
平成２２年度　北信高等学校体育連盟　総合体育大会結果一覧
バスケットボール

男子 女子

１位 長野日大 １位 長野吉田
２位 長野 ２位 文大長野
３位 長野吉田 ３位 長野商業
４位 長野工業 ４位 市立長野
５位 長野俊英 ５位 長野東
６位 長野南 ６位 須坂
７位 須坂東 ７位 須坂東
８位 屋代 ８位 屋代

バドミントン
男子 女子

学校対抗 １位 須坂商業 １位 文大長野
２位 屋代 ２位 中野西
３位 長野 ３位 長野商業
４位 長野吉田 ４位 須坂
５位 長野商業 ５位 長野西
６位 長野東 ６位 長野東
７位 須坂園芸 ７位 長野
８位 篠ノ井 ８位 市立長野

個人（単） １位 菅原　将次 （須坂商業） １位 山川　莉歩 （文大長野）
２位 武内　裕希 （長野） ２位 東城　碧 （文大長野）
３位 押木　章吾 （須坂商業） ３位 大堀日彩乃 （文大長野）
４位 赤澤新之介 （屋代） ４位 山岸　紗千 （文大長野）
５位 町田　智紀 （屋代） ５位 中島まなみ （長野商業）
６位 三ツ井航輝 （須坂園芸） ６位 福島　侑紀 （長野東）
７位 伊藤　由輝 （長野日大） ７位 植木環 （中野西）
８位 宮澤　弘治 （長野商業） ８位 檜山恵梨香 （長野商業）

個人（複） １位 押木・菅原 （須坂商業） １位 大堀・東城 （文大長野）
２位 武内・轟 （長野） ２位 檜山・中島 （長野商業）
３位 赤澤・児玉 （屋代） ３位 山岸・高澤 （文大長野）
４位 西川・高野 （長野） ４位 関・丸山 （須坂）
５位 吉田・峰村 （長野吉田） ５位 植木・藤澤 （中野西）
６位 宮澤・久保田 （長野商業） ６位 渡邊・壇原 （文大長野）
７位 小林・中澤 （須坂商業） ７位 高橋・湯本 （中野西）
８位 伊藤・湯澤 （長野日大） ８位 玉井・湯本 （文大長野）

バレーボール
男子 女子

１位 長野日大 １位 長野日大
２位 須坂東 ２位 須坂東
３位 長野工業 ３位 長野商業
４位 長野吉田 ４位 飯山
５位 中野西 ５位 文大長野
６位 長野 ６位 長野東
７位 長野東 ７位 篠ノ井
８位 松代 ８位 中野西



平成２２年度　北信高等学校体育連盟　総合体育大会結果一覧
卓　球

男子 女子

学校対抗 １位 長野商業 １位 長野商業
２位 須坂商業 ２位 須坂
３位 屋代 ３位 須坂商業
４位 長野日大 ４位 長野日大
５位 長野工業 ５位 須坂東
６位 須坂 ６位 長野吉田
７位 長野西 ７位 長野
８位 長野高専 ８位 長野西

個人（単） １位 滝澤　拓真 （長野商業） １位 小山　さき （長野商業）

２位 竹内　亮平 （須坂商業） ２位 小山　みき （須坂）

３位 青木　健 （須坂商業） ３位 小林　真子 （須坂）

４位 松島　卓宏 （長野商業） ４位 山岸央里恵 （長野商業）

５位 高木　信幸 （長野商業） ５位 丸田　彩花 （須坂東）

６位 原田　淳哉 （長野商業） ６位 村松由希恵 （長野商業）

７位 黒岩　和宏 （長野商業） ７位 牧　奈津美 （須坂商業）

８位 宮澤　拓見 （須坂商業） ８位 小林　舞美 （長野商業）

個人（複） １位 高木・滝澤 （長野商業） １位 小山・山岸 （長野商業）

２位 松島・高橋 （長野商業） ２位 武居・牧 （須坂商業）

３位 宮澤・竹内 （須坂商業） ３位 小林・小山 （須坂）

４位 山田・川島 （須坂商業） ４位 加藤・村松 （長野商業）

５位 原田・中西 （長野工業） ５位 宮澤・野口 （長野吉田）

６位 松田・常盤 （屋代） ６位 内山・丸田 （須坂東）

７位 伊藤・曽我 （長野商業） ７位 森・小林 （長野商業）

８位 岡部・一由 （長野日大） ８位 宮脇・佐藤 （長野日大）

ソフトテニス
男子 女子

学校対抗 １位 長野日大 １位 長野吉田
２位 長野 ２位 長野商業
３位 長野俊英 ３位 文大長野
４位 長野東 ４位 須坂
５位 長野吉田 ５位 長野俊英
６位 長野高専 ６位 長野
７位 須坂東 ７位 長野東
８位 長野商業 ８位 須坂東

