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平成 30年(2018年)11月 

長野県下伊那農業高等学校 

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

 

１ 班(クラブ)活動について 
(1)高等学校総合体育大会 

   団体戦(県大会以上の大会に出場した競技のみ記載) 

競技・団体名等 南信大会 県大会 北信越大会 

ラグビー 開催なし ３位（春・秋） 出場（春）※秋は北信越大会の開催なし 

剣道(女子) 準優勝 出場 ― 

柔道(女子) 準優勝 出場 ― 

弓道(女子団体) ９位 出場 ― 

ソフトテニス(男子) リーグ戦２位 出場 ― 

山岳(男子) 出場 出場 ― 

    個人戦(ダブルス含む県大会出場競技のみ記載。なお、県大会の成績は北信越大会の出場権を得た生徒
のみ記載。)   

競 技 名 氏 名(出身中学校) 学年 南信大会 県大会 北信越大会 

柔道(女子階級別) 宮下 柚耶(阿 智) 3 優勝 ３位 出場 

柔道(女子階級別) 塩澤千奈美(旭ヶ丘) 3 優勝 準優勝 出場 

柔道(女子階級別) 宮島 彩歌(旭ヶ丘) 2 準優勝 出場 ― 

柔道(女子階級別) 塩澤 彩花(旭ヶ丘) 2 準優勝 出場 ― 

剣道(女子) 朝山 珠夢(下 條) 3 ２位 ５位 出場 

剣道(女子) 小木曽亜衣(松 川) 3 ５位 出場 ― 

剣道(女子) 水野 佐映(松 川) 1 ６位 出場 ― 

剣道(女子) 齊藤 真由(竜 峡) 1 ７位 出場 ― 

剣道(女子) 片桐 杏奈(豊 丘) 3 ８位 出場 ― 

水泳(男子 200ｍ平泳ぎ) 上田慶次郎(豊 丘) 2 ２位 ３位 出場 

水泳(男子 100ｍ平泳ぎ) 上田慶次郎(豊 丘) 2 ３位 12位 ― 

陸上(女子走幅跳) 宮澤 香音(高 森) 1 優勝 出場 ― 

陸上(女子三段跳) 宮澤 香音(高 森) 1 ６位 出場 ― 

弓道(女子個人) 田中 沙英(竜 東) 3 ３位 出場 ― 

卓球(男子シングルス) 福田 大輔(喬 木) 3 ９位 出場 ― 

卓球(男子ダブルス) 
福田 大輔(喬 木) 3 

５位 出場 ― 
遠山 裕基(下 條) 1 

 
(2)高等学校新人体育大会 
 団体戦(県大会以上の大会に出場した競技のみ記載) 

競技・団体名等 南信大会 県大会 

柔道(女子) 優勝 出場 

柔道(男子)３人制 優勝 出場 

山岳 ２位 開催なし 

剣道(女子) ３位 11/17・18実施 

剣道(男子) ８位 11/17・18実施 

ソフトテニス女子 ７位 出場 

弓道(男子団体) ベスト８ 出場 

弓道(女子団体) ベスト 16  出場 
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個人戦(ダブルス含む県大会出場競技のみ記載。なお、県大会の成績は北信越大会の出場権を得た生徒
のみ記載。)   

