平成 23 年度北信総体等結果（８月 1 日から１２月４日まで）
班名

剣道

北信大会

県大会・北信越・全国

その他大会(地区)

その他大会(県)

北信新人大会
男子個人・女子個人
男子団体

ともに３回戦までに敗退

予選リーグ３位
決勝トーナメント 初戦敗退

弓道

北信新人大会

県新人大会

男子個人 1 位 西澤彰太

男子個人 西澤彰太 8 射 4 中

男子団体 8 位 D チーム 12 位 E チーム

男子団体 A チーム 24 射 9 中

18 位 C チーム

B チーム 24 射 10 中

女子団体 20 位 E チーム

C チーム 24 射 10 中

以上 4 チーム県大会出場

女子団体 ２4 射 10 中

長野市民祭体育大会
男子個人 1 位 長門俊太
男子団体
千曲市長杯弓道大会
男子 A チーム 3 位
斑尾高原サンパティック杯高校弓道大会
男子団体 B チーム 1 位
男子個人 1 位 西澤彰太
女子個人 1 位 竹内 楓
ソフトテニス

北信高校団体研修大会（８/１０・１１）
男子団体 ベスト８位
女子団体 ２位
信越大会（９/１０）
男子 関口・大西 ベスト１６
女子 横山友愛・佐藤千紗 ３位
北信高校新人大会（９/２３・２４）

県高校新人大会（１０/８・９）

男子団体 ベスト８位（県大会出場）

男子団体 長野０－３上田千曲

個人 関口・大西 １０位
女子団体 ４位（県大会出場）

個人 関口・大西１－４（伊那弥生）
女子団体 長野２－１野沢北

個人 横山友愛・佐藤千紗 ７位

長野０－２上伊那農業

若林慎・益田 ９位

個人 横山・佐藤０－４（松商学園）

（１６位まで県大会出場）
選抜北信予選大会（１１/５・６）
男子団体 ベスト２位（県大会出場）
個人 関口・大西 ９位（県大会出場）
女子団体 ２位（県大会出場）
個人 横山友愛・佐藤千紗 ３位
（県大会出場）
学年別大会（１１/２０）
1 年男子

小林・新井 ２位（県大会出場）

2 年女子

横山・益田 ６位

若林・益田３－４（東海大三）

羽球

北信新人大会

全日本ジュニア選手権

男子学校対抗 3 位

男子ダブルス 山田・下平組 Best8

女子学校対抗 Best8

女子シングルス 遠藤 Best8

男子ダブルス 山田・下平組 3 位

新人県大会

女子シングルス 遠藤 Best8

男子学校対抗
1 回戦 長野 3-0 箕輪進修
2 回戦 長野 3-2 上田染谷ヶ丘
準々決勝 長野 0-3 大町北

Best8

男子ダブルス 山田・下平組 Best8
女子シングルス 遠藤 Best16
卓球

全日本卓球選手権ジュニアの部北信予選

全日本卓球選手権ジュニアの部県予選

町田奈々子ベスト 16

岡野稜 3 回戦進出

他、男子 5 名、女子 3 名県大会進出
北信新人大会

県新人大会
男子学校対抗 1 回戦

男子学校対抗 7 位（県大会進出）
女子学校対抗 6 位（県大会進出）

長野１－３梓川

女子シングルス 町田奈々子ベスト 16（県大会
進出）

女子学校対抗
長野０－３伊那西
女子シングルス 町田奈々子 1 回戦敗退

男子排球

全国高等学校選手権大会 北信予選会
1 回戦 長野 2－1 長野吉田
2 回戦 長野 1－2 屋代
長野市長杯
1 回戦 長野 2－0 篠ノ井
2 回戦 長野 0－2 松代

