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平成２９年度　北信越高等学校体育大会入賞数一覧  2017年7月20日現在

H29 優勝 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 ６ 位

陸 上 8 16 11 9 19 9 72

柔 道 1 3 4 8

剣 道 1 1

ソ フ ト テ ニ ス 1 1

テ ニ ス 2 1 4 7

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 1 1

バ レ ー ボ ー ル 1 1

ソ フ ト ボ ー ル 2 2

卓 球 2 2 4

体 操 4 1 5

新 体 操 2 6 4 12

弓 道 2 1 3

水 泳 7 5 9 21

サ ッ カ ー 1 1

ラ グ ビ ー フ ッ ト ボ ー ル 1 1

登 山   優秀校　1

レ ス リ ン グ 6 5 2 13

ボ ー ト 1 3 4 8

ウ エ イ ト リ フ テ ィ ン グ 3 5 8

自 転 車 2 5 2 9

フ ェ ン シ ン グ 2 3 5

空 手 道 2 3 7 12

ボ ク シ ン グ 3 3

ア ー チ ェ リ ー 1 1

少 林 寺 拳 法 1 2 3

合 計 40 59 66 9 19 9 202



平成２９年度　北信越高校体育大会　入賞一覧（３位、陸上６位）

種目 成績 入賞 在籍校

総合 ３位 東海大諏訪

　　" ４位 佐久長聖

　　" ６位 創造学園

トラック ２位 佐久長聖

　　" ５位 長野日大

フィールド ３位 東海大諏訪

　　" ４位 創造学園

混成 ２位 東海大諏訪

　　" ５位 長野日大

１００ｍ ２位 デーデー  ブルーノ 創造学園

２００ｍ ４位 デーデー  ブルーノ 創造学園

４００ｍ ５位 近藤　雅哉 松川

１５００ｍ 優勝 髙橋　勇輝 長野日大

　　" ２位 服部　凱杏 佐久長聖

　　" ３位 清水　拓斗 長野日大

　　" ５位 松﨑　健悟 東海大諏訪

５０００ｍ 優勝 中谷　雄飛 佐久長聖

　　" ２位 本間　敬大 佐久長聖

　　" ４位 大池　竜紀 長野日大

　　" ５位 丸山　幸輝 佐久長聖

４００mH ２位 野村　健成 東海大諏訪

３０００ｍｓｃ 優勝 山本　　嵐 佐久長聖

　　" ２位 長谷川　潤 上田西

　　" ３位 三島　颯太 佐久長聖

５０００ｍ競歩 ３位 鈴木　英司 長野工業

　　" ６位 甲田　基也 長野工業

4×１00ｍ ２位

4×400ｍ ４位 松川

走高跳 ２位 西村　慶次 創造学園

三段跳 ２位 竹井　温巧 東海大諏訪

　　" ３位 小山　竜司 東海大諏訪

　　" ４位 内堀　岳宏 松代

　　" ６位 須崎　修二 上田

円盤投 ２位 奥垣内　崇史 東海大諏訪

ハンマー投 ５位 宮沢　康平 更級農業

　　" ６位 中村　健之 梓川

やり投 ２位 小林　誠矢 創造学園

　　" ５位 坂本　敦士 屋代

八種競技 ２位 小山　竜司 東海大諏訪

　　" ５位 小林　亮太 長野日大

総合 ４位 長野東

トラック ２位 長野東

フィールド ５位 松商学園

混成 ２位 市立長野

　　" ５位 松商学園

２００ｍ ３位 加藤　詩萌 長野日大

　　" ５位 唐澤　花実 市立長野

４００ｍ 優勝 加藤　詩萌 長野日大

　　" ５位 臼井　美紅 東海大諏訪

８００ｍ ６位 萩谷　　楓 長野東

１５００ｍ 優勝 和田　有菜 長野東

　　" ３位 萩谷　　楓 長野東

　　" ５位 高安　結衣 長野東

　　" ６位 藤岡　緩奈 東海大諏訪

３０００ｍ 優勝 和田　有菜 長野東

　　" ４位 小林　成美 長野東

