
平成２４年度　北信高等学校体育連盟　新人体育大会結果一覧

バスケットボール
男子 女子
順位 学校名 順位 学校名

１位 長野吉田 １位 長野吉田
２位 長野俊英 ２位 市立長野
３位 市立長野 ３位 学園長野
４位 須坂東 ４位 長野商業
５位 長野 ５位 屋代
６位 長野高専 ６位 長野南
７位 屋代 ７位 長野西
８位 須坂 ８位 須坂

バドミントン
男子 女子

種目 順位 学校名・氏名 学校名 順位 学校名・氏名 学校名

学校対抗 １位 長野商業 １位 学園長野
２位 松代 ２位 市立長野
３位 長野吉田 ３位 須坂商業
４位 長野 ４位 長野商業
５位 長野高専 ５位 長野
６位 長野工業 ６位 須坂
７位 市立長野 ７位 中野西
８位 須坂 ８位 長野西

個人（単） １位 原　亮太郎 長野商業 １位 小平　安佳里 学園長野

２位 森　建人 松代 ２位 渋川　真結 学園長野

３位 安藤　淳也 松代 ３位 小林　央可子 長野西

４位 松崎　孝輔 飯山 ４位 宮川　莉緒 学園長野

５位 宮下　玲緖貴 松代 ５位 梅澤　佳央 長野商業

６位 谷澤　敬斗 長野商業 ６位 小田切　萌恵 長野西

７位 井澤　大志 長野商業 ７位 滝沢　智慧 長野商業

８位 杉山　雅志 長野商業 ８位 関　希望 中野西

個人（複） １位 森・安藤 松代 １位 小平・宮川 学園長野

２位 原・杉山 長野商業 ２位 渋川・青木 学園長野

３位 宮下・中澤 松代 ３位 小林・小田切 長野西

４位 井澤・谷澤 長野商業 ４位 滝沢・倉嶌 長野商業

５位 北村・筒井 長野吉田 ５位 市川・池田 須坂商業

６位 柄澤・脇田 松代 ６位 黒岩・山田 須坂商業

７位 近藤・市川 須坂 ７位 田中・高橋 中野西

８位 海原・山田 長野高専 ８位 西原・日原 学園長野

卓　球
男子 女子

種目 順位 学校名・氏名 学校名 順位 学校名・氏名 学校名

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

個人（単） １位 千原　雅生 長野商業 １位 佐藤　未羽 須坂商業

２位 峯村　未希也 長野商業 ２位 緑川　千喜 須坂

３位 大川　広夢 長野吉田 ３位 藤田　美優 須坂

４位 小林　奨太 長野商業 ４位 宮沢　英里 須坂東

５位 荻原　和希 須坂商業 ５位 渡辺　真奈 長野商業

６位 横田　貴士 須坂商業 ６位 宮脇　奈々美 長野西

７位 宮澤　康平 長野商業 ７位 清水　茜 長野高専

８位 大矢　健司 篠ノ井 ８位 小林　芽以 須坂商業

個人（複） １位 峯村・千原 長野商業 １位 佐藤・小林 須坂商業

２位 川島・小林 長野商業 ２位 清水・阿部 長野高専

３位 峯村・玉川 長野工業 ３位 渡辺・相馬 長野商業

４位 細川・宮澤 長野商業 ４位 緑川・藤田 須坂

５位 坂井・大矢 篠ノ井 ５位 長崎・越 長野日大

６位 横田・荻原 須坂商業 ６位 宮沢・高沢 須坂東

７位 岡部・湯本 須坂 ７位 篠塚・富田 須坂東

８位 小山・大川 長野吉田 ８位 三井・千野 長野商業



バレーボール
男子 女子
順位 学校名 順位 学校名

１位 長野日大 １位 長野日大
２位 長野工業 ２位 長野商業
３位 長野東 ３位 飯山
４位 長野 ４位 須坂東
５位 長野吉田 ５位 市立長野
６位 篠ノ井 ６位 篠ノ井
７位 松代 ７位 須坂商業
８位 屋代 ８位 学園長野

ソフトテニス
男子 女子

種目 順位 学校名・氏名 学校名 順位 学校名・氏名 学校名

学校対抗 １位 長野俊英A １位 長野商業
２位 長野吉田A ２位 長野俊英
３位 須坂東A ３位 須坂東・長野東
４位 長野A ４位 長野吉田
５位 長野東 ５位 須坂
６位 須坂商業A ６位 須坂商・長野南
７位 長野吉田B ７位 長野日大
８位 長野高専 ８位 長野

