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平成 29年（2017年）10月 31日現在 

長野県下伊那農業高等学校 

http://www.nagano-c.ed.jp/simonou/ 

 

本校では、生徒が熱心にクラブ活動（本校では班活動と呼んでいます）に励んでいます。

本号では、これまでの活動実績を紹介します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜全国和牛能力共進会「和牛審査競技会」＞  ＜全国高等学校総合文化祭弁論部門 優秀賞６位＞ 

  ＜「高校生の部」優秀賞 全国２位＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜フラワーアレンジメント県大会 最優秀賞＞   ＜全国高校７人制ラグビー全国大会 出場＞ 

 ＜全国大会 出場＞    

                                  

 

     

 

 

 

  

 

 ＜農業ｸﾗﾌﾞプロジェクト発表全国大会 出場＞     ＜東海吹奏楽コンクールＢ編成 金賞＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜柔道 高等学校体育大会北信越大会 出場＞      ＜英語弁論大会（県国際教育研究協議会） 

                                  最優秀賞＞ 

今、下伊那農業高校は・・・ No.2 
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【運動班】 
 

＜南信高校総合体育大会（団体戦）：県大会出場＞          

○柔道 女子 団体戦  優勝         ○剣道 女子 団体戦  準優勝 

○卓球 男子 団体戦  ３位         ○山岳 男子 Ｂチーム１位 Ｃチーム２位 

 

＜春季北信越高校野球南信地区予選＞ 準優勝 

 

＜南信高校総合体育大会（個人戦）：県大会出場＞ 

○北沢実智瑠（３年）柔道 女子階級別 優勝  ○宮下 柚耶（２年）柔道 女子階級別 優勝 

○塩澤千奈美（２年）柔道 女子階級別 準優勝 ○塩澤 彩花（１年）柔道 女子階級別 準優勝 

○宮島 彩歌（１年）柔道 女子階級別 準優勝   

○朝山 珠夢（２年）剣道 女子 優勝     ○前島 夏菜（３年）剣道 女子 ３位 

○片桐 杏奈（２年）剣道 女子 ５位     ○古根 遙佳（３年）剣道 女子 ６位 

○久保田 輝（３年）水泳男子 200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ ３位 

○上田慶次郎（１年）水泳男子 200ｍ平泳ぎ   ３位 

○堤  海斗（２年）水泳男子 200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ ４位 

○福田 大輔（２年）・木下 智貴（２年）卓球 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ３位 

○木下 智貴（２年）卓球 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ  ５位 

○今村 月愛（３年）陸上 女子三段跳び ６位  ○山口穂菜美（３年）陸上 女子三段跳び ７位 

○倉澤まりあ（３年）陸上 女子三段跳び ８位 ○井口  恵（３年）陸上 女子走り高跳び８位 

 

＜全国高校７人制ラグビー大会県予選＞  優勝    ＜全国高校７人制ラグビー全国大会＞ 出場 

 

＜長野県高校総合体育大会（団体戦）＞ ○柔道 女子 ３位 

 

＜長野県高校総合体育大会（個人戦）＞          

○宮下 柚耶（２年）柔道 女子階級別 ３位   

○上田慶次郎（１年）水泳 男子 400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ ４位 及び 男子 200ｍ平泳ぎ ７位 

 

＜国民体育大会長野県選手選考会＞     ○宮下 柚耶（２年）柔道 女子階級別 ３位   

 

＜北信越高校総合体育大会（個人戦）＞          

○上田慶次郎（１年）水泳 男子 400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 及び 男子 200ｍ平泳ぎ 出場 

 ○宮下 柚耶（２年）柔道 女子階級別出場 

 

＜南信高校新人体育大会（団体戦）：県大会出場＞          

○剣道 女子 団体戦 準優勝          ○山岳 男子 Ａチーム２位 

○柔道 女子 団体戦 準優勝          ○卓球 男子 団体戦 ７位 

○弓道 男子 団体戦 13位           ○弓道 女子 団体戦 18位 

  

＜南信高校新人体育大会（個人戦）：県大会出場＞ 

○朝山 珠夢（２年）剣道 女子 優勝       ○小木曽亜衣（２年）剣道 女子 ３位 

○片桐 杏奈（２年）剣道 女子 ４位      ○塩澤千奈美（２年）柔道 女子階級別 優勝 

○宮下 柚耶（２年）柔道 女子階級別 優勝    ○加藤木野詠（１年）柔道 女子階級別 準優勝 

 ○塩澤 彩花（１年）柔道 女子階級別 準優勝     ○宮島 彩歌（１年）柔道 女子階級別 準優勝 

○平林 未依（２年）弓道 女子 ６位            ○北原 紗里（１年）陸上 走り高跳び ８位 

○木下 智貴（２年）卓球 男子 ９位 

  

