
平成２４年度　北信高等学校総合体育大会結果一覧

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 長野商業
２位 長野 ２位 学園長野
３位 屋代 ３位 長野吉田
４位 須坂 ４位 市立長野
５位 須坂東 ５位 屋代
６位 長野南 ６位 長野南
７位 犀峡 ７位 須坂
８位 長野商業 ８位 長野

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 松代 １位 学園長野
２位 長野商業 ２位 長野西
３位 長野 ３位 須坂商業
４位 長野吉田 ４位 長野商業
５位 須坂商業 ５位 市立長野
６位 飯山 ６位 中野西
７位 長野日大 ７位 須坂
８位 須坂 ８位 長野

個人（単） １位 森建人 松代 １位 山川莉歩 学園長野

２位 杉山雅志 長野商業 ２位 小平安佳里 学園長野

３位 井沢大志 長野商業 ３位 坂田実乃里 学園長野

４位 原亮太郎 長野商業 ４位 遠藤綾乃 長野

５位 赤澤龍之介 長野日大 ５位 小林央可子 長野西

６位 安藤淳也 松代 ６位 市川愛 中野西

７位 飯塚貴大 長野東 ７位 新津美里 長野西

８位 八木真之介 長野俊英 ８位 渋川真結 学園長野

個人（複） １位 原・杉山 長野商業 １位 山川・小平 学園長野

２位 山田・下平 長野 ２位 渡邊・渋川 学園長野

３位 谷澤・井沢 長野商業 ３位 坂田・宮川 学園長野

４位 安藤・森 松代 ４位 米倉・丸山 長野西

５位 長野・丸山 須坂 ５位 市川・田中 中野西

６位 杉浦・宮本 市立長野 ６位 大嶋・上原 須坂商業

７位 田中・丸山 須坂商業 ７位 新津・小林 長野西

８位 和田・大橋 長野工業 ８位 涌井・川井 須坂商業



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 長野日大 ２位 須坂商業
３位 須坂商業 ３位 須坂東
４位 中野西 ４位 長野西
５位 須坂 ５位 長野商業
６位 長野高専 ６位 長野東
７位 長野工業 ７位 長野日大
８位 長野吉田 ８位 長野
１位 滝澤拓真 長野商業 １位 緑川千喜 須坂

２位 高橋大悟 長野商業 ２位 小山みき 須坂

３位 高橋将知 長野商業 ３位 佐藤未羽 須坂商業

４位 山田将晶 須坂商業 ４位 小林芽以 須坂商業

５位 保科敬汰 須坂商業 ５位 丸田彩花 須坂東

６位 峯村未希也 長野商業 ６位 宮沢英里 須坂東

７位 川島　玄 須坂商業 ７位 藤田美優 須坂

８位 千原雅生 長野商業 ８位 冨澤恵美 長野商業

個人（単） ９位 小林奨太 長野商業 ９位 上野原菜波 須坂商業

１０位 篠崎孝介 長野日大 １０位 佐藤安純 長野日大

１１位 森淳 長野日大 １１位 山岸望 須坂東

１２位 山本周平 長野日大 １２位 丸山紗貴 中野西

１３位 湯本貴之 長野工業 １３位 阿部華奈子 長野高専

１４位 六川和喜 中野西 １４位 宮脇奈々美 長野西

１５位 宮田往典 更級農業 １５位 高木なな美 長野西

１６位 安西和成 長野工業 １６位 高沢真弥 須坂東

個人（複） １位 滝澤・高橋 長野商業 １位 小山・緑川 須坂

２位 山田・川島 須坂商業 ２位 佐藤・小林 須坂商業

３位 森・中澤 長野日大 ３位 浅野・豊城 長野商業

４位 山本・篠崎 長野日大 ４位 丸田・山岸 須坂東

５位 保科・長張 須坂商業 ５位 宮沢・高沢 須坂東

６位 吉原・峯村 長野商業 ６位 篠塚・富田 須坂東

７位 安西・湯本 長野工業 ７位 清水・阿部 長野高専

８位 高橋・千原 長野商業 ８位 藤田・長谷川 須坂

９位 松澤・山崎 中野西 ９位 上野原・大島 須坂商業

１０位 太田・湯本 須坂 １０位 佐藤・山崎 長野日大

１１位 宮田・曾根原 更級農業 １１位 倉俣・小島 須坂東

１２位 六川・原 中野西 １２位 冨澤・塚田 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 長野吉田 ２位 須坂東
３位 松代 ３位 長野商業
４位 長野 ４位 飯山
５位 篠ノ井 ５位 市立長野
６位 長野工業 ６位 須坂
７位 長野東 ７位 篠ノ井
８位 屋代 ８位 長野西



