
【運動系クラブ】

クラブ名  月日 大会・活動内容  種別 結果

4月29日～5月1日 第21回南信ソフトボール研修大会 出場

5月10日～11日 南信高等学校総合体育大会 準優勝

6月1日～3日 長野県高等学校総合体育大会 3位

9月22日・29日 南信高等学校新人体育大会 3位

10月26日～28日 長野県高等学校新人体育大会 ベスト8

4月7日 飯伊総合６人制春季大会 優勝

4月13日～14日 高校女子春季飯田大会 6位

4月21日 第69回中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会県予選（高校の部） 出場

5月11日～12日 南信高等学校総合体育大会 3位

6月1日～2日 長野県高等学校総合体育大会 ベスト８

7月15日 第19回松蔭杯高等学校女子バレーボール大会 ベスト８

7月21日 長野県私立高等学校バレーボール選手権大会 出場

8月16日～18日 森田淳吾カップ 出場

8月24日～25日 第18回岡谷カップフレンドシップバレーボール大会 ベスト８

9月21日 第72回全日本バレーボール高等学校選手権大会南信地区予選会 Ｂブロック1位

10月13日～14日 高校女子バレーボール秋季飯田大会 ベスト８

10月20日 第72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 出場

12月13日～15日 南信高等学校新人体育大会 ３位

1月18日 長野県高等学校新人体育大会 ベスト１６

5月3日 第72回長野県陸上競技会伊那大会 女子1500m 5分23秒07

女子800m 5分16秒91

女子1500m 2分36秒98

5月24日（金） 長野県高等学校総合体育大会 女子1500m 5分19秒13

女子100m 15秒33

女子200m 31秒90

女子800m 3分12秒47

女子100m 15秒11

女子400m 1分16秒41

トーナメント制 出場

的中制 出場

個人 優勝

団体 ７位

個人 出場

団体 ベスト８

5月11日～12日 南信高等学校総合体育大会 ５位

5月30日～6月2日 県高等学校総合体育大会 出場

8月11日～13日 第６１回美濃加茂交流大会 出場

11月30日～12月1日 南信高等学校新人体育大会 出場

ベスト８

準優勝

ダブルス ベスト4、2回戦、出場

シングルス 3位、ベスト１６，2回戦、出場

ダブルス ベスト16

シングルス ベスト32

ダブルス 2回戦、1回戦

シングルス 2回戦

ダブルス 2回戦、1回戦

シングルス 1回戦、2回戦

11月17日 飯田市長杯争奪バドミントン大会 ダブルス 優勝、参加

全日本ジュニアバドミントン大会南信地区予選

11月2日～4日 南信高等学校新人体育大会バドミントン競技会

学校対抗 1回戦

バドミントン

５月１２日～１４日 南信高等学校総合体育大会バドミントン競技会

学校対抗 ベスト８

5月31日、 6月1日、3日 長野県高等学校総合体育大会バドミントン競技会

学校対抗 ベスト16

7月14～15日

バスケットボール

8月30日～9月1日 第72回全国高等学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会南信地区予選会 ベスト８

