
平成25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 近藤　治樹 櫻井　健晴 宮下　和也 伊藤　大地 下谷　諒吾 伊藤　風人 海野　智嗣 熊谷　和海

篠ノ井 中野立志館 屋代 市立長野 長野日大 長野吉田 長野日大 長野
25.2 26.62 27.34 27.45 27.51 27.56 27.88 28.28

男子100m自由形 近藤　治樹 山形　智弘 小出健士朗 伊藤　風人 伊藤　大地 下谷　諒吾 熊谷　和海 倉林　　絢
篠ノ井 長野日大 屋代 長野吉田 市立長野 長野日大 長野 長野工業
55.49 57.03 57.29 59.48 1:00.32 1:00.76 1:01.14 1:02.08

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位
男子200m自由形 平塚　　充 吉澤勇太朗 山形　智弘 山﨑　真吾 小出健士朗 門脇　拓夢 小林　優弥 中村　博貴

長野日大 長野日大 長野日大 長野吉田 屋代 中野西 長野 屋代
1:58.38 2:04.48 2:05.58 2:05.75 2:07.04 2:26.56 2:29.78 2:41.60
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男子400m自由形 宮澤　歩夢 平塚　　充 倉澤　将平 岩﨑　拓実 山﨑　真吾 中澤　巧実 宮川　雄哉
篠ノ井 長野日大 長野商業 長野 長野吉田 篠ノ井 篠ノ井
4:16.68 4:16.76 4:22.84 4:22.96 4:23.10 4:37.68 5:18.69

男子1500m自由形 宮澤　歩夢 倉澤　将平 岩﨑　拓実 中澤　巧実 宮川　雄哉
篠ノ井 長野商業 長野 篠ノ井 篠ノ井

16:49.23 17:04.30 17:40.06 17:51.57 21:22.85

男子100m背泳ぎ 北澤　慶一 大塚　俊輝 西澤　一輝 宮澤　純平 丸山　嵩広 篠田　清哉 竹村　太一 神保　光洋
長野日大 長野工業 長野 長野吉田 篠ノ井 中野西 須坂 須坂
1:02.41 1:05.03 1:08.21 1:08.37 1:09.67 1:12.08 1:13.41 1:17.26

男子200m背泳ぎ 北澤　慶一 大塚　俊輝 西澤　一輝 丸山　嵩広 宮澤　純平 吾妻　康至 篠田　清哉 竹村　太一
長野日大 長野工業 長野 篠ノ井 長野吉田 長野日大 中野西 須坂
2:17.79 2:19.31 2:25.55 2:26.24 2:27.15 2:33.91 2:35.12 2:36.63

男子100m平泳ぎ 春原　潤也 武井勇一郎 三井　慶樹 佐枝藤奨大 海野　智嗣 常田　礎良 黒岩　雄基 中村　雅貴
篠ノ井 篠ノ井 中野西 長野日大 長野日大 長野高専 長野 長野日大

○1:06.23 1:09.89 1:14.92 1:15.49 1:16.95 1:18.88 1:19.81 1:21.67
男子200m平泳ぎ 春原　潤也 武井勇一郎 大日方貴洋 三井　慶樹 黒岩　雄基 佐枝藤奨大 北村　諒介 小山田亮太

篠ノ井 篠ノ井 長野日大 中野西 長野 長野日大 長野日大 長野高専
2:26.71 2:26.94 2:40.38 2:42.75 2:48.30 2:49.26 2:54.23 3:09.70

男子100mバタフライ 関澤　祐也 櫻井　健晴 三井　基史 宮下　和也 月岡　　純 木村　貴弘 小荒井　奨 佐藤　　諒
長野日大 中野立志館 長野 屋代 須坂 屋代 長野吉田 中野西
1:03.02 1:03.45 1:06.98 1:07.08 1:10.13 1:10.50 1:21.33 1:35.06

男子200mバタフライ 吉澤翔太朗 関澤　祐也 増田　光佑 月岡　　純
長野日大 長野日大 篠ノ井 須坂
2:17.72 2:19.36 2:22.19 2:35.42