　　" ５位 松澤　綾音 長野東

女子

陸上競技

男子

松商学園



種目 成績 入賞 在籍校

１００mH ６位 宮澤　　希 伊那北

４００mH ５位 山崎　萌々子 長野高専

５０００ｍ競歩 ４位 落合　早峰 東海大諏訪

4×１00ｍ ３位 市立長野

4×400ｍ ５位 東海大諏訪

棒高跳 優勝 小林　　奏 佐久長聖

走幅跳 ３位 宮澤　　歩 諏訪二葉

　　" ５位 森本　知隼 松本県ケ丘

三段跳 ３位 宮澤　　歩 諏訪二葉

砲丸投 ５位 小林　弥希 松商学園

やり投 優勝 湯本　珠実 松商学園

　　" ６位 坂井　桃菜美 須坂

ハンマー投 ６位 荒井　葵凪 塩尻志学館

七種競技 ２位 太田　杏優 市立長野

　　" ５位 湯本　珠実 松商学園

団体 ３位 松本第一

６０ｋｇ級 ２位 熊谷　亘希 松本第一

６６ｋｇ級 優勝 半戸　聖人 松本第一

７３ｋｇ級 ３位 檮木　　匡 東海大諏訪

５２ｋｇ級 ２位 柳　　華空 松商学園

５７ｋｇ級 ２位 西田　朱里 松商学園

　　" ３位 中村　苑美 松商学園

７８ｋｇ超級 ３位 松岡　桃香 丸子修学館

剣道 女子 個人 ２位 竹入　未紗 佐久長聖

ソフトテニス 男子 団体 ２位 上田千曲

シングルス ３位 河内　竜汰 松商学園

ダブルス 優勝 河内・杉本 松商学園

　　" ３位 川野辺・横田 松商学園

団体 優勝 松商学園

シングルス ２位 小林　彩夕里 松商学園

　　" ３位 笠原　沙耶 松商学園

ダブルス ３位 笠原・川島 松商学園

バスケットボール 男子 ３位 東海大諏訪

バレーボール 男子 優勝 創造学園

３位 篠ノ井

３位 長野商業

学校対抗 ２位 松商学園

ダブルス ３位 山﨑・村松 長野工業

学校対抗 ２位 松商学園

　　" ３位 須坂創成

個人総合 優勝 松村　朱里 大町岳陽

跳馬 優勝 松村　朱里 大町岳陽

段違い 優勝 松村　朱里 大町岳陽

平均台 ２位 松村　朱里 大町岳陽

ゆか 優勝 松村　朱里 大町岳陽

団体 ２位 長野東

個人総合 ３位 丸山　光星 塩尻志学館

ロープ ２位 丸山　光星 塩尻志学館

クラブ ３位 丸山　光星 塩尻志学館

団体 優勝 伊那西

　　" ２位 松商学園

個人総合 ２位 小畠　愛梨 伊那西

　　" ３位 二木　　萌 伊那西

個人フープ 優勝 小畠　愛梨 伊那西

　　" ２位 二木　　萌 伊那西

個人リボン ２位 小畠　愛梨 伊那西

　　" ３位 二木　　萌 伊那西

女子

女子陸上競技

男子

女子

柔道

男子

女子

テニス

男子

女子

ソフトボール

卓球

男子

女子

体操 女子

新体操



種目 成績 入賞 在籍校

団体 ２位 塩尻志学館

　　" ３位 長野

女子 団体 ２位 伊那西

競泳総合 ２位 佐久長聖

５０ｍ自由形 優勝 西沢　優作 佐久長聖

　　" ３位 近江ハリー 地球環境

１００ｍ自由形 ３位 西沢　優作 佐久長聖

１５００ｍ自由形 ３位 日置　永遠 ＯＩＤＥ長姫

２００ｍ背泳ぎ 優勝 石坂　岳斗 長野工業

　　" ３位 松村　　翼 ＯＩＤＥ長姫

１００ｍ平泳ぎ 優勝 佐藤　　廉 佐久長聖

　　" ３位 近江ハリー 地球環境

２００ｍ平泳ぎ 優勝 佐藤　　廉 佐久長聖

４００ｍ個人メドレー 優勝 石原　　聡 飯田

４００ｍリレー ２位 佐久長聖

８００ｍリレー ３位 佐久長聖

メドレーリレー ２位 佐久長聖

５０ｍ自由形 ３位 今牧まりあ 飯田

１００ｍ背泳ぎ ３位 佐藤　　柊 飯田
２００ｍ背泳ぎ 優勝 昼神ゆかり 飯田女子

　　" ３位 桜井　莉伽 飯田風越
１００ｍ平泳ぎ ２位 奥村茉奈佳 篠ノ井
２００ｍ平泳ぎ ２位 奥村茉奈佳 篠ノ井
４００ｍ個人メドレー 優勝 昼神ゆかり 飯田女子