＜長野県高等学校新人体育大会（個人戦）＞          

 ○上田慶次郎（１年）水泳 男子 100ｍ平泳ぎ・400ｍ自由形 ７位  男子 50ｍ平泳ぎ ８位 
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【学芸班】  

○吹奏楽班 長野県吹奏楽コンクール県大会Ｂ編成の部 １位 

○吹奏楽班  東海吹奏楽コンクール（Ｂ編成）     金賞 

 

 

【専門班・農業クラブ】 

＜長野県学校農業クラブ連盟 第 68回県大会 意見発表会＞ 

○最優秀賞（北信越ブロック大会優秀賞） 

  「生産・流通・経営」分類  加古太久摩（３年）題目「父の背中を追って」 

  「ヒューマンサービス」分類 林 ひなの（３年）題目「フードは風土 ～フードツーリズムで地

域を元気に！」 

 ○優秀賞並びにＪＡ賞 

  「開発・保全・創造」分類  熊谷 萌 （２年）題目「熊谷農園六代目 ～無限の可能性を追い

求めて～」 

 

＜長野県学校農業クラブ連盟 第 68回県大会 プロジェクト発表会＞ 

○最優秀賞（北信越ブロック大会最優秀賞） 

  「生産・流通・経営」分類  題目「ＭＡ包装を利用した果物の鮮度保持と貯蔵法の改善 ～端境

期での有利販売をめざして～」 

伊藤 優希（３年）  金田  凛（２年）  前垣 沙羅（２年）  小平 恭介（２年） 

   齋藤 茉凛（２年）  原  和志（２年）  木下 藍華（２年） 

○優秀賞並びにＪＡ賞  

「ヒューマンサービス」分類 題目「『南信州の救世主』信州黄金シャモプロジェクト」 

   矢崎 文哉（２年）  矢澤 七美（２年）  髙野佐栄理（２年）  熊谷 美月（２年） 

中根 裕輝（２年）  小林 姫奈（１年）  大宮ほのか（１年）  澤柳 円香（１年） 

○優秀賞  

「開発・保全・創造」分類  題目「普段の食生活に一本～下農産トマトジュース『とまとっこ』

の新たな役割に挑戦」 

   大蔵  桃（３年）  井原菜々美（３年）  今村 桃子（３年）  村澤 唯花（３年） 

山下 京華（３年）  北沢 愛未（３年）  桐生 倖歩（３年）  吉川 杏佳（３年） 

 

＜長野県学校農業クラブ連盟 第 68回県大会 クラブ活動発表会＞ 

○最優秀賞 

  題目「平谷村高校生直売所での活動について」 

服部 和磨（３年）  大原 綱紀（３年）  恩田 崚雅（３年） 

 

＜長野県学校農業クラブ連盟 第 68回県大会 フラワーアレンジメント競技大会＞ 

 ○最優秀賞    森口 沙弥（３年） 

 ○優秀賞（３位） 小林 美菜（３年） 

 

＜長野県学校農業クラブ連盟 第 68回県大会 家畜審査競技大会 肉牛の部＞ 

 ○最優秀賞    矢澤 七美（２年） 

 

＜日本学校農業クラブ連盟 第 68回農業クラブ全国大会（岡山大会）＞ 

 ○優秀賞  農業鑑定競技会 園芸部門  原  和志（２年）  食品部門  井原菜々美（３年） 

 ○入 賞  農業鑑定競技会 園芸部門  大原 綱紀（３年）  農業部門  片岡 優希（３年）  

         〃     生活部門  杉山  咲（２年） 

 



 

4 

 

  プロジェクト発表「生産・流通・経営」分類 

  題目「ＭＡ包装を利用した果物の鮮度保持と貯蔵法の改善 ～端境期での有利販売をめざして～」 

伊藤 優希（３年）  金田  凛（２年）  前垣 沙羅（２年）  小平 恭介（２年） 

   齋藤 茉凛（２年）  木下 藍華（２年）  宮沢 芳光（１年） 

 

＜第 11回全国和牛能力共進会和牛審査競技会 高校生の部＞ 

○優秀賞     矢澤 七美（２年） （２位／51名中）  

 

＜第 16回全国高校生フラワーアレンジメントコンテスト・第 27回全国産業教育フェア秋田大会＞ 

 ○出場      森口 沙弥（３年） 

 

【その他】 

＜第 41回全国高等学校総合文化祭 弁論部門＞ 

○優秀賞     古内 舞桜（３年） （６位／68名中）  

 

＜長野県国際教育研究協議会 第 37回英語弁論大会＞ 

○最優秀賞    井坪 学斗（２年）  （関東甲信越静地区大会出場） 

 

＜東日本大震災復興支援＞ 

○夏休み高校生ボランティア事業参加（宮城県本吉郡南三陸町・岩手県下閉伊郡山田町） 

 小池 俊雄（１年）  後藤 愛実（１年）  

 

 

 

 

 