男子200m個人メドレー 畔上進太郎 樋口竜之介 下倉　太一 川島　啓真 吾妻　康至 大日方貴洋 佐藤　秋平 萩原　　望
長野吉田 長野日大 篠ノ井 長野東 長野日大 長野日大 篠ノ井 長野吉田

○2:12.78 2:19.99 2:22.38 2:25.66 2:26.55 2:30.62 2:34.82 2:35.08
男子400m個人メドレー 畔上進太郎 吉澤勇太朗 吉澤翔太朗 樋口竜之介 増田　光佑 下倉　太一 川島　啓真 萩原　　望

長野吉田 長野日大 長野日大 長野日大 篠ノ井 篠ノ井 長野東 長野吉田
4:47.27 4:52.52 4:54.50 4:57.92 4:58.08 5:01.53 5:07.14 5:29.64

〈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 長野吉田 屋代 長野 須坂 中野西 長野高専

第１泳者 平塚　　充 近藤　治樹 伊藤　風人 小出健士朗 熊谷　和海 宍戸　郁仁 三井　慶樹 松尾　潤樹
第２泳者 山形　智弘 丸山　嵩広 萩原　　望 宮下　和也 片岡　大樹 竹村　太一 篠田　清哉 米持　瑛都
第３泳者 樋口竜之介 下倉　太一 畔上進太郎 木村　貴弘 三井　基史 井上颯一郎 門脇　拓夢 小山田亮太
第４泳者 吉澤勇太朗 武井勇一郎 山﨑　真吾 若林　和哉 西澤　一輝 神保　光洋 佐藤　　諒 常田　礎良

3:46.62 3:48.44 3:58.32 4:06.98 4:13.66 4:16.25 4:36.15 4:51.76
男子800mリレー 長野日大 篠ノ井 長野 須坂 屋代 中野西

第１泳者 平塚　　充 近藤　治樹 岩﨑　拓実 宍戸　郁仁 小出健士朗 篠田　清哉
第２泳者 吉澤勇太朗 宮澤　歩夢 熊谷　和海 竹村　太一 宮下　和也 三井　慶樹
第３泳者 山形　智弘 下倉　太一 黒岩　雄基 井上颯一郎 若林　和哉 門脇　拓夢
第４泳者 樋口竜之介 武井勇一郎 西澤　一輝 神保　光洋 田村　隆太 佐藤　　諒

8:13.93 8:25.19 8:59.17 9:27.08 9:31.77 10:14.25
男子400mメドレーリレー 篠ノ井 長野日大 長野吉田 長野 屋代 須坂 中野西 長野高専

第１泳者 丸山　嵩広 北澤　慶一 宮澤　純平 西澤　一輝 若林　和哉 神保　光洋 篠田　清哉 松尾　潤樹
第２泳者 春原　潤也 吉澤勇太朗 畔上進太郎 黒岩　雄基 木村　貴弘 竹村　太一 三井　慶樹 小山田亮太
第３泳者 近藤　治樹 平塚　　充 山﨑　真吾 三井　基史 宮下　和也 月岡　　純 門脇　拓夢 常田　礎良
第４泳者 武井勇一郎 山形　智弘 伊藤　風人 熊谷　和海 小出健士朗 井上颯一郎 佐藤　　諒 米持　瑛都

4:10.92 4:12.72 4:26.33 4:32.91 4:50.12 4:51.78 5:06.57 5:17.93

〈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 長野吉田 屋代 須坂 中野西 長野工業
得点 196 155 76 74 51 36 36 22

　

平成25年6月16日



平成25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 五明　真梨 佐藤　優香 中村　　唯 小林　　恵 松本　美緒 酒井　純菜 宮下　すず 池田このみ

長野東 長野東 長野日大 文化学園長野 文化学園長野 須坂東 篠ノ井 須坂東
28.15 28.43 29.55 29.61 30.00 30.33 30.34 31.14

女子100m自由形 佐藤　優香 成澤　侑花 五明　真梨 竹内　晶美 井堀　紗希 小林　　恵 松本　美緒 宮下　すず
長野東 長野日大 長野東 長野日大 長野日大 文化学園長野 文化学園長野 篠ノ井
1:01.68 1:01.93 1:03.00 1:04.42 1:04.69 1:05.26 1:05.58 1:06.19