サッカー 女子 ３位 松商学園

ラグビーフットボール 男子 Bブロック ３位 飯田

登山 女子 優秀校 大町岳陽

学校対抗 ２位 上田西

５０ｋｇ級 ２位 佐々木　風雅 上田西

５５ｋｇ級 優勝 大橋　寛介 上田西

　　" ３位 曽根　敬次郎 上田西

６６ｋｇ級 ３位 稲葉　洋人 上田西

７４ｋｇ級 優勝 竹内　祐斗 上田西

８４ｋｇ級 ２位 田口　伊織 上田西

９６ｋｇ級 ２位 伊藤　慧亮 小諸商業

１２０ｋｇ級 優勝 花岡　明登 上田西

４６ｋｇ級 ２位 八田　桃華 小諸

５２ｋｇ級 優勝 堀内　真瑚 小諸

６０ｋｇ級 優勝 井出　千晴 上田西

６５ｋｇ級 優勝 塩沢　　和 佐総

総合 ２位 岡谷南

ダブルスカル ３位 下諏訪向陽

舵手付クォドルプル 優勝 岡谷南

総合 ２位 諏訪清陵

　　" ３位 岡谷南

ダブルスカル ２位 下諏訪向陽

　　" ３位 諏訪清陵

舵手付クォドルプル ３位 岡谷南

８５ｋｇ級トータル ２位 原　圭史郎 松商学園

８５ｋｇ級スナッチ ２位 原　圭史郎 松商学園

８５ｋｇ級クリーン＆ジャーク ２位 原　圭史郎 松商学園

１０５ｋｇ級トータル ３位 小松　由佑 松商学園

１０５ｋｇ級スナッチ ３位 小松　由佑 松商学園

１０５ｋｇ級クリーン＆ジャーク ３位 小松　由佑 松商学園

４８ｋｇ級トータル ３位 荒井　寿吏野 松商学園

４８ｋｇ級スナッチ ３位 荒井　寿吏野 松商学園

男子

女子

弓道
男子

ウエイトリフティング

男子

女子

男子

女子

水泳【競泳】

レスリング

男子

女子

ボート



種目 成績 入賞 在籍校

学校対抗 ２位 松本工業

スプリント ３位 小松　寛武 松本工業

3ｋｍｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ ２位 小出　　樹 松本工業

４ｋｍ速度競走 ３位 平林　武流 松本工業

ケイリン ２位 中村　吉伸 松本工業

ポイントレース ２位 小出　　樹 松本工業

チームスプリント 優勝 松本工業

チームパーシュート ２位 松本工業

個人ロード・レース 優勝 中村　吉伸 松本工業

学校対抗 優勝 箕輪進修

個人フルーレ 優勝 根橋　大空 箕輪進修

　　" ３位 鈴木　太智 伊那北

個人エペ ３位 宮下　翔多 伊那北

女子 学校対抗 ３位 箕輪進修

団体組手 ３位 松商学園

　　" ３位 松本第一

団体形 優勝 松商学園

　　" ２位 松本第一

個人形 優勝 金森　喬大 松商学園

　　" ２位 前多　晟那 松本第一

　　" ３位 北澤　以進 松商学園

団体組手 ３位 松商学園

個人組手 ２位 久我　　楓 松商学園

　　" ３位 松本　ありす 松商学園

団体形 ３位 松商学園

個人形 ３位 相川　夏凛 松本第一

ライトフライ級（Aパート） ３位 佐々木英介 佐総

ライト級（Aパート） ３位 山浦　力也 佐総

ウェルター級（Aパート） ３位 成田優太郎 小諸商業

アーチェリー 女子 個人 優勝 永濵　澪来 佐久長聖

総合 ２位 東海大諏訪

団体演武 ２位 東海大諏訪

単独演武 優勝 飯島　　凌 東海大諏訪

団体 　 ５８ 優勝（7）　２位（22）　３位（19）　４位（4）　５位（5）　６位（1）
個人　１４４ 優勝（33）　２位（37）　３位（47）　４位（5）　５位（14）　６位（8）
合計　２０２ （登山の優秀校は含まず）

男子

少林寺拳法 男子

自転車 男子

フェンシング
男子

ボクシング

空手道

男子

女子


