平成２９年度北信高等学校総合体育大会結果
種目

陸上

柔道
剣道

ソフトテニス

テニス

結果
男子 110mH 玉城 【4 位】 16 秒 08
男子 400mH 玉城 【2 位】 57 秒 51
男子 3000mSC 小林 【7 位】 10 分 25 秒 51
男子走高跳 飯島 【7 位】 1m65
男子棒高跳 竹内 【1 位】 3m80
小池 【6 位】 3m00
男子走幅跳 福野 【6 位】 6m38
傳田 【7 位】 6m31
男子三段跳 小林 【6 位】 12m60
男子砲丸投 長谷川 【5 位】 10m38
男子 4×100mR 飯野・玉城・羽入田・室賀 【6 位】 49 秒 52
男子 4×400mR 羽入田・飯野・稲生・玉城 【5 位】 3 分 28 秒 23
女子 400m 山崎 【4 位】 1 分 02 秒 15
女子 400mH 山崎 【6 位】 1 分 10 秒 05
女子走幅跳 橋本 【4 位】 4m94
女子三段跳 橋本 【1 位】 10m91
男子 60kg 級 轟 準決勝 長野日大に負け
3 位決定戦 須坂創成に勝ち 【3 位】
男子団体戦 【8 位】
男子個人戦 倉島 【ベスト 16】
男子団体戦 準々決勝
1－2 長野高専
5 位決定戦 2－0 長野東 【5 位】
女子団体戦 準決勝 2－0 長野南
決勝
1－2 長野俊英 【2 位】
男子個人戦 唐澤・岡本 4 回戦 4－2 長野俊英
準々決勝 長野俊英 【ベスト 8】
桑名・三浦 4 回戦 3－4 長野俊英 【ベスト 16】
女子個人戦 丸山・小林 4 回戦 4－1 長野商業
準々決勝 3－4 【ベスト 8】
飯島・高野 4 回戦 1－4 長野商業 【ベスト 16】
宮原・森
4 回戦 0－4 長野商業 【ベスト 16】
相川・白澤 4 回戦 1－4 長野商業 【ベスト 16】
若林・丸山 4 回戦 1－4 長野商業 【ベスト 16】
男子団体戦 2 回戦 1－2 中野西
女子団体戦 準々決勝 0－3 須坂 【ベスト 8】
男子シングルス 宮澤 4 回戦 0－6 市立長野 【ベスト 32】
平林 4 回戦 2－6 屋代 【ベスト 32】
女子シングルス 伊東 3 回戦 0－6 須坂 【ベスト 32】
男子ダブルス 平林・小原 3 回戦 2－6 市立長野 【ベスト 32】
坂井・西澤 3 回戦 0－6 長野南 【ベスト 32】
小池・関
3 回戦 0－6 長野高専 【ベスト 32】
女子ダブルス 町田・原
3 回戦 1－6 屋代 【ベスト 16】
峯村・滝澤 2 回戦 0－6 中野西 【ベスト 32】
清野・高見澤 2 回戦 2－6 屋代 【ベスト 32】

バスケットボール

バレーボール

卓球

バドミントン

体操

新体操

弓道

サッカー
空手道

男子 準々決勝 81－57 長野
準決勝
81－54 長野高専
決勝
85－62 市立長野 【1 位】
女子 準々決勝 77－56 篠ノ井
準決勝
76－39 長野南
決勝
66－56 市立長野 【1 位】
男子 準々決勝
2－1（25－19，16－25，25－19） 須坂創成
準決勝
0－2（11－25，14－25） 長野東
3 位決定戦 0－2（21－25，25－27） 長野工業 【4 位】
女子 準々決勝
0－2（9－25，13－25） 長野日大
順位決定戦 1－2（18－25，25－23，22－25） 学園長野 【8 位】
男子学校対抗 2 回戦 1－3 中野立志館
女子学校対抗 3 回戦 0－3 中野西 【6 位】
女子ダブルス 片山・水上 3 回戦 0－3 須坂創成【ベスト 16】
男子 太田 5 回戦 0－3 長野工業 【ベスト 32】
女子シングルス 水上 準々決勝 0－3 長野商業 【ベスト 16】
男子学校対抗 2 回戦 1－3 須坂
女子学校対抗 2 回戦 1－3 長野西
男子ダブルス 中澤・蔵之内 4 回戦 0－2 長野日大 【ベスト 16】
女子ダブルス 平塚・和田
3 回戦 0－2 長野女子 【ベスト 32】
男子シングルス 中澤 5 回戦
2－1 市立長野
準々決勝 0－2 長野商業 【ベスト 8】
女子シングルス 平塚 4 回戦 0－2 学園長野 【ベスト 32】
畠山 4 回戦 0－2 長野女子 【ベスト 32】
村井 4 回戦 0－2 市立長野 【ベスト 32】
男子個人総合 峯村 【1 位】 64.25
男子種目別
峯村 あん馬 【1 位】 10.65
峯村 跳馬
【2 位】 12.50
峯村 平行棒 【1 位】 11.30
峯村 鉄棒
【1 位】 10.65
個人総合 中澤 【1 位】 17.500
籏本 【2 位】 13.150
種目別 フープ 中澤 【1 位】 9.650
籏本 【3 位】 6.450
リボン 中澤 【1 位】 7.850
籏本 【2 位】 6.700
男子団体 長野吉田 B 28 中 【2 位】
長野吉田 A 23 中
女子団体 長野吉田 B 26 中 【1 位】
長野吉田 A 19 中
女子個人戦 木村 7 中 【1 位】
金井 6 中 【4 位】
村山 6 中 【6 位】
準々決勝 2－0（1－0，1－0） 長野西
準決勝
3－2（1－1，2－1） 長野日大
決勝
0－9（0－4，0－5） 市立長野 【2 位】
男子個人 形 酒井 2 回戦
0－5 屋代 【ベスト 16】

女子個人 形 佐藤 準々決勝 長野工業 【ベスト 8】

