
平成22年度 北信高等学校総合体育大会　入賞者一覧表
於 :長野東高校

《男子》 上段/氏名　　中段/所属　　下段/記録 大会新　○
〈個人〉 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
男子50m自由形 児玉　優太 近藤　治樹 田村 勇人 山形 智弘 依田 誠太 石田 隼斗 井上颯一郎 西村 和揮

須坂 篠ノ井 長野日大 長野日大 長野西 須坂東 須坂 長野高専
25.44 25.77 26.29 27.43 28.30 28.53 28.94 28.97

男子100m自由形 関谷　公希 荒生　拓人 児玉 優太 近藤 治樹 山形 智弘 宮下 和也 石田　隼斗 依田 誠太
中野西 長野日大 須坂 篠ノ井 長野日大 屋代 須坂東 長野西
54.19 55.56 56.96 58.67 1:00.38 1:01.72 1:01.80 1:05.02

男子200m自由形 関谷　公希 荒生　拓人 吉澤勇太朗 西澤 大樹 中澤 孝章 宮下 和也 大平　哲也 結城 貴和
中野西 長野日大 長野日大 篠ノ井 中野立志館 屋代 長野高専 長野

○1:58.45 2:01.61 2:07.27 2:11.72 2:15.13 2:17.05 2:27.49 2:28.39
男子400m自由形 中村　夏貴 平塚　　充 吉澤勇太朗 櫻井 悠貴 山口 翔平

長野日大 長野日大 長野日大 中野西 長野吉田
4:21.34 4:25.56 4:31.14 4:46.44 4:59.02

男子1500m自由形 中村　夏貴 平塚　　充 櫻井 悠貴 川島 啓真 山口 翔平
長野日大 長野日大 中野西 長野東 長野吉田
17:31.57 17:33.76 18:25.40 18:53.90 19:37.90

男子100m背泳ぎ 中村　優樹 下倉　太一 中田 慎也 松尾 潤樹 坂口 　怜 守谷 研耶 畠山　　準
長野 篠ノ井 長野 長野高専 屋代 長野高専 長野高専

1:08.51 1:09.19 1:17.31 1:31.90 1:32.22 1:32.65 1:49.45
男子200m背泳ぎ 中村　優樹 中田　慎也

長野 長野
2:26.37 2:42.01

男子100m平泳ぎ 武井勇一郎 春原　潤也 常田 礎良 小山田亮太 櫻井 健晴 神津 稜平 伊藤　大陸 東 　賢佑
篠ノ井 篠ノ井 長野高専 長野高専 中野立志館 長野 中野立志館 長野

1:08.25 1:08.44 1:17.25 1:18.59 1:18.76 1:21.90 1:23.92 1:24.21
男子200m平泳ぎ 武井勇一郎 春原　潤也 常田 礎良 小山田亮太 滝野 亮平 東 　賢佑 田中　京平 高橋 知之

篠ノ井 篠ノ井 長野高専 長野高専 中野立志館 長野 長野吉田 長野高専
2:26.32 2:29.44 2:49.18 2:51.69 2:54.68 3:06.18 3:19.67 4:01.89

男子100mバタフライ 西澤　大樹 小林　大峻 田村 勇人 小田切 凞
篠ノ井 長野日大 長野日大 長野吉田
59.31 1:01.02 1:01.09 1:04.34

男子200mバタフライ 小林　大峻 小田切　凞
長野日大 長野吉田
2:23.18 2:28.30

男子200m個人メドレー 横尾　隆介 下倉　太一 吾妻 康至 三井 基史 櫻井 健晴 大平 哲也 山﨑　勇輝 守谷 研耶
長野日大 篠ノ井 長野日大 長野 中野立志館 長野高専 中野立志館 長野高専
2:19.46 2:21.70 2:28.26 2:40.44 2:41.36 2:46.89 2:50.36 3:20.34

男子400m個人メドレー 横尾　隆介 吾妻　康至 川島 啓真 中澤 孝章
長野日大 長野日大 長野東 中野立志館
4:58.59 5:11.31 5:28.33 5:37.31

〈リレー〉 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
男子400mリレー 長野日大 篠ノ井 中野立志館 中野西 長野吉田 長野 長野高専

