
クラブ活動等の実績 

【令和２年度後期の成績】 

□運動部 

◎高等学校体育連盟主催（令和２年度長野県高等学校新人体育大会） 

《北信大会》 

◇テニス部 ９月５日（土）～６日（日） 南長野運動公園テニスコート 

池川、高橋、内山、田口、田中、寺嶋、小林、柿崎、吉田 

○男子団体戦 

１回戦 長野南○３－２×須坂 

２回戦 長野南×０－３○中野西 

順位戦 長野南○３－１×長野西 

順位戦 長野南×１－３○中野立志舘 

６位決定戦 長野南○３－１×長野吉田  第６位 県大会出場 

○男子 B 級シングルス 

 １回戦 吉田○６－０×小林（長野） 

 ２回戦 吉田○６－２×関（日大） 

 ３回戦 吉田○７－５×萩野（市長野） 

 ４回戦 吉田○６－１×依田（長野） 

 準決勝 吉田×３－６○中村（中野西） 

 ３位決定戦 吉田○６－１×内田（立志舘） 第３位 県大会出場 

○男子 B 級ダブルス 

 １回戦 吉田・柿崎○６－１×髙橋・川口（須坂） 

 ２回戦 吉田・柿崎○６－０×岸田・金児（松代） 

 ３回戦 吉田・柿崎○７－６×内田・中島（立志舘） 

 準決勝 吉田・柿崎×２－６○中村・仲野（中野西） 

 ３位決定戦 吉田・柿崎×１－６○呉羽・高橋（市長野） 第４位 県大会出場 

 

◇ソフトテニス部 ９月１９日（土）～２０日（日） 南長野運動公園テニスコート 

○女子団体戦 

予選リーグ 長野南○３－０×長野東 

    長野南○２－１×長野商業 C 

    長野南×１－２○長野西  リーグ１位で決勝トーナメントへ 

決勝トーナメント  

１回戦 長野南×１－２○長野吉田 

５位決定戦 長野南×０－２○長野商業 C 

７位決定戦 長野南○２－０×須坂  第７位 県大会出場 



○個人戦 

予選リーグ 安藤・小林 一位通過 

予選リーグ 菊池・西澤 敗退 

予選リーグ 小山・甘利 敗退 

予選リーグ 古畑・永田 敗退 

予選リーグ 小山・丸山 敗退 

予選リーグ 潤賀・村澤（屋南） 敗退 

決勝トーナメント１回戦 安藤・小林○４－３×梅﨑・岩吉（長野商） 

決勝トーナメント２回戦 安藤・小林×０－４○小林・榎本（長野俊英） 第５位 県大会

出場 

 

◇弓道部 ９月２６日（土）～２７日（日） 長野運動公園弓道場 

○男子個人 ８射 

 上原 ５中 第５位  県大会出場 

鶴田 ４中 第１３位 県大会出場 

佐藤 ３中 

渡邊 １中 

和田 ０中 

○女子個人 ８射 

 中条 ３中 

丸野 ３中 

鈴木 ３中 

竹内 ３中 

藤澤 ３中 

畠山 ２中 

一瀨 １中 

西野 １中 

岡澤 ０中 

馬場 ０中 

 

○男子団体 

 長野南 A（渡邊、佐藤、和田） ２４射４中 

 長野南 B（上原、小柗、鶴田） ２４射１２中 第４位 県大会出場 

○女子団体 

 長野南 A（一瀬、馬場、藤澤） ２４射４中 

 長野南 B（岡澤、鈴木、畠山） ２４射５中 



 長野南 C（中條、丸野、竹内、西野） ２４射１０中 第９位 県大会出場 

 

◇陸上競技部 ９月１１日（金）～１３日（日） 長野市営陸上競技場 

 男子 1500m T 決勝 安藤 ４分４８秒４８ 第２１位 

 男子 400mH 決勝 宮﨑 １分４秒５５ 第３位 

 女子走幅跳 決勝 宮﨑 ４m６１cm 第８位 

 

◇ハンドボール部 １０月１０日（土） 千曲市更埴体育館 

○男子 リーグ戦 

伊熊、北澤、宮尾、宮下、小林、吉田、峰村、坂井、宮坂、清水、竹内 

 長野南○３４―１５×坂城 

 長野南○２４―１７×屋代 第１位 県大会出場 

 