個人（複） １位 住吉・原 （長野吉田） １位 湯澤・栁澤 （長野吉田）
２位 塩川・小田切 （長野東） ２位 増田・美谷島 （長野吉田）
３位 酒井・松林 （長野俊英） ３位 田中・松本 （長野商業）
４位 山田・須原 （長野） ４位 東野・清水 （長野商業）
５位 小林・廣瀬 （長野日大） ５位 渡邊・芋川 （文大長野）
６位 相馬・内山 （長野吉田） ６位 小坂・冨澤 （須坂）
７位 矢澤・塚田 （長野吉田） ７位 三澤・堀内 （長野吉田）
８位 小林・小林 （長野日大） ８位 横地・片岡 （長野吉田）

ソフトボール
男子 女子
１位 飯山北 １位 長野商業

２位 篠ノ井
３位 文大長野
４位 中野西



平成２２年度　北信高等学校体育連盟　総合体育大会結果一覧
剣　道

男子 女子

学校対抗 １位 長野商業 １位 長野商業
２位 飯山 ２位 松代
３位 屋代 ３位 長野日大
４位 長野 ４位 長野西
５位 篠ノ井 ５位 屋代
６位 長野西 ６位 飯山
７位 長野日大 ７位 長野清泉
８位 長野工業 ８位 長野
９位 ９位 中野西

個人 １位 福沢　高鋭 （飯山） １位 山岸　茉菜 （長野商業）
２位 上原　大樹 （篠ノ井） ２位 三澤　優衣 （長野商業）
３位 中島　輝人 （長野商業） ３位 金児　莉沙 （長野商業）
４位 徳武　大空 （長野商業） ４位 青木麻衣子 （長野商業）
５位 北澤　慶悟 （長野商業） ５位 倉田　萌生 （長野商業）
６位 荻原　一馬 （長野商業） ６位 坂本　明歩 （松代）
７位 川浦　和繁 （長野） ７位 山越　香澄 （長野商業）
８位 小林　隆弘 （長野吉田） ８位 桑原　彩夏 （松代）

弓　道
男子 女子

学校対抗 １位 屋代Ｂ １位 中野西A
２位 須坂Ｂ ２位 飯山B
３位 長野吉田Ｂ ３位 長野吉田Ｂ
４位 長野高専Ｂ ４位 長野西
５位 長野日大Ｂ ５位 中野立志館
６位 中野立志館 ６位 屋代Ｂ
７位 長野西Ｂ ７位 長野東A
８位 市立長野 ８位 長野南Ｂ
９位 松代Ｂ ９位 長野日大Ｂ

個人 １位 若松　孝治 （松代） １位 湯本　倫子 （須坂）
２位 高橋　政也 （飯山北） ２位 早野　恵利 （長野吉田）
３位 澤田　土 （長野日大） ３位 渡邊　舞 （長野高専）
４位 石原　滉 （屋代） ４位 松本　彩華 （中野西）
５位 田中　優 （長野南） ５位 矢澤　美季 （長野日大）
６位 北原　明典 （長野日大） ６位 佐藤　優紀 （長野吉田）
７位 奥村　建斗 （中野立志館） ７位 藤澤めぐみ （長野吉田）
８位 小林　大貴 （長野） ８位 梅原　萌花 （長野日大）
９位 小林　健太 （中野西） ９位 大原明日香 （飯山北）