2月9日、11日 令和元年度第60回飯伊総合選手権大会

弓道 ４月１３日～１４日 岐阜スポーツフェア

５月１１日～１２日 高校総体南信大会

６月１日～２日 高校総体県大会

２０１９年度クラブ活動実績

ソフトボール

バレーボール

陸  上

5月10日～5月12日 南信高等学校総合体育大会

9月6日～9月8日 南信高等学校新人体育大会

10月19日 飯伊陸上競技秋季記録会



４月１３日 国体1次南信選考会 個人戦 出場

団体戦 予選敗退

6月22日 国体2次南信選考会 個人戦 2回戦
決勝トーナメント進出

代表決定トーナメント進出

団体戦 3位

9月28日 長野県高等学校シングルス選手権大会 シングルス 決勝トーナメント進出

団体戦 出場

個人戦 中止

団体戦 準優勝

個人戦 代表決定戦敗退

12月14日 長野県高等学校選抜ソフトテニス大会 団体戦 出場

卓　球 優勝

ベスト32

3回戦

2回戦

3回戦

2回戦

出場

団体 3位

ダブルス 3位、3回戦、出場

シングルス 優勝、3回戦、2回戦、出場

団体 2回戦

ダブルス 出場

シングルス 出場

3位

出場

出場

出場

出場

3位

出場

決勝2回戦

団体 ベスト８

シングルス ベスト16、３２，2回戦、出場

団体戦 出場

シングルス 出場

12月8日 飯田オープンチームカップ大会 団体戦 予選リーグ出場

4位

７位
2月1日 伊那市長杯 団体戦

3回戦

シングルス
2回戦

出場

11月24日 令和元年度長野県ジュニア大会 シングルス 2回戦、出場

令和元年度南信高等学校新人体育大会

11月7～9日 令和元年度長野県高等学校新人体育大会

11月23日 南信卓球選手権

ダブルス

シングルス
2回戦

9月15日 飯伊地区秋季大会

ダブルス

シングルス

ベスト8

決勝1回戦

ダブルス

8月31日 全日本ジュニア卓球南信大会 シングルス

3回戦

2回戦

出場

卓球
5月10日・11日 令和元年度南信高等学校総合体育大会

5月30日・31日・6月1日 令和元年度長野県高等学校総合体育大会

8月12日 伊那谷ダブルス大会

9月7日 全日本ジュニア卓球長野県大会

10月10日・11日

出場

4月28日 第74回国民体育大会卓球競技会長野県予選会 シングルス

出場

5月6日 第71回中部日本卓球選手権ジュニアの部 長野県予選会 シングルス

ベスト16

10月24日 長野県高等学校新人体育大会

11月9日～10日 長野県高等学校選抜ソフトテニス大会南信予選会

4月20日 第74回国民体育大会卓球競技会南信地区予選会 シングルス

ベスト32

2回戦

8月3日 長野県高等学校シングルス選手権大会南信予選会 シングルス

9月14日～15日 南信高等学校新人体育大会
個人戦

ソフトテニス

5月11日12日 南信高等学校総合体育大会
個人戦 3回戦



3位

8位

2位

4位

自由形200ｍ 1位

平泳ぎ100ｍ 1位、3位、5位

平泳ぎ200ｍ 3位

バタフライ100ｍ 1位

バタフライ200ｍ 1位

3位

7位

リレー400ｍ 2位

リレー800ｍ 2位

メドレーリレー400ｍ 2位

リレー400ｍ 2位

リレー800ｍ 4位

メドレーリレー400ｍ 3位

自由形50ｍ 5位

自由形100ｍ 3位、出場

自由形200ｍ 2位

平泳ぎ200ｍ 出場

バタフライ100ｍ 1位

バタフライ200ｍ 1位

個人メドレー200ｍ 7位、出場

リレー400ｍ 7位

リレー800ｍ 7位

メドレーリレー400ｍ 5位

自由形50ｍ 13位

自由形100ｍ 8位

自由形200ｍ 8位

バタフライ100ｍ 1位

バタフライ200ｍ 1位

個人メドレー200ｍ 23位

バタフライ100ｍ 2位

バタフライ200ｍ 7位

バタフライ100ｍ 2位

バタフライ200ｍ 9位

自由形50ｍ 8位、16位、27位

自由形100ｍ 5位

平泳ぎ50ｍ 6位、14位

背泳ぎ100ｍ 5位

バタフライ50ｍ 1位、11位

個人メドレー200ｍ 17位

リレー200ｍ 6位

メドレーリレー200ｍ 6位

バタフライ100ｍ 1位

メドレーリレー400ｍ 15位

個人メドレー200ｍ 2位

バタフライ50ｍ 2位

バタフライ100ｍ 1位

バタフライ200ｍ 2位

メドレーリレー400ｍ 1位

バタフライ100ｍ 5位

バタフライ200ｍ B決勝進出

ラグビー同好会 6月2日 第1回富山セブンズカップ 3位

2回戦

2回戦

ベスト８

2回戦

11月16日 長野県高等学校新人体育大会 個人 1回戦

個人総合 2位

跳馬 2位

段違い平行棒 3位

平均台 1位

床 4位

個人総合 7位

跳馬 6位

段違い平行棒 6位

平均台 6位

床 6位

個人総合 27位

跳馬 25位

段違い平行棒 29位

平均台 30位

床 26位

個人総合 7位

跳馬 7位

段違い平行棒 3位

平均台 7位

床 7位

個人総合 4位

跳馬 3位

段違い平行棒 3位

平均台 2位

床 9位

5月6日 南信高等学校総合体育大会 出場

9月29日 南信高等学校新人体育大会 出場

5月11日 南信高等学校総合体育大会 女子個人63kg級 1位

6月2日 長野県高等学校総合体育大会 女子個人63kg級 出場

1月11日 全国高等学校柔道選手権大会長野県大会 女子個人63kg級 出場

長野県高等学校新人体育大会

空手同好会

柔道同好会

体操同好会

5月12日 南信高等学校総合体育大会

6月2日 長野県高等学校総合体育大会

6月16日 北信越高等学校総合体育大会

10月13日 南信高等学校新人体育大会

10月27日

10月27日 第61回日本選手権(25m)水泳競技大会

剣道同好会 5月11日 南信高等学校総合体育大会 個人

10月12日 南信地区高等学校新人体育大会 個人

9月7日、8日 長野県高校新人水泳競技大会

9月13日～16日 国民体育大会

9月24日～27日 第10回アジアエージグループ選手権

県高等学校総合体育大会

平泳ぎ100ｍ 出場

7月20日～22日 北信越高等学校総合体育大会

水泳同好会 8月17日～20日 全国高等学校総合体育大会

8月23日～26日 全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ夏季水泳競技大会

水泳同好会

6月15日 南信高等学校総合体育大会

自由形50ｍ

自由形100ｍ

個人メドレー200ｍ

6月29日30日


