
 

 

クラブこの一年 

【令和３年度前期の成績】  

□運動部  

◎高等学校体育連盟主催（令和３年度長野県高等学校総合体育大会）   

《北信予選》          

◇卓球部 5 月 8 日(土)～10 日(月) ホワイトリング 

 ○団体戦男子 

      １回戦 長野南０－３更科農業 

   ○個人戦男子ダブルス 

       １回戦 高橋・高橋０－３岩下・小林（須坂創成） 

下原・戸澤３－０棄権 吉岡・大木（飯山）  

中澤・金児０－３池田・春原（中野西） 

２回戦 下原・戸澤０－３牧・萩原（長野工業） 

○個人戦男子シングルス  

２回戦 下原０－３酒井（長野西） 

金児０－３神戸（松代） 

高橋佳０－３松本（飯山） 

高橋健０－３天野（長野吉田） 

中澤１－３牧野（長野日大） 

新出０－３塚田（更級農業） 

戸澤２－３濱田（更級農業） 

○団体戦女子 

      ２回戦 長野南０－３長野商業 

○個人戦女子ダブルス 

１回戦 水野・山岸０－３塩入・大谷（屋代） 

    南澤・北澤３－１竹下・市川（更科農業） 

    長田・吉原１－３山口・田畑（市立長野） 

     南澤・北澤０－３松本・村木（須坂） 

   〇個人戦女子シングルス 

           北澤１－３稲継（長野吉田） 

           長田０－３岸田（須坂東） 

           山岸０－３伊藤（市立長野） 

           水野０－３関（長野商業） 

           南澤０－３佐藤（長野） 

           吉原０－３安西（長野商業） 

 

◇バドミントン部 5 月 7 日(金)～9 日(日) 長野運動公園総合体育館 

 ○男子団体戦 

     １回戦 長野南３－１北部 

     ２回戦 長野南０－３学園長野 

 ○男子ダブルス 

     １回戦 新井・滝澤０－２飯島・丸山（長野吉田）    

 若林・清水０－２中島・高橋（坂城）   

 北村・湯瀬０－２板倉・野口（長野日大） 

   柿澤・北沢２－０和田・大南（屋代） 

２回戦 柿澤・北沢０－２内河・山田（長野商） 

○男子シングルス   

１回戦 清水０－２遠山（中野西）   

      滝澤１－２小林（飯山）   

         新井０－２堀（長野） 

  ２回戦 北村０－２山岸（屋代南）   



 

 

      湯瀬０－２川原（長野吉田）    

      若林０－２樋口（長野西）     

○女子団体戦   

1 回戦 長野南３－１篠ノ井 

２回戦 長野南０－３須坂創成 

      

○女子ダブルス   

１回戦 氷熊・吉池０－２大平・上條（中野西）   

   ２回戦 新津・宮坂２－０岡田・細田（北部）   

       樽田・大日方０－２宮川・磯野（須坂東）   

       小松・大平２－０古川・山浦（長野女子）   

   ３回戦 新津・宮坂０－２小林・滝沢（学園長野）   

          小松・大平０－２待井・望月（須坂創成）   

○女子シングルス   

１回戦 水上０－２山口（須坂）   

   ２回戦 玉井０－２宮尾（長野）   

       小松２－０小林（松代）   

       福島２－０鈴木（飯山）   

       大平０－２山口（須坂）   

   ３回戦 小松０－２森（長野商）   

       福島０－２大塚（中野立志舘）    

 

◇弓道部 5 月 15 日(土)～16 日(日) 長野運動公園弓道場  

女子個人  ８射 

  藤澤 １中  西野 ２中  一瀬 ２中  馬場 １中  鈴木 ３中 

  中條 ２中  丸野 １中  畠山 ４中  岡澤 １中  竹内 ０中 

女子団体Ａ（個人戦の成績に基づく）40 射９中 

女子団体Ｂ（個人戦の成績に基づく）40 射８中 

 

男子個人  ８射 

渡邉 ０中  小松 ２中  青木 ３中  上原 １中 

鶴田 ６中 第６位 ※県大会出場 

和田 ２中  佐藤 ３中 

男子団体（個人戦の成績に基づく）40 射 12 中 

 

◇女子バレーボール部 5 月 13 日(土)市立長野高校体育館 長野運動公園総合体育館 

 １回戦   長野南２－０学園長野 

 ２回戦   長野南２－０屋代 

準々決勝  長野南０－２須坂東 

順位決定戦 長野南０－２飯山 

      長野南２－０須坂創成 第７位 ※県大会出場 

 

◇男子バスケットボール部  5 月 6 日～9 日 ホワイトリング・南長野運動公園体育館 

１回戦 長野南 85－70 飯山  

２回戦 長野南 97－62 長野吉田 

 