男子篭球

選抜県大会

選抜北信大会
2 回戦

長野 １３１―５６ 松代

１回戦 長野 ９９―５９ 丸子修学館

3 回戦

長野 １２８―５３ 下高井農林

2 回戦 長野 ６２―９８ 東海大第三

準決勝

長野 １００―６４ 屋代

決 勝

ベスト８

長野 ４６―６３ 長野吉田
２位
県高校新人大会

北信高校新人大会
2 回戦 長野 １０５―４８ 飯山北

1 回戦

長野 １１３―５０ 駒ヶ根工業

3 回戦 長野

７９―５１ 長野商業

2 回戦

長野

８５―５９ 松本蟻ヶ崎

準決勝 長野

７３―６１ 犀峡

3 回戦

長野

８０―６０ 諏訪清陵

準決勝

長野

５８―８５ 佐久長聖

決 勝

長野 ５９―５６ 長野吉田
優勝

3 位決定戦 長野 ７３―５９ 松本第一
3 位 （北信越大会に出場）

野球

第１２５回秋季北信越地区高等学校野球長野県

第１２５回秋季北信越地区高等学校野球長

大会北信予選

野県大会

１回戦 長野１４－２長野高専 ６回コールド

１回戦 長野４－１松川

２回戦 長野 ７－２須坂東

２回戦 長野５－８上田西 （敗退 ベスト８）

代表決定戦 長野８－０長野商業 ８回コールド

準決勝戦 長野９－２松代 ７回コールド
決勝戦 長野２－６飯山北 （敗退）
北信二位で県大会へ
県大会 1 回戦 敗退

ラグビー

合同（長野・伊那北）１３―８２ 下伊那農業
水泳
陸上

北上インターハイ

男子 ４００ ６位 鷹野洋

女子４００ＭＨ 優勝 瀧澤彩

１５００ ３位 小山拓也
１１０ｍＨ ５位 三井一真

新人戦県大会

４００ｍＨ ２位 三井一真

男子

３０００ｓｃ ８位海沼修平
3 位上野航

走り高

３０００ＳＣ ４位 海沼修平

女子 ４００Ｍ 1 位 瀧澤彩 5 位山田聡子

６位 小矢沢龍二
４００ｍＲ

５位 塚原 鷹野 吉村 小林

８００Ｍ

7 位前島早瑛

１６００ｍＲ

５位 三井 鷹野 吉村 小林

１５００Ｍ

5 位小林真帆

走高跳

５位 上野航 ６位 小林丈晃

３０００Ｍ

8 位小林真帆

走幅跳

３位 吉村直也 ７位勝野将人

１００ＭＨ 1 位瀧澤彩

総合４位

４００ＭＨ 1 位瀧澤彩

3 位山田聡子

女子 １００ ３位 新井美貴子

４００ＭＲ 1 位 前島 山田 新井 瀧澤

２００ ２位 新井美貴子

１６００ＭＲ 2 位 川口 山田 前島 新井
円盤投げ 3 位 黒岩美怜

４００ １位 瀧澤彩 ４位 山田聡子

女子総合 2 位

７位 前島早瑛
８００ ６位 小林真帆 ８位 前島早瑛
１５００ ６位 小林真帆

北信越新人大会

３０００ ５位 小林真帆

４００Ｍ

６位 山田聡子

１００ｍＨ １位 瀧澤彩

４００ｍＨ ８位 山田聡子

４００ｍＨ １位 瀧澤彩 ３位 山田聡子

４００ＭＲ ６位 前島 山田 新井 中村

６位 黒岩美怜

１６００ＭＲ ４位 川口 山田 前島 新井

５０００ｍＷ １位 曽根真奈
４００ｍＲ １位 前島 山田 新井 瀧澤
１６００ｍＲ ２位 川口 新井 山田 瀧澤
円盤投 ３位 黒岩美怜

山口国体
５０００ＭＷ ７位 北原亮
全日本ジュニア・ユース陸上競技選手権大

総合２位

会
４００ＭＨ ３位 瀧澤彩

駅伝県大会
男子７位
サッカー

女子８位

U18 ユースリーグ（北信 3 部順位決定戦）

高校サッカー選手権大会長野県予選