○女子 リーグ戦 

北原、和田、内堀、五十嵐、髙橋、清水、池上、山田、中島、中澤、長谷部、湯井 

 長野南×１４－１６○屋代 第２位 県大会出場 

 

◇バドミントン部 １０月３０日（金）～１１月１日（日） 長野総合運動公園体育館 

○男子団体  

 一回戦 長野南×０－３○篠ノ井 

○女子団体 

 二回戦 長野南×１－３○長野西 

○男子ダブルス 

 一回戦 滝澤・新井×０－２○山嵜・土屋（市立長野） 

 一回戦 若林・清水○２－１×德武・三ツ井（中野西） 

 二回戦 若林・清水×０－２○横山・関（市立長野） 

 一回戦 湯瀬・北村○２－１×板倉・赤坂（長野日大） 

 二回戦 湯瀬・北村×０－２○上島・仁科（長野東） 

 一回戦 柿沢・北沢×１－２○石橋・中村（須坂東） 

○女子ダブルス 

 一回戦 氷熊・𠮷池○２－０×大口・河野（飯山） 

 二回戦 氷熊・𠮷池×０－２○小林・滝沢（学園長野） 

 二回戦 小松・大平○２－０×青柳・赤沼（屋代南） 

 三回戦 小松・大平×０－２○土屋・福田（須坂創成） 

 二回戦 樽田・小日向○２－１×古川・山浦（長野女子） 

 三回戦 樽田・小日向×０－２○白井・深瀬（長野吉田） 



 二回戦 宮坂・新津○２－０×上村・岡宮（長野清泉） 

 三回戦 宮坂・新津×０－２○待井・望月（須坂創成） 

○男子シングルス 

 二回戦 湯瀬×０－２○関（市立長野） 

 二回戦 清水×０－２○武（須坂創成） 

 一回戦 新井×０－２○大日方（長野工業高専） 

 一回戦 滝澤×０－２○松橋（長野工業） 

 二回戦 若林 不戦勝 

 三回戦 若林×０－２○市橋（長野商業） 

 二回戦 北村×０－２○丸山（更級農業） 

○女子シングルス 

 一回戦 玉井×０－２○原山（長野吉田） 

 一回戦 氷熊○２－０×滝沢（篠ノ井） 

 二回戦 氷熊×０－２○丸山（屋代） 

 一回戦 大平○２－０×渡辺（長野工業高専） 

 二回戦 大平×０－２○藤岡（長野日大） 

 二回戦 福島○２－０×渡邊（長野吉田） 

 三回戦 福島×０－２○樋口（長野西） 

 一回戦 水上×１－２○岡村（長野西） 

 一回戦 小松○２－０×中本（長野工業） 

 二回戦 小松×０－２○待井（須坂創成） 

 

◇男子バスケットボール部 １０月２８日（水）～３１日（土） ホワイトリング 

黒岩、水上、上原、大澤、佐藤、田中、傳田、原山、山口、中村、西沢、伊東、羽深、柳澤、

内藤、小坂、伊東、壇原、庄村、荒牧、峰田 

一回戦 長野南×５７－７７○長野俊英 

 

◇女子バスケットボール部 １０月２９日（木）～３１日（日） ホワイトリング 

藤田、小林、荒井、山﨑、笠松、吉田、小坂、小林、山城、愛場、和田、菊池、小林、酒井、

田中、轟 

 二回戦 長野南○９２－３２×中野立志舘 

 準々決勝 長野南○９３－７２×文化学園 

 準決勝 長野南×６１－６４○長野吉田 

 ３位決定戦 長野南×５９―８７○長野商業  第４位 県大会出場 

 

 



◇女子バレーボール部 １２月１１日（金）～１２月１３日（日） 長野運動公園総合体育

館・篠ノ井高等学校 

北澤、齋藤、村松、北山、島田、徳武、吉野 

 二回戦 長野南×０－２○須坂創成 

 

