
平成 25年度高等学校総合体育大会等結果 

班 名 北信大会・その他大会(地区) 県大会・北信越・全国・その他大会(県) 

剣道 

 

＜北信総体＞ 

男子個人戦  降籏涼介ベスト 16 

女子個人戦  中澤育子３回戦進出 

男子団体戦  予選リーグ 1勝 1敗（2位） 

       決勝トーナメント 8位 県進出 

女子団体戦  予選リーグ 1勝 1敗（2位） 

       決勝トーナメント 9位 県進出 

 

＜県総体＞ 

男子団体戦  予選リーグ 2敗 1分け（4位） 

女子団体戦  予選リーグ 3敗（4位） 

弓道 

 

＜北信総体＞ 

男子個人 ３位 矢島 (県大会出場) 

男子団体 ４位 ・ 女子団体 ４位（共に県大会） 

 

＜県総体＞ 

男子個人 決勝敗退 

男子団体女子団体 共に予選敗退 

ソフトテニス 

 

＜国体１次北信予選（４/６）＞ 

男子 小林・古賀 ベスト１６位（県大会出場） 

女子 若林・佐藤 ベスト８位（県大会出場） 

＜北信高校学校対抗ソフトテニス大会（４/２９）＞ 

男子団体 ２位 ・ 女子団体 ８位 

＜北信総体（５/10・11）＞ 

女子団体 ６位（県大会出場） 

女子個人 若林・佐藤 １０位（県大会出場） 

男子団体 ７位（県大会出場） 

   個人 小林・古賀 ５位（県大会出場） 

宮澤・新井 １４位（県大会出場） 

         関口・中山 １５位（県大会出場） 

 

＜国体１次県予選（４/２７）＞  

男子 小林・古賀 ２回戦敗退  

女子 若林・佐藤 １回戦敗退 

 

 

＜県総体（６/１・２）＞ 

女子団体 長野２－１（野沢北）  

長野１－２（塩尻志學館）  

女子個人 若林・佐藤  1回戦敗退 

男子団体 長野１－２（岩村田）  

男子個人 宮澤・新井 １１位（北信越出場） 

小林・古賀 ２回戦敗退 

         関口・中山 １回戦敗退 

＜北信越体育大会（６/１５）＞ 

男子個人 宮澤・新井 ２回戦敗退 

羽球 

 

＜北信総体＞ 

男子団体 長野３－０長野東 

     長野３－２長野高専  ベスト４ 

     長野１－３長野商業 

     長野３－１長野吉田 ３位(県大会へ) 

男子個人シングルス 児玉祥太ベスト８(県大会へ) 

女子団体 長野３－２長野吉田  ベスト８ 

     長野１－３須坂商業 

     長野３－２中野西  ５位(県大会へ) 

 

＜県総体＞ 

男子団体 長野３－０野沢北 

     長野３－２伊那北 ベスト８ 

     長野０－３蘇南   

男子個人シングルス 

       児玉２－０田村(小海) 

       児玉０－２松瀬(蘇南) 

女子団体 長野３－１上田染谷 

     長野１－３赤穂 

卓球 ＜北信総体＞ 

男子学校対抗 長野３－０中野西 

     長野３－２長野高専 

     長野０－３長野商業 

同５～８位決定リーグ 長野３－１長野日大 

     長野３－２須坂園芸 

     長野２－３長野吉田５位(県大会へ) 

男子シングルス 岡野 凌 ベスト 16で県大会へ 

男子ダブルス 岡野 凌・石橋 秀隆組 

 ベスト 12で県大会へ 

女子学校対抗 長野０－３長野東 

 

＜県総体＞ 

男子学校対抗 長野０－３飯田 

男子シングルス 岡野１－３佐藤(岩村田) 

男子ダブルス 

岡野・石橋３－２日向・小林(小商) 

  岡野・石橋０－３熊谷・清水(飯田風越) 



班 名 北信大会・その他大会(地区) 県大会・北信越・全国・その他大会(県) 

男子排球 ＜北信総体＞         

２回戦   長野 ２－０ 須坂東 

準々決勝  長野 ２－１ 長野吉田 

準決勝   長野 ０－２ 長野日大 

３位決定  長野 ０－２ 長野東  

（結果：北信４位→県大会へ） 

 