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 １位 長野吉田
２位 長野吉田 ２位 長野商業
３位 長野東 ３位 長野日大
４位 長野日大 ４位 須坂
５位 須坂商業 ５位 長野
６位 長野 ６位 須坂東
７位 須坂商業 ７位 長野俊英
８位 長野商業 ８位 篠ノ井

個人（複） １位 吉田・若林 長野俊英 １位 三澤・堀内 長野吉田

２位 松林・町田 長野俊英 ２位 横地・柳澤 長野吉田

３位 堀内・林部 長野吉田 ３位 若林・小山 長野商業

４位 藤本・瀬口 長野東 ４位 横山・佐藤 長野

５位 関口・大西 長野 ５位 柳澤・春日 長野商業

６位 正田・塚田 長野吉田 ６位 壇原・田中 長野日大

７位 丸山・宮澤 長野俊英 ７位 内田・本藤 須坂

８位 安斉・太田 長野日大 ８位 牛澤・半田 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 屋代
２位 長野商業 ２位 松代
３位 飯山 ３位 長野西
４位 長野日大 ４位 長野日大
５位 松代 ５位 長野商業
６位 長野西 ６位 長野清泉
７位 篠ノ井 ７位 長野女子
８位 長野吉田 ８位 須坂

個人（単） １位 青木洋謙 長野商業 １位 坂本明歩 松代

２位 上野希将 屋代 ２位 古畑匡希 長野商業

３位 小林大地 松代 ３位 関崎有紀 屋代

４位 柳沢優馬 長野商業 ４位 中川瑞貴 長野日大

５位 江守大輔 飯山 ５位 佐藤紫乃 松代

６位 五十嵐健士 長野商業 ６位 竹田奈々 長野西

７位 宮下龍 松代 ７位 中沢佳歩 屋代

８位 林翔吾 長野日大 ８位 堀　美咲 屋代

サッカー
男子
順位 学校名

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



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 長野工業 １位 屋代
２位 松代 ２位 篠ノ井
３位 屋代 ３位 松代
４位 長野日大 ４位 長野日大

個人 １位 宮川健汰 長野日大

60kg級 ２位 池亀秀紀 屋代

３位 田野口虎大 屋代

４位 岡部将宗 長野高専

66kg級 １位 石川拓也 松代

２位 轟康二郎 屋代

３位 髙野航輔 松代

４位 小林俊介 長野吉田

73kg級 １位 西澤太清 長野工業

２位 笠井慎吾 長野工業

３位 中川晴貴 長野高専

４位 山本草太 中野立志舘

81kg級 １位 橘田寛翔 松代

２位 高見澤亮 松代

３位 古川武 長野工業

４位 柴田直季 長野工業

90kg級 １位 島田慎之輔 長野工業

２位 春原大樹 松代

３位 馬場政志 中野立志舘

４位 高橋進也 松代

100kg級 １位 徳永大樹 松代

２位 嘉部圭祐 長野高専

３位 金井悠貴 中野立志舘

４位
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 山岸和樹 長野俊英

女子
48kg級 １位 市場玲衣 屋代

２位 栗原さや香 長野

３位 五明りさ 屋代

４位 細井さくら 松代

52kg級 １位 松林萌々子 長野日大

２位 小山あおい 松代

３位 今井水穂 松代

４位 春原奈々子 屋代

57kg級 １位 近藤早耶子 屋代

２位 白鳥里美 松代

３位 斎藤貴子 篠ノ井

４位 半田かな子 松代

63kg級 １位 大野美乃里 長野日大

２位 小池さやか 長野吉田

３位 玉井すず花 篠ノ井

４位 小嶋碧 中野立志舘

70kg級 １位 宮坂千優
２位 森尻香菜子 篠ノ井

78kg超級 １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 篠ノ井
２位 長野商業
３位 須坂東
４位 中野西