◇サッカー部 １１月１日（日）、９日（月）、１４日（土）、１５日（日）、１７日（火） 千

曲川リバーフロントスポーツガーデン・長野日本大学高校富竹グラウンド・中野市多目的サ

ッカー場 

山本、阿部、小林、土屋、柳澤、桑原、德武、中林、大矢、眞下、岡村、近藤、武井、金井、

久保、仲里 

一回戦 長野南○６－０×学園長野 

二回戦 長野南×０－２○長野西 

 

◇卓球部 ９月２６日（土） 長野運動公園総合体育館 

○男子学校対抗 

 一回戦 長野南×１－３○松代 

○女子学校対抗 

 一回戦 長野南×０－３○中野西 

○男子シングルス 

 一回戦 新出×０－３○荒井（下高井農林） 

 一回戦 髙橋×０－３○馬場（長野日大） 

 一回戦 金児×０－３○井出（長野日大） 

 一回戦 大田×０－３○島田（須坂創成） 

 一回戦 髙橋×０－３○金子（屋代） 

 一回戦 中澤×０－３○関原（屋代） 

 一回戦 大口×０－３○坂本（須坂東） 

○女子シングルス 

 二回戦 南澤×０－３○大塚（須坂創成） 

 一回戦 水野×０－３○大島（市立長野） 

 一回戦 山岸×０－３○夏目（長野清泉） 

 一回戦 北澤×０－３○植木（長野清泉） 

  

 

《県大会》 

◇テニス部 ９月１９日（土）～２０日（日） 松本市浅間温泉テニスコート 

○男子団体戦 



１回戦 長野南×０－５○松商学園 

○男子 B 級シングルス 

 １回戦 吉田○６－２×渋谷（松商） 

 ２回戦 吉田×４－６○渡辺（松商） 

○男子 B 級ダブルス 

 １回戦 吉田・柿崎×３－６○中村・高橋（高遠） 

 

◇陸上競技部 １０月２日（金）～４日（日） 長野市営陸上競技場 

 男子 400mH 予選 宮﨑 １分３秒１１ 第５位 

 女子走幅跳 決勝 宮﨑 ４m４６cm 第２１位 

 

◇ソフトテニス部 １０月２４日（土）～２５日（日） 南長野運動公園テニスコート 

○女子団体戦 

 １回戦 長野南×１―２○大町岳陽 

○個人戦女子 

 一回戦 安藤・小林○４－２×百瀬・石川（松本蟻ヶ崎） 

 二回戦 安藤・小林○４―２×鮎澤・小林（諏訪清陵） 

 三回戦 安藤・小林×０－４○荒崎・太田（都市大塩尻） 

 

◇ハンドボール部 １１月６日（金）～７日（土）・１２月１８日（金）～２０日（日） 千

曲市更埴体育館ことぶきアリーナ・千曲市戸倉体育館 

○男子の部 

第Ⅰ期トーナメント戦 

 一回戦 長野南○７０―７×佐久平総合美術 

 二回戦 長野南○４２－１３×上田千曲 

第Ⅱ期リーグ戦 

 長野南○２７－１４×上田染谷丘 

 長野南○４４－１７×坂城 

 長野南○２４－２０×屋代  第１位 北信越大会出場 

○女子の部 

第Ⅰ期トーナメント戦 

 一回戦 長野南○３６－６×野沢北 

第Ⅱ期リーグ戦 

 長野南×２４－２５○東海大諏訪 

 長野南×２３－２８○屋代 

 長野南○３２－１１×上田染谷丘  第３位 



 

◇弓道部 １０月１７日（土）～１８日（日） 塩尻市弓道場 

○男子個人  

上原 １２射４中 

 鶴田 １２射２中 

○男子団体 小柗、上原、鶴田、佐藤 ２４射４中 

○女子団体 中條、丸野、竹内、西野 ２４射４中 

 

◇女子バスケットボール １１月２７日（金）～２９日（日） 松本平広域公園体育館 

一回戦 長野南×６９－７３○飯田風越 

 

◇水泳 ９月５日（土） 長野運動公園総合運動場総合市民プール 

 男子２００ｍ個人メドレー 若狭 ２分２４秒４９ 

 