サッカー
男子

１位 長野吉田
２位 中野西
３位 須坂
４位 長野工業
５位 市立長野
６位 長野日大
７位 長野
８位 屋代



平成２２年度　北信高等学校体育連盟　総合体育大会結果一覧
柔　道

男子 女子

学校対抗 １位 松代 １位 屋代
２位 屋代 ２位 篠ノ井
３位 長野日大 ３位 長野日大
３位 中野立志館 ３位 松代

個人 １位 西村　貴大 （長野吉田）
60kg級 ２位 小林　優樹 （中野立志館）

３位 西村　翼 （長野日大）
３位 宮川　健汰 （長野日大）

66kg級 １位 久保　憲之 （松代）
２位 米澤　将 （長野工業）
３位 池亀　弘崇 （松代）
３位 山崎　直人 （屋代）

73kg級 １位 山本　健登 （長野日大）
２位 松崎　寿郎 （松代）
３位 西澤　太清 （長野工業）
３位 石川　拓也 （松代）

81kg級 １位 床田　宙志 （松代）
２位 坂口　勇人 （松代）
３位 江口　大 （屋代）
３位 浦野　優介 （松代）

90kg級 １位 大江弘太郎 （屋代）
２位 大野　祥平 （長野日大）
３位 島田慎之輔 （中野立志館）
３位 松本　拳人 （長野俊英）

100kg級 １位 上原　拓郎 （須坂園芸）
２位 矢島　将己 （更級農業）
３位

100kg超級 １位 関　俊郎 （長野日大）
２位 吉池　俊輔 （須坂東）
３位
３位

女子
48kg級 １位 上原未知加 （長野）

２位 吉澤　里香 （長野日大）
３位 市場　玲衣 （屋代）
４位 細井さくら （松代）

52kg級 １位 高野　京香 （屋代）
２位 小林　詩織 （長野日大）
３位 大野美乃里 （長野日大）
３位 久保　遙 （長野高専）

57kg級 １位 市場　愛梨 （屋代）
２位 栗原　里実 （篠ノ井）
３位 白鳥　里美 （松代）
３位 半田かな子 （松代）

63kg級 １位 若林美和子 （屋代）
２位 森尻香菜子 （篠ノ井）
３位 村田　悠希 （長野日大）
３位 石坂　志乃 （篠ノ井）

70kg級 １位 宮本　未来 （須坂園芸）

78kg超級 １位 角　冬華 （更級農業）



平成２２年度　北信高等学校体育連盟　総合体育大会結果一覧
ハンドボール

男子 女子

１位 屋代 １位 屋代
２位 坂城 ２位 坂城
３位 長野南 ３位 長野南

テニス
男子 女子

学校対抗 １位 長野日大 １位 屋代
２位 中野西 ２位 中野西
３位 篠ノ井 ３位 篠ノ井
４位 長野吉田 ４位 長野日大
５位 ５位

個人 １位 池田　晃一 （篠ノ井） １位 小林　夏希 （屋代）
（シングルス） ２位 木南　拓也 （長野日大） ２位 高橋　綾乃 （屋代）

３位 高野　凌 （長野日大） ３位 下田さや香 （中野西）
４位 伊藤　大地 （長野日大） ４位 矢崎　史奈 （屋代）
５位 久保田祥伍 （長野） ５位 中島　瑛里 （中野西）
６位 小松　慎也 （長野吉田） ６位 滝澤あずさ （中野西）
７位 渡辺　文也 （中野西） ７位 酒井　彩 （篠ノ井）
８位 萩野　翔也 （中野西） ８位 関谷　明音 （中野西）

個人 １位 木南・内田 （長野日大） １位 下田・中島 （中野西）
（ダブルス） ２位 池田・西村 （篠ノ井） ２位 高橋・小林 （屋代）

３位 高野・伊坂 （長野日大） ３位 佐藤・滝澤 （中野西）
４位 久保・北村 （松代） ４位 矢崎・豊田 （屋代）
５位 ５位

空手道
男子 女子

団体組手 １位 屋代 １位 屋代
２位 長野高専

団体形 １位 屋代A １位 屋代
２位 長野高専 ２位

個人組手 １位 宮澤　優斗 （屋代） １位 荒木　玲奈 （篠ノ井）
２位 浦山　僚 （長野高専） ２位 山崎　舞 （屋代）
３位 柄澤　悠樹 （長野高専） ３位 西森　薫 （屋代）
４位 轟　隼人 （長野工業） ４位 戸谷　翠 （篠ノ井）
５位 稲越　誠 （長野高専） ５位 高木　真美 （屋代）
５位 竹内　誠貴 （屋代） ５位 宮尾江里子 （屋代）
５位 山越　亮 （屋代） ５位 川上　真奈 （屋代）
５位 青木　隆宏 （屋代）

個人形 １位 宮澤　優斗 （屋代） １位 荒木　玲奈 （篠ノ井）
２位 竹内　誠貴 （屋代） ２位 市川さくら （長野日大）
３位 浦山　僚 （長野高専） ３位 戸谷　翠 （篠ノ井）
４位 柄澤　悠樹 （長野高専） ４位 西森　薫 （屋代）
５位 山崎　健 （長野日大） ５位 川上　真奈 （屋代）
５位 轟　隼人 （長野工業） ５位 藤沢　唯 （中野西）
５位 稲越　誠 （長野高専） ５位 山崎　舞 （屋代）
５位 青木　隆宏 （屋代） ５位 宮尾江里子 （屋代）



平成２２年度　北信高等学校体育連盟　総合体育大会結果一覧
ラグビー

男子

１位 東京都市大塩尻

２位 伊那北
３位 北信合同チーム

４位

定通
男子 女子

バドミントン

学校対抗 １位 篠ノ井 １位 篠ノ井
２位 長野西 ２位 長野
３位 長野商業 ３位 中野立志館
４位 ４位

個人（単） １位 伊藤　智紀 （長野西） １位 小口　愛華 （長野）
２位 関　良樹 （篠ノ井） ２位 高内　千皓 （長野商業）
３位 笠井　翔太 （篠ノ井） ３位 関　瑞季 （篠ノ井）
４位 木村　友也 （長野西） ４位 青木　美咲 （篠ノ井）

卓球
学校対抗 １位 長野西

２位 長野工業
個人（単） １位 高沢　佑 （長野西） １位 金木　萌 （長野西）

２位 返町　直裕 （長野西） ２位 鈴木　ミミ （長野西）

３位 岩本レオネプトゥス （長野工業）

４位 山本　誠也 （長野西）

１位 長野工業
２位 中野立志館

バスケットボール