第１泳者 中村　夏貴 西澤　大樹 櫻井 健晴 櫻井 悠貴 小田切 凞 清水　俊樹 野口　　楓
第２泳者 田村　勇人 武井勇一郎 中澤 孝章 竹内裕一朗 山口 翔平 小林　優弥 大平　哲也
第３泳者 吉澤勇太朗 下倉　太一 山﨑 勇輝 浦野 敬之 蔵野 貴教 中田　慎也 小山田亮太
第４泳者 荒生　拓人 近藤　治樹 伊藤 大陸 関谷 公希 田中 京平 結城　貴和 常田　礎良

3:46.55 3:55.21 4:16.78 4:24.83 4:25.46 4:27.54 4:31.04
男子800mリレー 長野日大 篠ノ井 中野立志館 中野西 長野高専 長野

第１泳者 中村　夏貴 西澤　大樹 櫻井 健晴 櫻井 悠貴 西村 和揮 結城　貴和
第２泳者 荒生　拓人 近藤　治樹 中澤 孝章 竹内裕一朗 大平 哲也 牛山　徹哉
第３泳者 平塚　　充 下倉　太一 山﨑 勇輝 浦野 敬之 小山田亮太 神津　稜平
第４泳者 吉澤勇太朗 武井勇一郎 伊藤 大陸 関谷 公希 常田 礎良 中村　寿人

○8:09.04 8:35.64 9:33.66 10:07.59 10:08.46 10:52.26
男子400mメドレーリレー 長野日大 篠ノ井 長野 中野立志館 長野高専 中野西

第１泳者 横尾　隆介 下倉　太一 中村 優樹 山﨑 勇輝 大平 哲也 関谷　公希
第２泳者 中村　夏貴 春原　潤也 神津 稜平 櫻井 健晴 小山田亮太 櫻井　悠貴
第３泳者 小林　大峻 西澤　大樹 三井 基史 中澤 孝章 常田 礎良 竹内裕一朗
第４泳者 荒生　拓人 近藤　治樹 牛山 徹哉 伊藤 大陸 野口 　楓 浦野　敬之

4:14.33 4:16.10 4:49.19 4:59.13 4:59.96 5:16.84

〈総合順位〉 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
学校名 長野日大 篠ノ井 長野 長野高専 中野立志館 中野西 長野吉田 須坂
得点 169 111 66 60 59 53 30 16

平成23年6月19日



平成22年度 北信高等学校総合体育大会　入賞者一覧表
於 :長野東高校

《女子》 上段/氏名　　中段/所属　　下段/記録 大会新　○
〈個人〉 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
女子50m自由形 小林　茉央 矢澤きらら 佐藤 優香 竹内 晶美 久保田帆波 芳池 真奈 松本　美緒 小山 偲歩

須坂 長野吉田 長野東 長野日大 中野西 屋代 文化学園長野 長野
○27.82 28.25 29.20 29.81 30.27 30.64 30.93 31.66

女子100m自由形 佐藤　　綾 小林　茉央 小橋 侑奈 矢澤きらら 米山穂乃香 佐藤 優香 竹内　晶美 松本 美緒
長野東 須坂 長野日大 長野吉田 篠ノ井 長野東 長野日大 文化学園長野

○59.20 1:01.28 1:01.44 1:02.02 1:03.35 1:05.11 1:05.41 1:06.43
女子200m自由形 小橋　侑奈 小山　鈴夏 宮島 志穂 永田奈津子 小島 麻矢 小林 　愛 丸山　萌実 堀内 遥加

長野日大 須坂東 篠ノ井 長野日大 中野立志館 須坂 須坂園芸 屋代
2:10.96 2:12.59 2:15.73 2:17.06 2:24.15 2:24.38 2:35.07 2:43.42

女子400m自由形 佐藤　　綾 小山　鈴夏 宮島 志穂 石岡 珠恵 鈴木 杏奈 中澤明日香 中村　華子
長野東 須坂東 篠ノ井 長野日大 中野西 中野立志館 中野西

○4:27.99 4:41.74 4:46.25 4:53.99 5:28.38 5:32.30 6:47.31
女子800m自由形 石岡　珠恵 小林　　愛 宮澤 深結 小島 麻矢 中澤明日香 中村 華子