競 技 名 氏 名(出身中学校) 学年 南信大会 県大会 北信越大会 

柔道(女子階級別) 宮島 彩歌(旭ヶ丘) 2 優勝 欠場 ― 

柔道(女子階級別) 塩澤 彩花(旭ヶ丘) 2 優勝 出場 ― 

柔道(女子階級別) 加藤木 野詠(阿智) 2 優勝 欠場 ― 

柔道(男子階級別) 伊藤  禅(緑ヶ丘) 1 ベスト 16 ベスト 16 ― 

水泳(男子 400ｍﾒﾄﾞﾚｰ) 上田 慶次郎(豊丘) 2 開催なし 優勝 開催なし 

水泳(男子 200ｍﾒﾄﾞﾚｰ) 上田 慶次郎(豊丘) 2 開催なし 4位 開催なし 

水泳(男子 200ｍ平泳ぎ) 上田 慶次郎(豊丘) 2 開催なし 4位 開催なし 

陸上(女子走幅跳) 宮澤 香音(高 森) 1 優勝 優勝 １０位 

陸上(女子三段跳) 宮澤 香音(高 森) 1 優勝 4位 １６位 

陸上(女子 400ｍ) 松尾 玲佳(松 川) 2 ２位 出場 ― 

陸上(女子走高跳) 瀧浪 麻愛(喬 木) 1 ６位 出場 ― 

陸上(女子円盤投) 瀧浪 麻愛(喬 木) 1 ７位 出場 ― 

陸上(女子 100ｍ) 宮澤 香音(高 森) 1 ７位 出場 ― 

陸上(女子やり投) 北沢 莉沙(竜 峡) 1 ７位 出場 ― 

剣道(女子) 水野 佐映(松 川) 1 ７位 11/17・18実施  

剣道(男子) 宮澤 昂成(旭ヶ丘) 2 ８位 11/17・18実施  

弓道(男子) 宮沢 芳光(松 川) 2 優勝 出場 ― 

弓道(男子) 大澤 健太郎(松川) 2 ３位 決勝戦出場 ― 

 

＜学芸班・専門研究班・農業クラブ等＞ 

〇農業クラブ 

プロジェクト発表 

班名 分野 発表テーマ 県大会 北信越大会 全国大会 

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

～端境期に着目した未来型の果樹産業をめざす～ 
最優秀賞 最優秀賞 出場 

畜産 ヒューマンサービス 「南信州の救世主」～信州黄金シャモプロジェクト～ 最優秀賞 最優秀賞 出場 

食品科学 開発・保全・創造 トマトジュースで地域とつながる 優秀賞 ― ― 

 意見発表 

氏名(学年・出身中学校) 分野 発表テーマ 県大会 北信越大会 

中根 裕輝(3・旭ヶ丘) 開発・保全・創造 かっこいい農業～黄金の輝き～ 最優秀賞 優秀賞 

知久 宗一郎(2・喬木) 生産・流通・経営 涙に見えた私の将来展望 優秀賞 ― 

佐藤 みづき(3・大鹿) ヒューマンサービス 歌舞伎をつなぐ 入賞 ― 

 フラワーアレンジメント 

氏名(学年・出身中学校) 県大会 第 28回全国産業教育フェア 

井坪 学斗(3・高陵) 最優秀賞 出場 

猪又あゆみ(2・松川) 優秀賞 ― 

太田 静流(2・下條) 優秀賞 ― 

 農業鑑定競技 

氏名(学年・出身中学校) 分 野 全国大会 

小原 琉菜(3・旭ヶ丘) 畜  産 優秀賞 

片桐 杏奈(3・豊 丘) 食品科学 優秀賞 

吉田 遥花(2・高 森) 生活科学 優秀賞 

森本 隆暉(2・松 川) 園  芸 優秀賞 

三嶋 蒼生(2・旭ヶ丘) 園  芸 出場 

 家畜審査競技 

氏名(学年・出身中学校) 県大会 

矢澤 七美(3・旭ヶ丘) 優秀賞 

〇各種大会・品評会等 

氏名(学年・出身中学校)等 成績 大 会 名 

食品化学科 特別賞 長野県茶の共進会 

吹奏楽班 銀賞 中部日本吹奏楽コンクール長野県大会 

農業機械班 出場 HONDAエコマイレッジチャレンジ 2018（全国大会） 
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氏名(学年・出身中学校)等 成績 大 会 名 

熊谷 美月(3・天 龍) 優秀賞 長野県国際教育研究協議会主催第 38回英語弁論大会 

堀木 愛子(3・松 川) １位 長野県技能競技大会 フラワー装飾３級 

岩田 菜摘(3・高 森) ２位 長野県技能競技大会 フラワー装飾３級 

宮下 かな(3・緑ヶ丘) ２位 長野県技能競技大会 フラワー装飾３級 

小林 理沙(3・緑ヶ丘) 銅賞 長野県書道展覧会 

冨内 紘河(2・ 鼎 ) 銅賞 長野県書道展覧会 

小林 鈴歩(1・飯田西) 銅賞 長野県書道展覧会 

原田 沙葉(3・高 陵) 地区入賞 毎日農業記録賞（毎日新聞社主催） 

〇地域からの表彰 

氏名(学年・出身中学校)等  賞 表彰団体等 

果樹班・畜産班 青少年功労賞 飯田南ロータリークラブ 

原  和志(3・高 森) 芸術文化奨励賞 高森町 

小平 恭介(3・高 森) 芸術文化奨励賞 高森町 

矢島 芽依(1・高 森) 芸術文化奨励賞 高森町 

中塚 空美(1・高 森) 芸術文化奨励賞 高森町 

中平 留李花(1・高森) 芸術文化奨励賞 高森町 

 

