
 

 

クラブこの一年（後期） 

【令和３年度後期の成績】  

□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新人体育大会）  

《北信予選》 

◇テニス部 ９月４日（土）～５日（日）南長野運動公園テニスコート  

男子団体戦 

（吉田、柿崎、宮下、相澤、関野、根石、髙原、渡辺） 

１回戦 長野南 4-1 長野日大 

２回戦 長野南 1-4 長野 

順位戦 長野南 2-3 更級農業 

 

◇陸上競技部 ９月１０日（金）～１２日（日）長野市営陸上競技場  

  男子 1500m 予選 安藤光星 4 分 49 秒 77 第１０位 

    男子 100m 予選 栗田隆仁 13 秒 55 第７位 

 

◇テニス部 １０月２日（土）～３日（日）、９日（土）南長野運動公園テニスコート  

   男子ダブルス 吉田正・柿崎航大 第 6 位 県大会出場 

   男子シングルス 吉田正 第 9 位 県大会出場 

 

◇サッカー部 11 月 3 日 千曲川リバーフロントサッカー場（長野市） 

１回戦 長野南７－１飯山・文化学園  

     11 月 7 日 中野市サッカー場 

２回戦 長野南１－７屋代 

 

  ◇女子バレーボール部 １２月１０日（金） 運動公園総合体育館 

    １回戦 長野南 ０－２ 長野吉田 

 

◇空手道競技 

期日：10 月 23 日 場所：波田体育館 

   ＜個人形＞ 

２回戦   峰田凱也 ３ – ２ 浅井（松商学園） 

    ３回戦   峰田凱也 ０ – ５ 吉澤（松本県ｹ丘） 

 

◇男子バスケットボール部 12 月 1 日～４日 

場所：豊野体育館・ホワイトリング・長野運動公園総合体育館 

        １回戦   長野南 ７４― ５８ 屋代 

        ２回戦   長野南 ４７―１２７ 市立長野 

 

◇女子バスケットボール部 12 月 1 日～４日 

場所：豊野体育館・ホワイトリング・長野運動公園総合体育 

        ２回戦   長野南 ８５－４１ 長野西 

        ３回戦   長野南 ６５－５３ 長野清泉 

        準決勝   長野南 ６５－４４ 長野吉田 

        決勝    長野南 ３６－８３ 市立長野  

                      第２位 県大会出場 

 

◇ハンドボール部 期日：10 月３日  場所：ことぶきアリーナ千曲 

        女子    長野南 １４－１９ 屋代 

              ２位 県大会出場 

        男子    長野南 ２６－２７ 屋代 



 

 

              ２位 県大会出場 

 

  ◇ソフトテニス部 期日：９月 18 日・19 日 場所：南長野運動公園 

   女子団体戦１回戦   長野南 ０－２ 長野 

        代表決定戦 長野南 ０－２ 長野俊英 

   女子個人戦１回戦 甘利・小山奈 ４－１ 外谷・丸山（長商） 

            小山愛・潤賀 １－４ 石川・関 （長商）  

        ２回戦 甘利・小山奈 ４－３ 高沢・立岩（長野） 

        ３回戦 甘利・小山奈 １－４ 西沢・田口（学園長野） 

                       ベスト 16 県大会出場 

 

◇弓道部 期日：９月 25 日・26 日 場所：長野運動公園弓道場 

    男子団体５位 県大会出場 

男子個人県大会出場 鶴田和大、和田友輝 

 

  ◇卓球部 期日：10 月 8 日９日  場所：千曲市戸倉体育館 

    男子団体戦   １回戦     長野南 ０－３ 長野工業 

    女子団体戦   １回戦     長野南 １－３ 長野東 

    男子シングルス １回戦     戸澤  ０－３ 横田（更級農業） 

                    会田  ０－３ 塩崎（長野西） 

                    新出  ３－０ 新井（長野吉田） 

２回戦     高橋  ０－３ 市川（須坂） 

        下原  ０－３ 森下（屋代） 

    女子シングルス １回戦     下平  ０－３ 大谷（屋代） 

                    稲田  ０－３ 山本（須坂） 

                    堤   ０－３ 林 （長野東） 

                    北澤  ０－３ 吉澤（長野西） 

                    勝田  ０－３ 村木（須坂） 

                    角田  ０－３ 中村（長野吉田） 

            ２回戦     北澤  ０－３ 吉澤（長野西） 

    男子ダブルス  ２回戦  戸澤・下原  ０－３ 青木・青木（須坂） 

                 高橋・新出  不戦勝   

            ３回戦  高橋・新出  ０－３ 坂本・茂野（須坂東） 

    女子ダブルス  １回戦  下平・勝田  ０－３ 松本・亀田（須坂） 

                 北澤・吉原  ０－３ 根岸・伊藤（市立長野） 

                 稲田・堤   ２－３ 田仲・中村（屋代） 

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

《県大会》  

◇テニス部 １１月６日（土）～７日（日）浅間温泉庭球公園  

    男子シングルス 吉田正 4-6 上原琉（赤穂） 

    男子ダブルス  吉田・柿崎 5-7 古田・小田原（伊那北） 

 