◇女子バスケットボール部  5 月 6 日～9 日 ホワイトリング・南長野運動公園体育館 

 ２回戦   長野南 87－40 須坂東 

準々決勝  長野南 81－69 学園長野 

準決勝   長野南 60－146 市立長野 

３位決定戦 長野南 89－64 長野商業 第３位 ※県大会出場 

 



 

 

◇ソフトテニス部  5 月 14 日～15 日 長野運動公園テニスコート 

 女子団体 

  予選リーグ     長野南 ③－０ 篠ノ井 

       長野南 ②－１ 長野清泉 

       長野南 ③－Ｒ 長野商業 

決定Ｔ 準決勝   長野南 １－② 長野吉田 

    ３位決定戦 長野南 ②－０ 文化学園長野 第３位 ※県大会出場 

    個人戦 

     １回戦 安藤・小林 ④－０ 金井・田中（清泉） 

甘利・小山 ④－０ 櫻井・山崎（長野） 

永田・西澤 ④－１ 大谷・高橋（長野東） 

小山・丸山 ２－④ 野村・西澤（長野商） 

     ２回戦 安藤・小林 ④－０ 佐藤・清水（北部） 

甘利・小山 ０－④ 伊藤・石田（長野商） 

永田・西澤 １－④ 忠地・福岡（吉田） 

     ３回戦 安藤・小林 １－④ 西澤・田口（学園長野） 第９位 ※県大会出場 

     

◇テニス部  5 月 15 日～23 日 南長野運動公園テニスコート 

 男子団体戦   

１回戦  長野南１－２篠ノ井 

 男子ダブルス   

１回戦 宮下・根石１－６石﨑・眞島（屋代） 

    高橋・田口３－６西部・田中（篠ノ井） 

    田中・小林２－６田村・徳永（須坂） 

    吉田・寺嶋６－２吉村・亘（更科農） 

    柿崎・相澤１－６矢口・遠山（立志舘） 

    池川・内山６－１今別府・上原（長野西） 

２回戦 吉田・寺嶋２－６平林・割田（屋代） 

池川・内山６－１山口・和田（長野東） 

３回戦 池川・内山０－６坂口・内田（中野西） 

     男子シングルス 

１回戦   吉田６－１星沢（須坂創成） 

      小林６－４奥村（吉田）     田口４－６德永（須坂） 

      内山６－１小林（須坂）     寺嶋０－６上野（吉田） 

      池川６－０伯耆原（長野）    高橋６－０古山（長野東） 

      田中６－３山口（松代） 

 ２回戦   吉田６－１山下（松代）     小林０－６岡本（須坂） 

       内山１－６石川（屋代）     池川１－６遠山（立志舘） 

       高橋６－０呉羽（市立長野）  田中０－６丸山（屋代） 

 ３回戦   吉田０－６坂口（中野西）    高橋４－６高野（長野日大） 

              

   ◇サッカー部 5 月 9 日(日) 千曲川リバーフロントサッカー場 

  １回戦 長野南×０－２○長野西 

 

◇男子ハンドボール部 5 月 15 日(土) 更埴体育館ことぶきアリーナ 

 長野南 26－14 坂城 

   長野南 20－24 屋代 第２位 ※県大会出場  

 

◇女子ハンドボール部 5 月 15 日(土) 更埴体育館ことぶきアリーナ 

 長野南 23－25 屋代 第２位 ※県大会出場  

 

 



 

 

◇陸上部 5 月 14 日（金）～16 日（日） 長野市営陸上競技場 

    男子 200m 予選 栗田 欠場 

    男子 400m 予選 吉田 5 位 1 分 1 秒 72 

    男子 1500m 予選 安藤 9 位 4 分 51 秒 76 

    男子 400mH 予選 宮﨑 7 位 1 分 5 秒 81 

    女子走幅跳 決勝 宮﨑 10 位 4m52cm 

 

《県大会》           

◇女子バスケットボール部 6 月 4 日（金）～6 日（日） 

  １回戦   長野南 ９６－４３ 都市大塩尻 

  ２回戦   長野南 ４９－６９佐久長聖 

 

◇ソフトテニス部 6 月 5 日（土）～6 日（日） 松本市浅間温泉庭球公園 

 女子団体戦 

  １回戦  本校 ②－１ 豊科  

２回戦  本校 １－② 上田染谷丘  

 女子個人戦 

  １回戦  安藤・小林 ④－２ 武井・山浦(上田東)  

２回戦  安藤・小林 ２－④ 岡村・山本(大町岳陽)  

 