 

＜県総体＞ 

         ２４－２６  

１回戦  長野０       ２赤穂 

         ２３－２５ 

男子篭球 

 

＜北信総体＞ 

２回戦  長野 ６６－５０  長野工業 

３回戦  長野 ８２－６５  須坂東 

準決勝  長野 ４０－１０９ 長野吉田 

３決   長野 ４８－７３  長野俊英 

（結果：北信４位→県大会へ） 

 

 

＜県総体＞ 

１回戦  長野 ５９－７６ 岡谷東 

野球 

 

＜第１２８回春季北信越地区高等学校野球長野県大

会北信予選会＞ 

１回戦   不戦勝 

２回戦   長野 ７ ― １ 篠ノ井 

代表決定戦 長野１０ ― ０ 屋代（５Ｃ） 

準決勝   長野 ７ ― １ 長野東 

決勝    長野 ８ ― ５ 飯山北 

北信予選会 優勝 

 

 

＜第１２８回春季北信越地区高等学校野球長

野県大会＞ 

 １回戦  長野 ４ ― ５ 上田千曲 

ラグビー  ＜総体県＞ 

出場（伊那北・長野西と合同） 

 

 

水泳 ＜北信総体＞ 

総合３位 

５０ｍ自由形 ８位 熊谷和海 

１００ｍ自由形 ７位 熊谷和海 

２００ｍ自由形 ７位 小林優弥 

４００ｍ自由形 ４位 岩﨑拓実 

１５００ｍ自由形 ３位 岩﨑拓実 

１００ｍ平泳ぎ ７位 黒岩雄基 

２００ｍ平泳ぎ ５位 黒岩雄基 

１００ｍ背泳ぎ ３位 西澤一輝 

２００ｍ背泳ぎ ３位 西澤一輝 

１００ｍバタフライ ３位 三井基史 

４００ｍリレー ５位 

８００ｍリレー ３位 

４００ｍメドレーリレー ４位 

 

 

 

 

 

 



班 名 北信大会・その他大会(地区) 県大会・北信越・全国・その他大会(県) 

陸上 

 

＜北信総体＞ 

男子 

１００Ｍ   正村 太一 ５位 

２００Ｍ   浅川 優人 １位 

       正村 太一 ４位 

４００Ｍ   浅川 優人 １位 

       鷹野  洋 ３位 

       吉越太一朗 ７位 

８００Ｍ   鷹野  洋 ８位 

１５００Ｍ  合津 智裕 ８位 

１１０ＭＨ  吉平 真澄 ８位 

４００ＭＨ  吉越太一朗 ３位 

       吉平 真澄 ８位 

５０００ＭＷ 前島  俊  ８位 

４×100Ｍリレー 吉越 鷹野 正村 浅川 １位 

４×400Ｍリレー 正村 吉越 鷹野 浅川 １位 

走り高跳び  上野  航 ５位 

走り幅跳び  吉村 直也 １位 

三段跳び   上野  航 ４位 

 

女子 

１００Ｍ   川村 吉乃 ６位 

２００Ｍ   川村 吉乃 ５位 

４００Ｍ   和田 聖奈 ８位 

１５００Ｍ  小林 真帆 ３位 

３０００Ｍ  小林 真帆 ５位 

       小嶋 沙季 ８位 

１００ＭＨ  吉村 彩加 ２位 

４００ＭＨ  吉村 彩加 ４位 

４×100Ｍリレー 吉村 川村 和田 中村 ８位 

４×400Ｍリレー 川村 和田 吉村 中村 ４位 

走り高跳び  井原 夏見 ５位  

砲丸投げ   黒岩 美怜 ４位 

円盤投げ   黒岩 美怜 １位 

ヤリ投げ   中村 夏生 ４位 

 

＜県総体＞ 

男子 

２００Ｍ  浅川 優人 ７位 

４００Ｍ  浅川 優人 ２位 

４×400Ｍリレー 正村 吉越 鷹野 浅川

１位 

走り高跳び 上野  航 ７位 

三段跳び  上野  航 ４位 

 