長野１－１屋代（PK 戦の結果次戦に進めず）

1 回戦 長野４－１駒ヶ根工業

北信第 4 位

2 回戦 長野０－４木曽青峰

新人戦
2 回戦 長野１－３屋代
軟式野球

県大会 長野１－2 松商学園

硬式庭球

県大会 1 回戦 長野４－１岩村田

男子

２回戦 長野４－１松本第一

団体新人戦 北信大会
1 回戦 長野５－０屋代

準決勝

２回戦 長野３－０長野工業

決勝

準決勝
決勝
結果

長野３－１中野西
長野３－２須坂
優勝

秋季選手権北信大会

長野３－０豊科
長野１－４松商学園

第 2 代表決定戦 長野２－３松本第一
結果 ３位
《秋季選手権大会県大会》
個人戦シングルス
豊城 惇 ベスト１６

個人戦シングルス

金児康平 ベスト３２

豊城 惇、金児康平 県大会出場

個人戦ダブルス

個人戦ダブルス

豊城・滝澤組 ベスト８

豊城・滝澤組 優勝
金児・久保田組 ７位

金児・久保田組 ベスト３２
《長野県 1 年生チーム対抗戦》
１回戦 長野 ３―０ 田川
2 回戦 長野３－０ 都市大塩尻
3 回戦 長野３－０ 篠ノ井
決勝トーナメント
長野 ２－１ 須坂
長野 １－２ 松商学園
長野 ３－０ 上田
第2位

女子バレーボール

全国高等学校選手権大会 北信予選会
1 回戦 長野 0－2 長野南
長野市長杯
1 回戦 長野 0－2 長野商業

女子バスケットボール

北信新人大会
２回戦 長野 ４０－５５ 長野西

柔道

新人戦北信大会

県大会

女子個人４８ｋｇ級 栗原さや香 ２位
決勝 １本負け 対 市場（屋代）
空手道

女子個人４８ｋｇ級 栗原さや香 ベスト 8
準々決勝 １本負け 対 深澤（東海三）

２－６ 宮貴彦

型 組手 とも ベスト 8

県大会

１－８ 芦原滉弥

型 組手 とも ベスト 8

２－６ 宮貴彦
１－８ 芦原滉弥

型 組手 とも 1 回戦敗退
型

1 回戦敗退

組手 ベスト 8
北信越大会
１－８ 芦原滉弥
【定時制】
バドミントン

北信高校定時制通信制秋季体育大会（11/5）
１－Ａ丸山大伍 個人戦シングルス ４位

組手 1 回戦敗退

平成 23 年度高文連大会結果（８月 1 日から１２月４日まで）
班名

北信大会

県大会・北信越・全国

その他大会(地区)

その他大会(県)
8/28 朝日合唱ｺﾝｸｰﾙ県大会 金賞

合唱班

9/4NHK 合唱ｺﾝｸｰﾙ関東甲信越大会 銅賞
9/24 朝日合唱ｺﾝｸｰﾙ中部大会 銅賞

8/6 吹奏楽コンクール県大会 金賞

吹奏楽班

8/21 吹奏楽コンクール東海大会 金賞
9/11 中日吹奏楽コンクール県大会金賞
10/15 高校生交通安全ＣＭコンテスト

放送部

テレビ部門 準グランプリ
書道班

11/27 2-7 猿田浩子 来年度全国総合文
化祭（富山）へ出品委嘱
平成 23 年度第 18 回長野県高等学校

ダンス班

総合文化祭ダンスフェスティバル第 3 位
（19 校出場）

美術班

12／4（日）第 52 回北信高等学校美術展に
て以下の５名の作品が、第 33 回長野県高
等学校美術展（1／20～22、上田市文化セ
ンター）に出品委嘱。
・平出萌（2-3） ｢八月の追憶｣
・小林真希(2-6) ｢径｣
・大橋成美（2-1） ｢今日もぼうへきの中で｣
・大葉早希子（2-6） ｢いつか、届くまで、｣
・杉木美嶺（1-7） ｢来世から｣