  ◇男子ハンドボール部 6 月 4 日（金）～6 日（日） 

  ２回戦  長野南 ３１－１３ 野沢北 

  準々決勝 長野南 ３１－１８ 野沢南 

  準決勝  長野南 １８－１４ 坂城 

  決勝   長野南 ２１－１２ 東海大諏訪  

優勝 ※インターハイ・北信越大会出場  

 

◇女子ハンドボール部 6 月 4 日（金）～6 日（日） 

  準々決勝 長野南 ３８－５  松本美須々ヶ丘 

  準決勝  長野南 ２９－２３ 東海大諏訪 

  決勝   長野南 ２３－２０ 屋代     

優勝※インターハイ・北信越大会出場  

     

  ◇弓道部 6 月 5 日(土)～6 日(日)  長野運動公園弓道場 

   男子個人 鶴田 12 射 5 中 

 

 ◇女子バレーボール部 6 月 5 日（土）野沢北高校 体育館 

１回戦   長野南 ０－２ 松商学園    

 

◇空手道 6 月 5 日（土）～6 日（日） 松本市波田体育館 

 男子個人形  

  2 回戦  峰田 １－４ 堀（松商学園） 

 

◇水泳 6 月 26 日（土）～27 日（日） 長野市 

   個人メドレー400ｍ 若狭 5 位 4:56.82 北信越大会出場 

 

《北信越大会》 

◇男子ハンドボール部 6 月 19 日（土）～20 日（日） 柏崎総合体育館他 

  １回戦  長野南 ２４－２８ 羽水（福井） 

   

◇女子ハンドボール部 6 月 4 日（金）～6 日（日） 

  1 回戦  長野南 ３３－１８ 藤島（福井） 



 

 

準々決勝 長野南 ２６－１５ 金沢商（石川） 

  準決勝  長野南 １４－２８ 高岡向陵（富山） ３位入賞  

 

◇水泳 7 月 26 日（月） 長野市アクアウイング 

 個人メドレー400ｍ 若狭 5:01.53 予選 11 位 

 

《全国大会》 

◇男子ハンドボール部 

１回戦 長野南 24－26 鳥取県立境(鳥取) 

◇女子ハンドボール部 

１回戦 長野南 26－27 日川(山梨) 

 

◎第７６回国民体育大会関係  

  ◇ソフトテニス部  

  《ソフトテニス競技第１次北信予選会》4 月 10 日（土） 

    予選リーグ  安藤・小林 2 勝 決勝Ｔへ 

           甘利・小山 2 勝 決勝Ｔへ 

           永田・西澤 1 勝 1 敗 

           小山・丸山 2 敗 

    決勝Ｔ1 回戦 安藤・小林 ④－１ 野村・西澤（長野商業） 

           甘利・小山 ２－④ 塚田・岩吉（長野商業）ベスト 16 ※県大会出場 

       2 回戦 安藤・小林 １－④ 義家・青木（中体連）ベスト 8 ※県大会出場 

《ソフトテニス競技第１次県選考会】5 月 5 日(祝)浅間温泉庭球公園 

     １回戦 安藤・小林 ④－０ 寺尾・滝中（岩村田） 

         甘利・小山 ２－④ 唐澤・荻原（伊那弥生） 

     ２回戦 安藤・小林 １－④ 中島・奥原（松商） 

 

◎各種競技大会 

  《北信学校対抗ソフトテニス大会》5 月 4 日(祝)南長野運動公園テニスコート 

◇ソフトテニス部  

   予選リーグ  長野南 ②－１ 長野吉田Ａ 

          長野南 ③－０ 須坂東・屋代 

          長野南 ②－１ 須坂Ａ 

   決勝Ｔ準決勝 長野南 １－② 長野俊英Ａ      ３位入賞 

 

◎高等学校野球連盟主催  

《第 144 回北信越地区高等学校野球長野県大会北信予選会》4 月 30 日～5 月 9 日 

２回戦 長野南０－６松代 5 月 2 日(水)長野県営球場 

《第 103 回全国高等学校野球選手権 長野大会》 

   ２回戦 長野南４－１１ 岡谷工業 7 月 8 日（木）長野オリンピックスタジアム 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□文化部 

◇軽音楽部 

《第 28 回 長野県高等学校軽音楽系クラブ合同演奏会 東北信大会 PowerLive2021TH》 

6 月 4 日(金)・5 日(土) 千曲市上山田文化会館 

審査員賞(ベスト 16) 長野南高校 OVER SMRYS  PowerLive2021K への出場権獲得 

 

  ◇吹奏楽部 

《第 61 回 長野県吹奏楽コンクール高等学校部門 B 編成の部 東北信地区大会》 

                7 月 23 日（金） 長野市ホクト文化ホール 

  銀賞 長野南高校・屋代南高校（合同バンドでの参加）  