女子 

１５００Ｍ 小林 真帆 １位 

３０００Ｍ 小林 真帆 ６位 

４×400Ｍリレー 川村 和田 小林 中村   

４位 

砲丸投げ   黒岩 美怜 ７位 

円盤投げ  黒岩 美怜 １位 

 

 

＜北信越体育大会＞ 

男子 

４００Ｍ   浅川 優人 ３位（全国へ） 

４×400Ｍリレー 

正村太一・吉越太一朗・鷹野洋・浅川 優人  

６位（全国へ） 

三段跳    上野  航  16位 

 

女子 

１５００Ｍ  小林 真帆 ４位（全国へ） 

３０００Ｍ  小林 真帆 10位 

円盤投げ   黒岩 美怜 ９位 

 

男子４００M浅川優人、４×400Ｍリレー、女

子１５００Ｍ小林真帆は、７月 30 日から８

月３日まで大分県大分市で開催される全国

高等学校総合体育大会に出場 

サッカー ＜ユースリーグ U18＞ 

4部リーグ Bグループ 

長野６－１須坂園芸 

＜北信総体＞ 

長野 ３―２ 篠ノ井高校 

長野 １－５ 長野日大  ベスト８で県大会出場 

 

＜県総体＞ 

長野 １－２ 創造学園 

軟式野球  ＜第38回北信越地区高等学校軟式野球長野県

大会＞ 

○１回戦 長野 11－0 エクセラン 

(5回コールド 勝ち) 

○準々決勝 長野 0－10 岡谷工業 

(6回コールド 負け) 

 



班 名 北信大会・その他大会(地区) 県大会・北信越・全国・その他大会(県) 

硬式庭球 ＜北信総体＞ 

男子団体 ２回戦 長野 ２－０ 須坂園芸 

３回戦 長野 ２－０ 長野吉田 

準決勝 長野 ２－０ 中野 

決 勝 長野 １－２ 須坂  準優勝 

男子シングルス 豊城 惇 優勝 

男子ダブルス  豊城 惇・大石将也 第６位 

        山崎智大・久保田皓貴 第８位 

 

女子団体 １回戦 長野 １－２ 松代 

女子シングルス 富井穂 第４位 

女子ダブルス 山田さくらこ・富井穂 第５位 

 

＜県総体＞ 

男子団体 １回戦 長野 ０－３ 松本深志 

男子シングルス 豊城 惇 第８位 

男子ダブルス  豊城 惇・大石将也 

       山崎智大・久保田皓貴 

ベスト３２ 

 

女子シングルス 富井穂 ベスト１６ 

女子ダブルス山田さくらこ・富井穂 

ベスト３２ 

女子バレーボール ＜北信総体＞ 

1回戦 長野 0-2 長野西 

 

 

女子バスケットボー

ル 

＜北信総体＞ 

２回戦 長野 ６７－５１ 須坂 

３回戦 長野 ４８－１１８ 長野吉田 

順位決定戦 

     長野 ６８－８３ 屋代 

     長野 ６９－８４ 長野南 

 ＊北信８位で県大会出場 

 

＜県総体＞ 

１回戦 長野 ３８－１１７ 東海大三 

柔道 なし  

空手道 ＜北信総体＞ 

形   芦原 滉弥 ４位 

組手  芦原 滉弥 ４位 

 

 

フットサル班 マイチャンカップエンジョイ地区大会２位(４月１

４日) 

マイチャンカップエンジョイ地区大会１位(６月９

日) 

 

マイチャンカップエンジョイ決勝大会(６月

３０日) 

定時制 

バドミントン班 

＜北信定通大会＞ 

団体 優勝 

個人 古川 和弘 ２位 

丸山 大伍 ３位 

＜県定通大会＞ 

団体 ２位 

個人 丸山 大伍 ３位 

古川 和弘 ベスト８  

丸山、古川は県選抜メンバーとして 

北信越大会（10月 19・20日 新潟県）へ 

全国大会（８月 19日～22日小田原アリーナ）

へ 

 

放送部  ＮＨＫ杯全国放送コンテスト長野県大会 

創作テレビドラマ部門 優秀賞 

７月 22日から 25日まで国立オリンピック記

念青少年総合センターで開催される全国大

会に出場 



 