女子200m自由形 成澤　侑花 竹内　晶美 一由果利奈 阿部　未玖 稲玉　佳代 丸田日南子
長野日大 長野日大 長野日大 中野西 篠ノ井 文化学園長野
2:17.08 2:20.47 2:24.37 2:35.62 2:51.14 3:22.22

女子400m自由形 原田　彩音 清水　咲希 若林　　怜 小林　　奏 中村　華子 田中　愛美 阿部　未玖
長野清泉 長野日大 須坂 長野日大 中野西 長野商業 中野西
4:28.77 4:58.24 5:09.92 5:12.30 5:13.75 5:18.03 5:23.20

女子800m自由形 原田　彩音 清水　咲希 小林　　奏 若林　　怜 田中　愛美
長野清泉 長野日大 長野日大 須坂 長野商業

○9:15.25 10:11.95 10:45.94 10:47.29 10:48.80

女子100m背泳ぎ 古畑あずみ 中村　　唯 笹岡　　歩 小林　歩加 池田このみ 田上　千夏 荻原　伶奈
長野日大 長野日大 市立長野 長野高専 須坂東 長野西 長野吉田
1:11.28 1:12.26 1:15.22 1:17.29 1:20.38 1:26.65 1:49.94

女子200m背泳ぎ 山崎　愛菜 笹岡　　歩 古畑あずみ
長野日大 市立長野 長野日大
2:31.43 2:36.49 2:36.55

女子100m平泳ぎ 丸山乃英理 竹内　菜央 水吉　咲奈 中村　真子 丸山　萌実 鶴田若佳菜 市村　真実
文化学園長野 篠ノ井 長野日大 中野西 須坂園芸 長野東 飯山北
1:16.98 1:19.66 1:27.10 1:27.37 1:34.03 1:36.73 1:57.26

女子200m平泳ぎ 丸山乃英理 竹内　菜央 中村　真子 水吉　咲奈
文化学園長野 篠ノ井 中野西 長野日大
2:43.62 2:45.58 3:01.61 3:05.63

女子100mバタフライ 小澤　楓花 一由果利奈 菅沼　風子 市川茉里絵 岩崎　文音 春原みのり 丸田日南子
長野日大 長野日大 松代 須坂東 長野日大 篠ノ井 文化学園長野
1:07.99 1:11.17 1:11.99 1:17.66 1:20.03 1:20.53 1:40.85

女子200mバタフライ 小澤　楓花 菅沼　風子 荒井　舞子 中村　華子 岩崎　文音
長野日大 松代 須坂 中野西 長野日大
2:33.93 2:36.02 2:47.74 2:53.00 2:57.91

女子200m個人メドレー 石坂　夏鈴 井堀　紗希 荒井　舞子 市川茉里絵
長野商業 長野日大 須坂 須坂東

○2:25.61 2:38.35 2:47.59 2:52.32
女子400m個人メドレー 石坂　夏鈴 山崎　愛菜

長野商業 長野日大
○5:06.71 5:24.13

〈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 文化学園長野 中野西 篠ノ井 長野東

第１泳者 井堀　紗希 松本　美緒 中村　真子 竹内　菜央 鶴田若佳菜
第２泳者 中村　　唯 田中　春花 中村　華子 春原みのり 五明　真梨
第３泳者 清水　咲希 小林　　恵 内山　　菫 稲玉　佳代 田子茉奈美
第４泳者 竹内　晶美 丸山乃英理 阿部　未玖 宮下　すず 佐藤　優香

4:17.16 4:32.50 4:37.09 4:47.83 4:55.75
女子400mメドレーリレー 長野日大 文化学園長野 中野西 篠ノ井

第１泳者 山崎　愛菜 田中　春花 阿部　未玖 宮下　すず
第２泳者 井堀　紗希 丸山乃英理 中村　真子 竹内　菜央
第３泳者 小澤　楓花 小林　　恵 中村　華子 春原みのり
第４泳者 竹内　晶美 松本　美緒 内山　　菫 稲玉　佳代

4:48.87 5:09.90 5:20.44 5:24.58

〈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 文化学園長野 中野西 篠ノ井 長野東 須坂 長野商業 須坂東
得点 185 63 51 44 40 23 23 18

平成25年6月16日


