0－2○須坂東 

 順位決定戦 長野南×1－2○中野西 

   長野南○2－0×飯山   第７位 県大会出場 

 

◇ハンドボール部 １０月５日(土) 千曲市更埴体育館 

  ○男子リーグ戦 

 長野南○23－19×坂城 

 長野南×20－26○屋代  第２位 県大会出場 

  ○女子リーグ戦 

 長野南○24－15×屋代  第１位 県大会出場 

 

◇弓道部 ９月２８日(土)・２９日(日) 長野運動公園弓道場 

  ○女子団体 

 長野南 B ２回戦 24射 9中 第 19位 県大会出場 

  ○男子団体 

    長野南 B ２回戦 24射 13中 第 6位  県大会出場 

 

 

《県大会》 

◇陸上競技部 ９月２０日(金)～２２日(日) 長野市営陸上競技場 

 男子 400ｍ 予選 田中 53秒 61   第６位 

 女子走幅跳   決勝 宮崎 4ｍ59 第１７位 

 女子砲丸投 決勝 佐藤 8ｍ02 第７位 

 女子円盤投 決勝 佐藤 26ｍ29 第６位 

 

◇ソフトテニス部 １０月２３日(水)・２５日(金) 伊那市センターテニスコート 

  ○女子団体戦 長野×1－2○諏訪二葉 

  ○女子個人戦 中止 



◇テニス部 ９月２２日(日)・２３日(月) 松本市浅間温泉庭球公園テニスコート 

  ○男子団体戦 長野南×2－3○松本深志 

 

◇弓道部 １０月１９日(土)・２０日(日) 塩尻志弓道場 

  ○男子個人 伊藤 決勝戦 12射 5中 

  ○男子団体 伊藤、遠藤、鈴木、名古   ２回戦 24射 11中 

  ○女子団体 大日方、東海林、唐澤、飯島 ２回戦 24射 7中 

 

◇女子バスケットボール部 １１月２９日(金) 

  茅野市運動公園総合体育館・東海大学附属諏訪高校・茅野高校・諏訪実業高校 

 １回戦 長野南○86－65×松本県ヶ丘 

 ２回戦 長野南×77－105○岩村田 

 

◇女子バレーボール部 １月１８日(土)～２０日(月)  

上田千曲高校・上田自然公園体育館 

 １回戦 長野南×0－2○野沢南 

 

◇ハンドボール部 

  Ⅰ期 １１月１日(金)・２日(土) 千曲市戸倉体育館 

  ○男子トーナメント 

 １回戦 長野南○33－7×東海大諏訪 

 ２回戦 長野南○35－22×野沢北 

  ○女子トーナメント 

 １回戦 長野南○23－9×上田染谷丘 

  Ⅱ期 １２月１４日(土)・１５日(日) 千曲市戸倉体育館 

  ○男子 リーグ戦 

 長野南○24－8×上田 

 長野南×21－27○坂城 

 長野南○26－24×屋代 

  ○女子 リーグ戦 

 長野南○18－17×上田 

 長野南×11－17○東海大諏訪 

 長野南○24－13×屋代 

 

 

 



◇水泳 ９月７日(土)・８日(日) 須高広域総合プール 

 男子 200ｍ 個人メドレー 若狭 2分 25秒 69  第１２位 

 男子 400ｍ 個人メドレー 若狭 5分 15秒 07  第８位 

 

◇女子バスケットボール部 全国高校バスケットボール選手権大会 

  ○北信予選会 

   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○111－48×長野清泉 

 準々決勝 長野南○90－63×篠ノ井 

 準決勝  長野南○94－57×長野吉田 

 決勝  長野南×76－77○市立長野 第２位 県予選会出場 

  ○長野県予選会 ９月１４日(土)・１５日(日)、２１日(土) 

    田川高校・ホワイトリング・松本平広域公園信州スカイパーク体育館 

 １回戦  長野南○84－82×小海 

 ２回戦  長野南×52－80○上伊那農業 ベスト８ 

 

□文化部 

◇軽音部 

第１５回長野県高等学校文化連盟軽音楽専門部県フェスティバル 

  PowerLive2019ＫＦ １１月１６日(土) 下諏訪総合文化センター 

 Contact Ney 演奏曲「恋のメガラバ」 特別賞 ベスト８ 

 

◇書道部 第７２回長野県書道展覧会 ８月３１日(土)～９月５日(木) 

        長野市生涯学習センター４F 

 特選 １名 金賞 ２名 銅賞 ２名 

 

◇第１８回管楽器重奏コンテスト長野県大会 １月２５日(土) 駒ヶ根市文化会館 

 ○打楽器二重奏 「シンクロナイズド」 金賞 

 ○木管二重奏 「「踊れ、喜べ、幸いなる魂よ」より“アレルヤ”」 銀賞 