個人（複） １位 三好・小宮山 長野俊英 １位 内田・白井 長野俊英

２位 樋口・宮崎 長野吉田 ２位 柳澤・徳武 長野商業

３位 関口・中山 長野 ３位 牛澤・小山 長野商業

４位 岩崎・北島 長野俊英 ４位 市川・山岸 須坂東

５位 町田・千葉 須坂 ５位 内田・本藤 須坂東

６位 内山・松木 長野俊英 ６位 山川・市川 須坂商業

７位 青木・小平 屋代 ７位 飯島・堀内 篠ノ井

８位 勝山・齊藤 長野商業 ８位 金井・丸山 長野商業

剣　道
男子 女子

種目 順位 学校名・氏名 学校名 順位 学校名・氏名 学校名

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

個人 １位 上野　希将 屋代 １位 沓掛　みちよ 長野商業

２位 志津　友幸 屋代 ２位 吉葉　美樹 長野商業

３位 五十嵐　健士 長野商業 ３位 福田　郁夏 松代

４位 小林　悠哉 屋代 ４位 宮嵜　結 長野西

５位 柳澤　優馬 長野商業 ５位 中川　瑞貴 長野日大

６位 宮本　達也 屋代 ６位 塚田　ひかる 長野商業

７位 倉田　祐輔 長野商業 ７位 佐藤　芙美 長野日大

８位 平林　希生 屋代 ８位 原　明里 長野西



サッカー
男子
順位 学校名

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

柔　道
男子 女子

種目 順位 学校名・氏名 学校名 順位 学校名・氏名 学校名

学校対抗 １位 松代 １位 屋代
２位 長野日大 ２位 松代
３位 中野立志舘 ３位 長野日大
４位 長野高専

個人 １位 瀬戸　研祐 屋代

60kg級 ２位 村澤　孝経 篠ノ井

３位 田野口　虎大 屋代

４位 山﨑　雅也 松代

66kg級 １位 轟　康二郎 屋代

２位 高野　航輔 松代

３位 坂井　孔明 松代

４位 西村　友宏 松代

73kg級 １位 井口　伸也 松代

２位 丸山　拓幸 篠ノ井

３位 中川　晴貴 長野高専

４位 宮本　孟 更級農業

81kg級 １位 長瀬　涼介 屋代

２位 田中　晴輝 長野日大

３位 髙橋　慶 松代

４位 河原　奨太 長野工業

90kg級 １位 馬場　政志 中野立志舘

２位 嘉部　圭祐 長野高専

３位 髙橋　進也 松代

４位 大石　拓海 松代

100kg級 １位 徳永　大樹 松代

２位 金井　悠貴 中野立志舘

100kg超級 １位 森腰　令 松代

２位 熊井　貴一 松代

３位 山浦　優一 長野工業

４位 山浦　駿也 更級農業

女子
48kg級 １位 五明　りさ 屋代

２位 細井　はるか 松代

３位 小林　愛 長野日大

４位 宮下　奈那子 篠ノ井

52kg級 １位 小山　あおい 松代

２位 春原　菜々子 屋代

57kg級 １位 中濱　由芽 屋代

２位 大杉　朋子 松代

３位 小林　明日美 篠ノ井

４位 坂口　美音 松代

63kg級 １位 西沢　安香音 長野日大

２位 髙木　美貴 中野立志舘

70kg級 １位 若林　美和子 屋代

78kg超級 １位 宮坂　千優 屋代

２位 小林　愛実 松代



ソフトボール
男子 女子
順位 学校名 順位 学校名

１位 飯山北 １位 長野商業
２位 篠ノ井
３位 学園長野
４位 市立長野
５位 中野西
６位 長野西
７位 飯山北

弓　道
男子 女子

種目 順位 学校名・氏名 学校名 順位 学校名・氏名 学校名

学校対抗 １位 長野工業Ｃ １位 須坂Ｂ
２位 屋代Ｄ ２位 長野商業Ｅ
３位 長野日大Ｄ ３位 長野日大Ｃ
県出場 長野吉田Ｃ 県出場 長野日大Ａ
県出場 長野日大Ｅ 県出場 須坂Ａ
県出場 長野高専Ａ 県出場 屋代Ｂ
県出場 長野Ｂ 県出場 中野西Ｂ
県出場 長野Ｃ 県出場 長野Ｃ
県出場 長野南Ｃ 県出場 長野西Ｄ
県出場 長野南Ｄ 県出場 中野立志舘Ａ
県出場 長野工業Ｄ 県出場 長野南Ｂ
県出場 長野Ｅ 県出場 中野西Ｃ
県出場 学園長野Ａ 県出場 須坂Ｃ
県出場 長野工業Ａ 県出場 長野吉田Ｄ
県出場 松代Ｂ 県出場 飯山北Ｄ
県出場 須坂Ｂ 県出場 学園長野Ｂ
県出場 中野西Ｃ 県出場 長野南Ｃ
県出場 長野日大Ｃ 県出場 須坂東Ｂ
県出場 須坂Ｅ 県出場 篠ノ井Ｅ
県出場 長野東Ａ 県出場 長野西Ｅ