◇女子バスケットボール部 

期日：1 月 14 日・15 日・16 日  場所：佐久市総合体育館 

１回戦   長野南 ８９－３８ 松本美須々丘 

２回戦   長野南 ８５－４１ 上田西 

        ３回戦   長野南 ６５－５３ 東海大諏訪 

◇ハンドボール部 

期日：第Ⅰ期トーナメント戦 11 月６日７日 

第Ⅱ期リーグ戦 12 月 18 日 19 日 場所：ことぶきアリーナ千曲  

   第Ⅰ期トーナメント戦 男子    長野南 ４４－ ６ 佐久平総合技術 



 

 

                    長野南 ３２－１５ 上田 

              女子    長野南 ２４－ ４ 松本美須々ヶ丘 

   第Ⅱ期リーグ戦    男子    長野南 １６－１６ 東海大諏訪 

                    長野南 ２４－１６ 屋代 

長野南 ３３－１６ 茅野 

1 位 全国選抜大会北信越地区予選大会出場  

              女子    長野南 ２４－１５ 東海大諏訪 

                    長野南 １６－２０ 屋代 

                    長野南 ２５－ ６ 上田 

２位 全国選抜大会北信越地区予選大会出場  

 

◇ソフトテニス部 期日：10 月 17 日 場所：南長野運動公園 

    女子個人戦１回戦 甘利・小山奈 １－４ 向山・天野（伊那北） 

 

◇弓道部 期日：10 月 16 日・17 日 場所：塩尻市弓道場 

    男子個人戦 鶴田和大 ５中 

          和田友輝 ９中 競射× 

    男子団体戦 佐藤・和田・鶴田 ９中 

 

      

◎各種競技大会 

《第 74 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》 

  ◇女子バレーボール部 ９月２３日（木） 飯山市民体育館 

    １回戦 長野南 ２－０ 松代 

    ２回戦 長野南 ２－１ 中野立志舘 

     長野県第１ラウンド出場（１０月２４日） 

 

《第 74 回全日本バレーボール高等学校選手権大会  長野県第１ラウンド予選会》 

  ◇女子バレーボール部 １０月２４日（日） 赤穂高校体育館 

    １回戦 長野南 ０－２ 松本蟻ヶ崎 

 

《第 100 回全国高校サッカー選手権大会長野県大会》 

◇サッカー部 9 月 23 日 かりがねサッカー場（松本市） 

２回戦 長野南２－１軽井沢・小諸・東御清翔 

10 月 9 日 長野県フットボールセンター松本市サッカー場  

３回戦 長野南０－11 松本国際 

 

《令和 3 年度 第 74 回全国高等学校バスケットボール選手権大会 (ウインターカップ) 》 

北信予選会 

◇女子バスケットボール部 

期日：9 月 23 日・25 日・26 日  場所：須坂市民体育館 

        ２回戦   長野南  ８９ – ３８ 須坂 

        準々決勝  長野南  ８６ – ６０ 長野清泉 

        準決勝   長野南  ７２ – ４６ 長野吉田 

        決 勝   長野南  ５６ – １０５ 市立長野 

第２位 県大会出場 

 

《令和 3 年度 第 74 回全国高等学校バスケットボール選手権大会 (ウインターカップ)》  

長野県予選会 

◇女子バスケットボール部 

期日：10 月 8 日・9 日・10 日  場所：長野運動公園総合体育館  



 

 

        １回戦   長野南 １０８ – ７０ 上田西 

        準々決勝  長野南  ７７ – ７４ 上伊那農業 

        準決勝   長野南  ５５ – ６３ 松本国際    第３位 

《令和 3 年度高校選抜ソフトテニス大会北信予選会》 

   ◇ソフトテニス部 期日：11 月 13 日・14 日 場所：長野運動公園 

    女子個人戦予選リーグ甘利・小山奈  ４－０ 依田・徳竹（清泉） 

              甘利・小山奈 ４－０ 内山・内藤（日大） 

              潤賀・松山  １－４ 青木・市岡（長商） 

              潤賀・松山  ０－４ 梅原・岡田（篠ノ井） 

           １回戦甘利・小山奈 ０－４ 仙石・福岡（吉田） 

 

《令和 3 年度北信学年別ソフトテニス大会》 

   ◇ソフトテニス部 期日：11 月 20 日 場所：南長野運動公園 

    女子個人戦予選リーグ甘利・小山奈  ４－３ 石川・関 （吉田） 

              甘利・小山奈 ２－４ 野村・笹森（長商） 

              甘利・小山奈 ４－２ 杉田・山田（学園長野） 

              甘利・小山奈 ３－４ 寺尾・梅原（篠ノ井） 

              小山愛・潤賀 ０－４ 西澤・田口（学園長野） 

              小山愛・潤賀 ０－４ 小林・原田（俊英） 

              小山愛・潤賀 ０－４ 水澤・小倉（長商）  

              小山愛・潤賀 ０－４ 酒井・髙野（吉田） 

 