２ 海外研修 

氏名(学年・出身中学校)  研修先 研修期間 主催 

鈴木 陽奈(1・高陵) カンボジア 平成 31年３月 22日～３月 28日 飯田市教育委員会 

松下 陽佳(1・松川） コスタリカ 平成 31年３月 21日～３月 29日 松川町 

 

３ 地域と連携した課外活動等 

期日 行事名等 参加団体名等 参加人数 会場等 

4月 7日・8日 
天竜峡さくら祭り アグリ研究班、食品科学班 18  天竜峡温泉交流館 

大宮通り桜まつり インターアクトクラブ 5  飯田市市内大宮通り 

4月 4日 子牛市場 アグリ研究班畜産部・有志 3  長野県中央家畜市場 

4月 15日 焼來肉ロックフェス打ち合わせ アグリ研究班畜産部 2  野底山公園 

4月 21日 よこね田んぼ保全活動 アグリ研究班 3  飯田市千代 

4月 28日 遊休農地活用 アグリ研究班 12  飯田市川路 

4月 28日 こどもまつり 
食農科学コース・生活研究

クラブ 
12  飯田市四季の広場 

4月 29日 飯田東ロータリークラブ・下農合同植樹例会 インターアクトクラブ 18  飯田市松川入 

5月 4日 信州黄金シャモの加工 アグリ研究班畜産部 9  さんさんファーム 

5月 5日 天竜峡ミツバツツジ祭り アグリ研究班、食品科学班 18  天竜峡温泉交流館 

5月 5日・6日 おもしろ科学大実験 食品科学班 13  かざこし子どもの森公園 

5月 18日 花いっぱい交流会(飯田東中) 農業クラブ 24  下伊那農業高校 

5月 19日 よこね田んぼ保全活動 アグリ研究班 7  飯田市千代 

5月 27日 

遊休農地活用 アグリ研究班 4  飯田市川路 

春のご当地グルメロックフェス 2018 ピザロックフェスタ 食品科学班 6  飯田女子短期大学 

多文化共生と小さな世界都市を語るシンポジウム インターアクトクラブ 3  飯田市役所 

5月 28日 障がい者スポーツ大会 インターアクトクラブ 7  飯田市総合運動場 

6月 7日 トマトジュースのリコピン・糖度測定実験 食品科学班 6  飯田女子短期大学 

6月 15日 花いっぱい交流会(飯田東中) 農業クラブ 32  りんご並木  

6月中旬 信州黄金シャモの加工 アグリ研究班畜産部 13  さんさんファーム 

7月 14日 川路祇園祭出店 アグリ研究班 ７  飯田市川路 

7月 15日 遊休農地活用―パンの販売― アグリ研究班 10  アピタ飯田店 

7月中旬 家畜審査競技会の学習 出場者 3  小山牧場 

7月 21日 焼來肉ロックフェス アグリ研究班畜産部 13  野底山公園 

7月 21日 平谷村交流（平谷村活性化プロジェクト） 農業クラブ 6  平谷村 

7月 26日 下栗収穫手伝い 2年生流コース 19  飯田市上村 

７月 27日 ブルーベリーの収穫 食品科学班 ７  
飯田市川路 

相野屋ファーム 
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期日 行事名等 参加団体名等 参加人数 会場等 