個人 １位 矢嶋　達也 長野 １位 中村　亜美 長野

２位 返町　雄太 長野 ２位 青山　華穂 長野日大

３位 高橋　佳大 北部 ３位 保科　早紀 長野西

県出場 湯本　光 須坂 県出場 坂本　彩夏 中野西

県出場 大宮　樹 長野日大 県出場 牧内　明梨 長野西

県出場 田中　敬也 須坂 県出場 林部　由紀 屋代

県出場 本山　大夢 長野工業 県出場 下城　香帆 中野西

県出場 島田　吉行 松代 県出場 吉谷　真由子 須坂

県出場 佐藤　悠成 長野日大 県出場 武田　莉紗 長野

県出場 堀川　将志 須坂 県出場 木榑　晴花 須坂

県出場 飯塚　直也 屋代 県出場 荒井　ほのか 長野西

県出場 長田　直也 長野吉田 県出場 高梨　遥 長野高専

県出場 大塚　直哉 長野南 県出場 小池　優佳 長野日大

　

ハンドボール
男子 女子
順位 学校名 順位 学校名

１位 坂城 １位 長野南
２位 長野南 ２位 屋代
３位 屋代



テニス
男子 女子

種目 順位 順位

学校対抗 １位 １位
２位 ２位
３位 ３位
４位 ４位
５位 ５位
６位 ６位

空手道
男子 女子

種目 順位 学校名・氏名 学校名 順位 学校名・氏名 学校名

団体組手 １位 屋代 １位 屋代
２位 長野高専 ２位 屋代南

団体形 １位 屋代 １位 屋代
２位 長野高専 ２位 屋代南

個人組手 １位 深澤　惇志 市立長野 １位 宮澤　優華 屋代

２位 芦原　滉弥 長野 ２位 畑　奈津美 屋代

３位 北島　工資 屋代 ３位 両角　華 長野東

４位 林　成実 長野日大 ４位 梅本　茉莉恵 長野高専

５位 西潟　拓真 長野高専 ５位 宮本　華鈴 松代

５位 宮原　悠生 屋代 ５位 竹内　愛賀 屋代南

５位 波多腰　慎矢 長野高専 ５位 小井戸　秋絵 屋代南

５位 市ノ瀬　弘祐 屋代 ５位 小林　英里子 長野清泉

個人形 １位 市ノ瀬　弘祐 屋代 １位 両角　華 長野東

２位 北島　工資 屋代 ２位 畑　奈津美 屋代

３位 林　成実 長野日大 ３位 宮澤　優華 屋代

４位 宮原　悠生 屋代 ４位 梅本　茉莉恵 長野高専

５位 西森　将 屋代 ５位 滝澤　日和 屋代南

５位 西潟　拓真 長野高専 ５位 竹内　愛賀 屋代南

５位 芦原　滉弥 長野 ５位 小林　英里子 長野清泉

５位 波多腰　慎矢 長野高専 ５位 倉島　萌絵 長野商業

登山
男子 女子

種目 順位 学校名 順位 学校名

学校対抗 １位 屋代 １位 屋代
２位 須坂 ２位 須坂
３位 中野西 ３位 中野西

定通
男子 女子

バドミントン
種目 順位 学校名・氏名 学校名 順位 学校名・氏名 学校名

個人（単） １位 伊藤　智紀 長野西 １位 大塚　光子 長野商業

２位 古川　和弘 長野 ２位 髙坂　笑子 中野立志舘

３位 丸山　大伍 長野 ３位 山岸　瑞和 篠ノ井

４位 小山　貴大 篠ノ井 ４位 翁　昕 長野商業

卓球
種目 順位 学校名・氏名 学校名 順位 学校名・氏名 学校名

個人（単） １位 岩本　レオネプトゥヌス 長野工業

２位 平田　純 長野工業

３位 山崎　絢也 中野立志舘

４位 小沼　景太 長野工業

学校名 学校名

長野
須坂

屋代
篠ノ井
長野吉田
中野西

長野南
松代

屋代
篠ノ井
長野日大
中野西