《令和 3 年度長野県ジュニア選手権大会》 

   ◇バドミントン部 期日：10 月２日 場所：ホワイトリング 

    女子ダブルス１回戦 和泉・大島 ２－０ 鳴澤・西澤（上田染谷丘）  

          ２回戦 和泉・大島 ０－２ 代田・小林（学園長野） 

 

《第 13 回長野 SOBC ジュニアバドミントン大会》 

   ◇バドミントン部 期日：10 月 24 日 場所：ホワイトリング 

    女子ダブルス１回戦 和泉・上原 不戦勝 

              花倉・田仲 ２－０ 根津・上野（市立長野） 

２回戦 大島・宮崎 ２－０ 滝沢・西條（更級農業） 

              和泉・上原 ２－０ 柴田・小泉（更級農業） 

              花倉・田仲 ０－２ 福澤・小山（屋代） 

          準決勝 大島・宮崎 ２－０ 山路・宮澤（屋代） 

              和泉・上原 ２－１ 福澤・小山（屋代） 

          決勝  大島・宮崎 ０－２ 和泉・上原（長野南） 

               準優勝       優勝 

    男子ダブルス１回戦 戸谷・鈴木 ０－２ 小林・小林（信更中） 

              竹内・宮島 ０－２ 大南・小林（屋代） 

              大川・新村 ０－２ 呉・市川 （更級農業） 

          ２回戦 柿澤・北沢 ０－２ 和田・佐藤（屋代） 

   女子シングルス１回戦    小谷 ２－１ 小山（屋代） 

                 宮崎 ２―０ 山条（長野） 

          ２回戦   大島 ２－０ 根津（市立長野） 

                小谷 ２－０ 小泉（更級農業） 

                宮崎 ２－０ 北村（市立長野） 

                和泉 ２－０ 柴田（更級農業） 

          ３回戦   大島 ０－２ 福澤（屋代） 

                小谷 ０―２ 中山（北部中） 

                宮崎 ２－０ 西村（屋代） 

                和泉 ２－０ 山路（屋代） 



 

 

          準決勝   宮崎 １―２ 和泉（長野南） 

                第３位 

                和泉 ２－１ 宮崎（長野南） 

          決勝    和泉 ０－２ 中山（北部中） 

                  準優勝 

   男子シングルス１回戦   柿澤 １－２ 宮入（KC バドクラブ） 

                戸谷 １－２ 渥美（長野） 

                山浦 ０－２ 丸山（更級農業） 

                北沢 ０－２ 水津（市立長野） 

 

《令和 3 年度北信地区１年生バドミントン大会》 

   ◇バドミントン部 期日：12 月 18 日 場所：長野運動公園総合体育館 

    男子シングルス予選 

          １回戦   松坂亮 ２－１ 荒井（篠ノ井）        

                西澤賢 ０－２ 吉田（市立長野） 

                小山  ２－０ 小林（長野工業高専） 

                吉澤  ２－０ 風間（須坂東） 

                野村  ０－２ 結解（長野日大） 

                西村淳 １－２ 鳥羽（屋代） 

                大井  ２－０ 春原（須坂創成） 

                松坂龍 ２－０ 小崎（更級農業） 

          ２回戦   松坂亮 １－２ 和田（長野吉田） 

                小山  ２－１ 佐藤（長野日大）  

                吉澤  ２－１ 保谷（篠ノ井） 

                西村京 ２－０ 樋口（松代） 

                大井  ２－０ 西澤（須坂東） 

                松坂龍 ０－２ 山下（市立長野） 

          ３回戦   小山  ０－２ 遠山（中野西） 

                吉澤  ０－２ 高橋（市立長野） 

                西村京 ２－０ 菅野（須坂創成） 

                大井  ０－２ 堀内（須坂） 

        決勝 1 回戦   西村京 ０－２ 宮入（長野工業） 

    女子シングルス 

          １回戦   白倉  ０－２ 中原（長商） 

                岩倉  ２－０ 山崎（屋代） 

                堀   ０－２ 小林（長野女子） 

                林   ０－２ 宮島（篠ノ井） 

          ２回戦   両角  ０－２ 伊藤（長野日大） 

                岩倉  ０－２ 森田（須坂創成） 

 

◎高等学校野球連盟主催 

《第 145 回北信越地区高等学校野球長野県大会北信支部予選会》  

◇野球部 ９月５日 長野県営野球場 

２回戦 長野南１－11 長野 

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

□文化部  

◎令和 3 年度 第 47 回長野県アンサンブルコンテスト北信地区大会  

◇吹奏楽部 管打七重奏 銀賞 

 

◎令和 3 年度 第 48 回北信地区高校演劇合同発表会  

◇演劇部 『ウタ子さんのゴンドラ』 銀賞 