長野日大 須坂 長野 中野立志館 中野立志館 中野西
10:13.27 10:18.72 10:18.84 10:35.67 11:32.83 13:28.15

女子100m背泳ぎ 永田奈津子 横山　友紀 池田 美咲 檀原 美咲 山﨑 仁美 石岡 晴恵 峯村美南江 田上 千夏
長野日大 篠ノ井 中野西 長野吉田 長野南 長野日大 長野日大 長野西
1:10.91 1:10.97 1:12.21 1:17.10 1:17.17 1:19.33 1:19.98 1:22.98

女子200m背泳ぎ 横山　友紀 池田　美咲 檀原 美咲 山﨑 仁美 峯村美南江 石岡 晴恵
篠ノ井 中野西 長野吉田 長野南 長野日大 長野日大

2:34.14 2:39.22 2:43.32 2:43.50 2:46.77 2:49.38

女子100m平泳ぎ 玉井なるみ 小山　令実 竹内 菜央 上村菜津美 染野 朋美 坂上 智香 春原　渓菜 中村 みゆ
長野日大 須坂東 篠ノ井 松代 長野西 長野東 屋代 屋代
1:15.99 1:16.26 1:23.02 1:25.49 1:25.69 1:27.26 1:37.82 1:41.97

女子200m平泳ぎ 小山　令実 玉井なるみ 竹内 菜央 染野 朋美 小平 真実 坂上 智香 春原　渓菜
須坂東 長野日大 篠ノ井 長野西 須坂 長野東 屋代

○2:38.60 2:42.41 2:53.07 3:02.55 3:03.11 3:07.48 3:30.24

女子100mバタフライ 坪井　優貴 丸山　愛未 中村 紗綾 小林咲映子 荒井 舞子
長野日大 長野日大 長野西 中野西 須坂
1:07.41 1:08.27 1:10.55 1:13.60 1:17.82

女子200mバタフライ 丸山　愛未 中村　紗綾
長野日大 長野西

○2:24.23 2:29.82

女子200m個人メドレー 米山穂乃香 坪井　優貴 井堀 紗希 上村菜津美 芳池 真奈 堀内 遥加
篠ノ井 長野日大 長野日大 松代 屋代 屋代

2:29.34 2:29.42 2:41.97 2:44.58 2:49.64 2:59.14
女子400m個人メドレー 宮澤　深結 井堀　紗希 荒井 舞子 小林咲映子 小平 真実 鈴木 杏奈

長野 長野日大 須坂 中野西 須坂 中野西
5:39.54 5:44.43 5:51.51 5:57.66 6:04.66 6:09.02

〈リレー〉 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
女子400mリレー 長野日大 篠ノ井 須坂 中野西 長野東 屋代

第１泳者 小橋　侑奈 米山穂乃香 小林 　愛 小林咲映子 田子茉奈美 春原　渓菜
第２泳者 坪井　優貴 横山　友紀 荒井 舞子 池田 美咲 佐藤 優香 芳池　真奈
第３泳者 竹内　晶美 宮島　志穂 小平 真実 久保田帆波 坂上 智香 堀内　遥加
第４泳者 永田奈津子 竹内　菜央 小林 茉央 鈴木 杏奈 佐藤 　綾 中村　みゆ

○4:09.65 4:24.57 4:27.15 4:30.07 4:46.97 5:12.29
女子400mメドレーリレー 長野日大 篠ノ井 須坂 中野西 長野東 屋代

第１泳者 永田奈津子 横山　友紀 小林 　愛 池田 美咲 佐藤 優香 堀内　遥加
第２泳者 玉井なるみ 竹内　菜央 小平 真実 鈴木 杏奈 坂上 智香 春原　渓菜
第３泳者 丸山　愛未 米山穂乃香 小林 茉央 小林咲映子 佐藤 　綾 芳池　真奈
第４泳者 小橋　侑奈 宮島　志穂 荒井 舞子 久保田帆波 田子茉奈美 中村　みゆ

○4:38.33 4:50.95 5:04.76 5:10.78 5:19.93 5:52.58

〈総合順位〉 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
学校名 長野日大 篠ノ井 須坂 中野西 長野東 須坂東 屋代 長野西
得点 149 79 67 59 47 29 28 23

平成23年6月19日