7月 29日 高校生レストラン アグリ研究班 12  シルクホテル 

8月 上旬 子牛市場 アグリ研究班畜産部 9  長野県中央家畜市場 

8月 9日 長野県総文祭 人形劇 食品科学班 6  飯田女子高校 

8月 18日 平谷村交流（平谷村活性化プロジェクト） 農業クラブ 5  平谷村 

8月 26日 ふれあいの里高原ロードレース大会 アグリ研究班畜産部 9  泰阜村役場 

8月 26日 健和会病院 病院祭での販売 生産流通コース 11  健和会病院 

9月 17日 平谷村交流（平谷村活性化プロジェクト） 農業クラブ 7  平谷村 

10月 6日 よこね田んぼ保全活動 アグリ研究班 3  飯田市千代 

10月 11日 泰阜村地域懇談会（信州黄金シャモの普及活動） アグリ研究班畜産部 9  泰阜村役場 

10月 13日 長野県畜産試験場での研究発表会 アグリ研究班畜産部 3  長野県畜産試験場 

１０月 14日 松川北小学校とそば打ち交流会 食品科学班 4  本校加工室 

10月 20日 JA祭での販売 生産流通コース 8  下條村 

10月 27日 天竜峡温泉交流館「ご湯っくり」コラボ食堂 アグリ研究班 3  飯田市川路 

10月 28日 天竜峡カボチャマルシエ 食品科学班 アグリ研究班 9  天竜峡公園 

11月 10日・11日 全国農業高校収穫祭 食品科学班 2  東京大丸デパート 

 

４ 地域社会と連携した授業・学習活動等 

期日 科目名等 学年 内   容 場  所 備 考 

4月 6日 生産技術 2 慈光幼稚園との動物のふれあい 本校牛舎 生産流通コース 

4月 13日 生産技術 2 和牛の受精卵移植について 本校牛舎 生産流通コース 

4月 18日 課題研究 3 肥育牛の成育調査 野上牧場 生産流通コース 

4月 20日 グリーンライフ 3 保育園との稲作交流(播種) 本校作物実習室 生産流通コース 

4月 21日 課題研究 3 みその講義と実験計画 マルマン株式会社 食品化学科 

4月 23日 生産技術 3 和牛の受精卵移植について 本校牛舎 生産流通コース 

5月 8日 総合実習 3 和牛の受精卵採卵 本校牛舎 生産流通コース 

5月 15日 グリーンライフ 3 保育園との稲作交流(観察・水田見学) 本校作物実習室 生産流通コース 

5月 15日 総合実習 2 イチゴ収穫 喬木村 食品化学科 

5月 18日 課題研究 3 肥育牛の成育調査 野上牧場 生産流通コース 

5月 22日 子どもの発達と保育 2 飯田市乳児ふれあい体験７ヶ月相談参加 松尾公民館 食農科学コース 

5月 25日 グリーンライフ 3 保育園との稲作交流(田植え) 水田 生産流通コース 

5月 25日 食品製造 3 イチゴ収穫 喬木村 食品化学科 

5月 25日 課題研究 3 みその仕込み実習 マルマン株式会社 食品化学科 

5月 29日 グリーンライフ 3 保育園との農業交流(サツマイモ定植) 本校圃場 食農科学コース 

5月 31日 総合実習 1 イチゴ収穫 豊丘村 食品化学科 

6月 6日 グリーンライフ 3 鼎公民館育児サークルとの交流(とうもろこし播種) 本校圃場 食農科学コース 

6月 11日 グリーンライフ 3 育児サークルとの交流(サツマイモ定植) 本校圃場 食農科学コース 

6月 28日 子どもの発達と保育 2 飯田市乳児ふれあい体験 12 ヶ月相談参加 松尾公民館 食農科学コース 

7月 20日 家庭総合 1 保育園実習 鼎みつば保育園 アグリサービス科 

7月 26日 課題研究 3 保育園福祉(人形劇の実演) 高松保育園 食農科学コース 

7月 27日 課題研究 3 保育園福祉(人形劇の実演) 鼎みつば保育園 食農科学コース 

7月 29日 課題研究 3 保育園福祉(人形劇の実演) あったかてらす(高森町) 食農科学コース 

8月 3日 家庭総合 
2 社会保険労務士による講義 

「正社員とフリーターの違い」 
本校 全学科 

8月 27日 生活科学 3 手話講座 本校 食農科学コース 

8月 28日 
課題研究 

（保育選択） 
3 ひまわり見学 

飯田市福祉施設療育 

センターひまわり 
食農科学コース 

9月 19日 
課題研究 

（保育選択） 
3 プッチー乗車 飯田市街地 食農科学コース 

9月 28日 地域文化 3 農村婦人ネットワークによるきゅうり料理の調理実習 本校 食農科学コース 

10月 23日 家庭総合 2 
飯田市健康福祉部福祉課・子育て支援課による 

ライフデザインセミナー 
本校 アグリサービス科 

10月 26日 家庭総合 3 保育園実習 仏教保育園 農業機械科 

11月 7日 
課題研究 

（保育選択） 
3 飯田ムトス説明会 本校 食農科学コース 

1月下旬 課題研究 3 保育園福祉(人形劇の実演) あかり保育園 食農科学コース 

 