◎高校野球連盟主催 

◇野球部 第 143 回秋季北信越地区高校野球長野県大会北信予選会  

8 月 29 日（土）～９月１３日（日） 

長野県営球場 

   千島、金児、寺尾、鳥羽、橋詰、大日方、桑原、内山、一柳、細井、横島、武井、 

齋藤、大屋、小出 

一回戦 長野南×２－１２○屋代 

 

 

◎第９６回日本選手権水泳競技大会アーティスティックスイミング競技 １１月１３日

（金）～１５日（日） 山口きらら博記念公園水泳プール 

小林出場 

デュエットテクニカルルーティン 得点 82.7170 第１位 

デュエットフリールーティン 得点 84.5000 第２位 

ソロテクニカルルーティン 得点 77.1674 第６位 

チームテクニカルルーティン 得点 76.9636 第４位 

チームフリールーティン 得点 80.1667 第４位 

 

◎各種競技大会 

◇ソフトテニス部 令和２年度長野県高等学校選抜ソフトテニス大会北信予選会 １１月

１４日（土）～１５日（日） 長野運動公園テニスコート 

○女子団体戦  



 予選リーグ 長野南○３－０×長野 

 予選リーグ 長野南○２－１×須坂 リーグ１位で決勝トーナメントへ 

 一回戦 長野南○２－０×篠ノ井 

 準決勝 長野南×０－２○学園長野 

 ３位決定戦 長野南○２－１×須坂  第３位 県大会出場 

○女子個人戦 

 リーグ 安藤・小林 一位通過 

 リーグ 菊池・西澤 敗退 

 リーグ 小山・甘利 敗退 

 リーグ 永田・小山 敗退 

 リーグ 潤賀・丸山 敗退 

 一回戦 安藤・小林○４－１×忠地・福岡（長野吉田） 

 二回戦 安藤・小林×１－４○長﨑・小倉（長野商業） 第３位 県大会出場 

 

長野県高等学校選抜ソフトテニス大会 12 月 12 日（土）～13 日（日） 信州スカイパー

ク・やまびこドーム 

○女子団体戦 

 一回戦 長野南×１－２○大町岳陽 

○女子個人戦 

 二回戦 安藤・小林○４－１×矢崎・牧（諏訪二葉） 

 三回戦 安藤・小林×０－４○小坂・宮下（上伊那農業）  ベスト 16 

 

◇女子バレーボール部 第７３回全日本バレーボール高等学校選手権大会長野県北信予選

会 ９月１９日（土） 千曲市戸倉体育館・戸倉上山田中学校体育館 

 一回戦 長野南×１－２○屋代 

 

◇サッカー部 第９９回全国高校サッカー選手権大会長野県大会 ９月１９日（土）・２０

日（日）、２６日（土）・２７日（日）、１０月１７日（土）、２４日（土）、３１日（土）、１

１月３日（火）、７日（土） あがた運動公園多目的広場・伊那市陸上競技場 他 

 一回戦 長野南○２－１×岡谷工業 

 二回戦 長野南×０－１０○小諸商業 

 

◇男子バスケットボール部 令和２年度北信高等学校バスケットボール選手権大会 ９月

４日（金）～６日（日） 南長野運動公園体育館・長野運動公園総合体育館 

 一回戦 長野南○１０６－３１×北部 

 二回戦 長野南×５２－６４○長野東 



 

□文化部 

◇美術部 第６１回北信高校美術展覧会 １０月２３日（金）～１０月２５日（日） ホク

ト文化ホール 

出品者 仙田、片桐、塩田、横浜、新井、滝澤、立林、西内、松本、栁沢、橋倉 

 

◇吹奏楽部  

第７０回北信地区合同音楽会 １１月３日（火） ホクト文化ホール 

 

第４６回長野県アンサンブルコンテスト高等学校部門北信地区大会 

 フルート三重奏 長野南 銀賞 

 管打七重奏 長野南 銀賞 

 

◇書道部 第４１回北信高等学校書道展 １２月４日（金）～６日（日） ホクト文化ホー

ル 

出品者 河野、栗原 

 

◇軽音学部  

第１６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 Power Live 2020 KF 

Re:mind（伊藤、北澤、桜井、宮坂、吉田、永由） 出場 

OverSmrys（大谷、北村、德竹、松本） 出場 

とうふ（中澤、立石、小山、堀川） 出場 


