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令和４年度　北信越高等学校体育大会入賞数一覧  2022年8月25日現在

優勝 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

陸 上 15 14 17 13 13 17 89

柔 道 8 6 12 26

剣 道 2 2

ソ フ ト テ ニ ス 2 2

テ ニ ス 4 1 1 6

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 1 1

バ レ ー ボ ー ル 2 1 3

ハ ン ド ボ ー ル 1 1

ソ フ ト ボ ー ル 1 1

卓 球 2 2 4

バ ド ミ ン ト ン 1 1 2

新 体 操 7 2 6 15

弓 道 1 1 2

水 泳 1 4 5 10

サ ッ カ ー 1 1

ラ グ ビ ー フ ッ ト ボ ー ル 1 1 2 4

レ ス リ ン グ 2 10 4 16

ボ ー ト 7 1 8

ウエイトリフティング 10 7 4 21

自 転 車 3 4 3 10

フ ェ ン シ ン グ 2 2 3 7

空 手 道 2 2 3 7

ボ ク シ ン グ 1 3 4

ア ー チ ェ リ ー 3 3

少 林 寺 拳 法 2 3 5

合 計 60 70 77 13 13 17 250

※　令和４年度　定時制通信制総合体育大会は、中止。

※　登山の優秀校と女子ボクシング（公開競技）はカウントされていません。



成績 入賞 在籍校

総合 優勝 佐久長聖

トラック 優勝 佐久長聖

　　" ５位 東海大諏訪

フィールド ４位 松本国際

混成 優勝 松本国際

　　" ５位 岩村田

　　" ６位 佐久長聖

１００ｍ ３位 福澤　耀明 佐久長聖

４００ｍ ６位 輪湖　颯 豊科

８００ｍ ２位 松尾　悠登 佐久長聖

　　" ３位 小坂　悠太 東海大諏訪

　　" ５位 松山　優太 佐久長聖

１５００ｍ 優勝 松尾　悠登 佐久長聖

　　" ２位 小坂　悠太 東海大諏訪

　　" ３位 大場　崇義 上伊那農業

　　" ５位 濵口　大和 佐久長聖

　　" ６位 梅原　悠良 上田西

５０００ｍ ２位 吉岡　大翔 佐久長聖

　　" ３位 山口　峻平 佐久長聖

　　" ４位 長屋　匡起 佐久長聖

１００mH ３位 内海　亮平 佐久長聖

　　" ６位 小口　蒼葉 東海大諏訪

３０００ｍｓｃ 優勝 永原　颯磨 佐久長聖

　　" ２位 小林　隼人 上田西

　　" ４位 遠藤　大成 佐久長聖

５０００ｍ競歩 優勝 鈴木　淳也 長野商業

　　" ４位 小島　颯翔 丸子修学館

　　" ５位 田幸　瞭 長野日大

4×１00ｍ ２位 佐久長聖

4×400ｍ ６位 佐久長聖

走高跳 ４位 中村　伊吹 松本国際

　　" ５位 田中　勇輝 中野西

　　" ６位 髙田　真平 松本県ケ丘

棒高跳 ２位 重田　篤希 松本深志

　　" ３位 中谷　息吹 松本国際

走幅跳 ４位 栁澤　秀哉 松商学園

三段跳 ４位 南澤　爽太 岩村田

砲丸投 ３位 木藤　海琉 長野高専

　　" ４位 髙橋　勇翔 松本国際

ハンマー投 ５位 大月　龍麻 梓川

　　" ６位 百瀬　洋夢 穂高商業

やり投 ４位 浅村　汰壱 松商学園

八種競技 優勝 梶川　新 松本国際

　　" ５位 菊池　優介 岩村田