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 須坂Ｂ １位 長野東Ａ
２位 中野立志舘 ２位 長野日大
３位 長野日大 ３位 中野西Ａ
４位 長野東Ａ ４位 中野立志舘
５位 長野西 ５位 市立長野
６位 長野南 ６位 長野西Ｂ
７位 長野高専 ７位 長野商業Ｂ
８位 長野Ｂ ８位 屋代Ｂ
９位 長野工業Ｂ ９位 長野吉田Ｂ

個人 １位 関口大輔 須坂 １位 市川夕貴葉 須坂

２位 竹内裕亮 須坂 ２位 青木裕菜 長野東

３位 山﨑征樹 須坂 ３位 山本美音 長野工業

４位 久保亮太 須坂 ４位 小林香慧 長野吉田

５位 川浦茂樹 長野東 ５位 武田千穂 須坂

６位 保木野克海 屋代 ６位 山口保奈美 中野立志舘

７位 長門俊太 長野 ７位 小池優佳 長野日大

８位 佐藤悠成 長野日大 ８位 永江有子 長野日大

９位 大宮樹 長野日大 ９位 栗林夏未 中野西

　

ハンドボール
男子 女子
順位 学校名 順位 学校名

１位 長野南 １位 長野南
２位 屋代 ２位 屋代
３位 坂城



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

個人 １位 豊城惇 長野 １位 小林夏希 屋代

（シングルス） ２位 金児康平 長野 ２位 草間美来 中野西

３位 渡辺峻 長野吉田 ３位 元田彩貴 中野西

４位 赤塩望 中野西 ４位 亀村実夢 篠ノ井

５位 六川素生 長野吉田 ５位 中川あかね 中野西

６位 宮澤健 須坂 ６位 山崎奈々美 篠ノ井

７位 小林稜平 中野西 ７位 山岸知世 長野日大

８位 林亮太 篠ノ井 ８位 湯本寛菜 長野日大

個人 １位 滝澤・豊城 長野 １位 中川・草間 中野西

（ダブルス） ２位 永井・林 篠ノ井 ２位 元田・永沢 中野西

３位 小林・人形 中野西 ３位 小林・土屋 屋代

４位 荒井・岩本 中野西 ４位 亀村・山崎 篠ノ井

５位 宮島・清水 長野日大 ５位 宮島・小坂 松代

６位 色川・田中 屋代 ６位 花岡・佐藤 篠ノ井

７位 高須・小林 長野日大 ７位 草間・西澤 長野西

８位 田中・酒井 長野吉田 ８位 唐澤・池田 長野吉田

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
３位 長野工業

団体形 １位 屋代 １位 屋代Ａ
２位 長野高専 ２位 屋代Ｂ
３位 長野工業

個人組手 １位 大塚稜介 長野高専 １位 両角華 長野東

２位 山崎健 長野日大 ２位 畑奈津美 屋代

３位 深澤惇志 市立長野 ３位 梅本茉莉恵 長野高専

４位 近藤敦悠 屋代 ４位 丑澤安純美 屋代

５位 宮貴彦 長野 ５位 新井笑夏 屋代

５位 林成実 長野日大 ５位 市川さくら 長野日大

５位 芦原滉弥 長野 ５位 宮澤優華 屋代

５位 波多腰慎矢 長野高専 ５位 平澤華 屋代

個人形 １位 大塚稜介 長野高専 １位 市川さくら 長野日大

２位 近藤敦悠 屋代 ２位 両角華 長野東

３位 山崎健 長野日大 ３位 梅本茉莉恵 長野高専

４位 麻場駿哉 長野工業 ４位 平澤華 屋代

５位 市ノ瀬弘裕 屋代 ５位 丑澤安純美 屋代

５位 森恵嗣 屋代 ５位 齊藤菜都子 屋代

５位 宮﨑匠 長野工業 ５位 畑奈津美 屋代

５位 北島工資 屋代 ５位 宮澤優華 屋代



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

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

個人（単） １位 伊藤智紀 長野西 １位 大塚光子 長野商業

２位 丸山大伍 長野 ２位 髙坂笑子 中野立志舘

３位 関良樹 篠ノ井 ３位 永池麻由佳 中野立志舘

４位 飯田拓生 長野商業 ４位 早川雪 長野商業

卓球
種目 順位 氏名 学校名 順位 氏名 学校名

学校対抗 １位
２位

個人（単） １位 平田純 長野工業

２位 岩本レオネプトゥヌス 長野工業

３位 遠山隆行 長野西

４位 六川法利 長野工業

順位 学校名

１位
２位

バスケットボール


