
令和元年度長野県中学校新人大会 佐久大会試合結果 
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男

子 

【団体戦】 

予選リーグ 

臼田 ×０－３○ 望月 

  臼田 ×２－３○ 御代田 

  ２敗 リーグ３位で予選リーグ敗退 

【個人戦】 

丸山哲平：ランク 19 位  

東信大会へ 

 

 

 

女 

子 

【団体戦】 

予選リーグ 

臼田 ○３－２× 小海 

  臼田 ○３－１× 小諸東 

１位リーグ 

臼田 ○３－０× 中込 

  臼田 ○３－１× 浅間 

    優勝（第１位）（東信大会へ） 

【個人戦】 

小金澤梨穂：３位   

岩松 花純：ベスト８  

岩松 詩乃：ベスト 16   

三石 菜月：ランク 17位 

黒沢 美月：ランク 21位 

上記５名が東信大会へ 

ソフトテニ

ス男子 

【１日目】団体戦 

予選リーグ：臼田 ○３－０× 佐久東   

      臼田 ○３－０× 小諸東 

      臼田 ×１－２○ 浅間 

      臼田 ○３－０× 佐久長聖 

決勝リーグ：臼田 ○２－０× 芦原 

      臼田 ×１－２○ 佐久東 

三位決定戦：臼田 ○２－０× 野沢 

         第３位で東信大会へ 

【２日目】個人戦（学年別） 

１年の部 

佐藤陸・三石瞬平 ベスト１６ 

２年の部  

小林怜太・土屋和真 第３位 

県大会へ 

バスケ

ットボ

ール 

 

男

子 

【１日目】            【２日目】 

臼田 ○75－33× 小諸東    準決勝 臼田 ○77－69× 芦原 

臼田 ○76－42×  佐久穂    決 勝 臼田 ×47－63○ 浅間 

                       第２位（東信大会へ） 

女

子 

【１日目】            【２日目】 

臼田 ○ 77－27× 中込     準決勝 臼田 ○55－29× 浅間 

臼田 ○101－22× 佐久穂    決 勝 臼田 ×30－42○ 野沢 

                      第２位（東信大会出場） 

バレーボー

ル女子 

【１日目】            【２日目】 

臼田 ○２－０× 中込     準決勝 臼田 ○２－０× 佐久穂 

臼田 ○２－０× 川上     決勝  臼田 ×０－２○ 浅間  

臼田 ○２－０× 軽井沢           第２位(東信大会へ) 

野球 【１回戦】   臼田 ○６－５× 浅科 

【２回戦】   臼田 ×２－５○ 立科 

【代表決定戦】 臼田 ×３－１○ 御代田  ベスト８ 東信大会出場ならず 

 

令和元年度長野県中学校新人大会 東信大会試合結果 
卓  球 

            

男

子 

【個人戦】 丸山哲平 1回戦敗退 

 

 

 

 

女

【団体戦】 

第Ⅰステージ 

臼田 ○３－０× 佐久穂 

臼田 ○３－０× 上田五 

第Ⅱステージ 

【個人戦】 

小金澤梨穂 第３位 

岩松花純 ベスト８ 

岩松詩乃 ベスト 16 

黒沢美月 1 回戦敗退 



子 臼田 ○３－０× 上田一 

臼田 ○３－２× 上田三 

臼田 ○３－１× 上田四 

準決勝 臼田 ×１－３○ 浅間 

３ 決 臼田 ○３－１×上田四 

           第３位 

三石菜月 1 回戦敗退 

ソフトテニス 

男子 

【団体戦】 

１回戦 臼田 ×１－２○ 東御東部 敗退 

バスケット 

ボール 

 

 

男

子 

１回戦 臼田 ○７４－４４× 依田窪南部   

２回戦 臼田 ○５７－４５× 東御東部    

準決勝 臼田 ×４４－４６○ 上田一   

３ 決 臼田 ×４８－５４○ 上田五     第４位 

 

女

子 

１回戦 臼田 ○１０５－１９× 丸子        

２回戦 臼田 ○ ５７－２９× 上田三         

準決勝 臼田 ○ ５２－４９× 東御東部        

決 勝 臼田 × ４２－５８× 野沢     第２位 

バレーボール 

女子 

【１日目】 

臼田 ○２－０× 東御東部 

臼田 ○２－０× 浅科 

臼田 ○２－０× 丸子北 

【２日目】 

準々決勝 臼田 ○２－０× 上田六 

準決勝  臼田 ○２－０× 軽井沢 

決 勝  臼田 ×０－２× 浅間 

         第２位 

サッカー 【予選リーグ】 

臼田 ○２－０× 丸子 

臼田 ○９－０× 小海 

【決勝トーナメント】 

臼田 〇２－０× 上田三 

臼田 ×０－２〇 上田二・真田 敗退 

水泳（学年別） 吉田啓悟 ２年男子１００ｍ背泳ぎ 第３位  

バドミントン 

（東北信大会） 

競技中止 

陸上競技 

（東北信大会） 

橋本春花 ２年女子 １００ｍ  第３位 

金子倖大 １年男子１５００ｍ  第３位 

 

 

中体連以外の大会（新人県）及び部活動以外での大会等の結果 
＜卓球＞  

長野県中学校新人選抜卓球大会 女子団体戦  

予選リーグ  

臼田 ×２－３○ 筑摩野（中信６位） 

臼田 ○３－１× 山ノ内（北信７位） 

臼田 ○３－１× 高 森（南信２位） リーグ２位で決勝トーナメントへ 

  

決勝トーナメント   

１回戦 臼田 ○３－１× 小諸東（東信１位） 

２回戦 臼田 ×０－３○ 大町一（中信２位） ベスト８敗退 

 

＜バレーボール女子＞ 

  エプソン杯第 35 回長野県バレーボール選抜優勝大会 

予選リーグ 臼田 ○２－１× 篠ノ井西 

臼田 ×１－２○ 飯島伊那   予選リーグ敗退 