　　" ６位 降幡　諒成 佐久長聖

総合 ２位 佐久長聖

　　" ５位 市立長野

　　" ６位 長野東

トラック 優勝 佐久長聖

　　" ３位 東海大諏訪

　　" ４位 長野東

フィールド ２位 市立長野

１００ｍ ５位 濵田　みなと 東海大諏訪

２００ｍ ２位 福田　笑未 東海大諏訪

　　" ３位 宮澤　けい 市立長野

　　" ６位 藤森　七海 諏訪清陵

令和４年度　北信越高校体育大会　入賞一覧（３位、陸上６位）

種目

男子

陸上競技

女子



成績 入賞 在籍校

４００ｍ 優勝 大鹿　愛和 佐久長聖

　　" ２位 渡邉　陽乃 佐久長聖

８００ｍ ２位 松下　輝来 東海大諏訪

　　" ３位 渡邉　陽乃 佐久長聖

　　" ４位 市川　笑花 佐久長聖

　　" ５位 阪　　千都 東海大諏訪

１５００ｍ ２位 村岡　美玖 長野東

　　" ３位 名和　夏乃子 長野東

　　" ４位 松下　輝来 東海大諏訪

　　" ５位 佐藤　悠花 長野東

３０００ｍ ２位 村岡　美玖 長野東

　　" ４位 名和　夏乃子 長野東

１００mH ６位 佐伯　風帆 佐久長聖

４００mH 優勝 大鹿　愛和 佐久長聖

　　" ５位 柏木　萌 佐久長聖

　　" ６位 逸見　加奈子 伊那北

５０００ｍ競歩 ３位 東　咲良 松本県ケ丘

　　" ６位 諸岡　明日佳 長野工業

4×100ｍ ３位 佐久長聖

4×400ｍ 優勝 佐久長聖

　　" ６位 東海大諏訪

走高跳 優勝 太田　さくら 松商学園

棒高跳 優勝 岡田　莉歩 佐久長聖

走幅跳 ２位 宮原　凛成 市立長野

　　" ３位 牧内　愛実 市立長野

三段跳 優勝 牧内　愛実 市立長野

　　" ３位 加島　小浦 松本工業

　　" ６位 古越　茉帆 佐久長聖

砲丸投 ６位 松林　彩 長野東

円盤投 ６位 小山　莉穂 市立長野

ハンマー投 ３位 荒木　ななせ 梓川

やり投 優勝 倉田　紗優加 伊那北

　　" ３位 増澤　美優 松本国際

団体 ３位 佐久長聖

６０ｋｇ級 ３位 隆　勲史郎 佐久長聖

６６ｋｇ級 ２位 中里　俠斗 佐久長聖

　　" ３位 沼田　晴 松商学園

　　" ３位 梶田　修司 松本第一

７３ｋｇ級 ３位 栗田　昇吾 東海大諏訪

８１ｋｇ級 優勝 北原　想大 松本第一

　　" ３位 小林　大勇 東海大諏訪

９０ｋｇ級 ３位 春日　慧 佐久長聖

　　" ３位 鳥谷部　陵太 東海大諏訪

１００ｋｇ超級 ３位 山田　裕太 松本第一

団体 優勝 佐久長聖

４８ｋｇ級 優勝 納庄　千寿 佐久長聖

５２ｋｇ級 優勝 横田　ひかり 佐久長聖

　　" ２位 永田　夢空 松商学園

　　" ３位 伊藤　優 松商学園

５７ｋｇ級 優勝 白金　未桜 佐久長聖

　　" ２位 我妻　結凪 松商学園

６３ｋｇ級 優勝 竹腰　楓華 佐久長聖

７０ｋｇ級 ２位 勝野　朱来 佐久長聖

７８ｋｇ級 優勝 ｵﾄｺﾞﾝﾊﾞﾔﾙ・ﾌｽﾚﾝ 佐久長聖

　　" ２位 椿原　梨央 松商学園

　　" ３位 金澤　彩貴 佐久長聖

７８ｋｇ超級 優勝 吉井　なつみ 佐久長聖

　　" ２位 本多　結 佐久長聖

　　" ３位 石原　なお 松商学園

種目

柔道

男子

女子

女子陸上競技



成績 入賞 在籍校

団体 ３位 佐久長聖

　　" ３位 松商学園

男子 団体 ３位 都市大塩尻

女子 団体 ３位 松商学園

男子 ダブルス 優勝 佐野愛斗・山田麗生 松商学園

団体 優勝 松商学園

シングルス 優勝 砂田　未樹 松商学園

　　" ２位 𠮷田　琴美 松商学園

　　" ３位 金子　妃美香 松商学園

ダブルス 優勝 𠮷田琴美・瀬戸祐希奈 松商学園

バスケットボール 女子 ３位 東海大諏訪

優勝 松本国際

３位 松商学園

女子 優勝

ハンドボール 男子 ３位 屋代

ソフトボール 男子 ３位 伊那弥生ケ丘

学校対抗 ２位 長野工業

ダブルス ２位 大池俊魁・田口雅也 長野工業

学校対抗 ３位 長野商業

ダブルス ３位 塚田桜姫・飯沼愛琉 中野西

男子 学校対抗 ３位 長野商業

女子 学校対抗 ２位 学園長野

個人総合 優勝 丸山　和孝 松商学園

　　" ３位 岡　春輝 松本第一

クラブ 優勝 丸山　和孝 松商学園

　　" ３位 岡　春輝 松本第一

スティック 優勝 丸山　和孝 松商学園

　　" ３位 岡　春輝 松本第一

団体 優勝 伊那西

個人総合 優勝 増澤　さな 松本国際

　　" ２位 竹澤　思人 伊那西

　　" ３位 山岸　聖菜 伊那西

フープ 優勝 増澤　さな 松本国際

　　" ３位 竹澤　思人 伊那西

ボール 優勝 山岸　聖菜 伊那西

　　" ２位 増澤　さな 松本国際

　　" ３位 竹澤　思人 伊那西

団体 ３位

個人 優勝 百瀬　美紅 松商学園

４００ｍ自由形 ３位 小林　璃翔 長野吉田

１５００ｍ自由形 ２位 増田　陽 長野日大

５０ｍ自由形 ２位 松村　千桜 佐久長聖

　　" ３位 井上　ひなた 須坂

１００ｍ自由形 優勝 松村　千桜 佐久長聖

　　" ２位 柳澤　陽菜 松商学園

２００ｍ平泳ぎ ２位 酒井　杏摘 飯田女子

１００ｍバタフライ ３位 清水　花峰 長野東

４００ｍ個人メドレー ３位 酒井　杏摘 飯田女子

水泳【水球】 男子 団体 ３位 長野東

サッカー 女子 ３位 佐久長聖

Bブロック ３位 岡谷工業

　　" ３位 長野

Cブロック 優勝 長野県合同

　　" ２位 OIDE長姫

登山 女子 団体 優秀校 飯山

剣道 女子

ソフトテニス

テニス
女子

バレーボール
男子

都市大塩尻

卓球

男子

女子

バドミントン

新体操

男子

女子

弓道 女子
松商学園

水泳【競泳】

男子

女子

ラグビーフットボール 男子

種目



成績 入賞 在籍校

学校対抗 ２位 上田西

５１ｋｇ級 ２位 井上　雄星 上田西

５５ｋｇ級 優勝 高野　航成 上田西

　　" ２位 田中　宏尚 上田西

　　" ３位 井出　ネラミ 佐久平

６０ｋｇ級 優勝 角本　大地 上田西

　　" ３位 依田　晴樹 上田西

６５ｋｇ級 ２位 坂木　颯来 上田西

７１ｋｇ級 ２位 倉崎　暖 上田西

８０ｋｇ級 ２位 美齊津　楓雅 小諸商業

９２ｋｇ級 ２位 白鳥　寛樹 佐久平

１２５ｋｇ級 ２位 若林　武 上田西

４７ｋｇ級 ２位 美齊津　杏奈 小諸

５０ｋｇ級 ２位 菊原　最愛 佐久平

５３ｋｇ級 ３位 渡邊　芽衣 佐久平

　　" ３位 菊原　心粋 佐久平

総合 ２位 諏訪清陵

舵手付クォドルプル ２位 岡谷南A

ダブルスカル ２位 諏訪清陵A

シングルスカル ２位 永坂　日鼓 下諏訪向陽

総合 ２位 諏訪清陵

　　" ３位 岡谷南

舵手付クォドルプル ２位 岡谷南

ダブルスカル ２位 諏訪清陵

６１ｋｇ級トータル ３位 原　大輝 松商学園

６１ｋｇ級スナッチ ３位 原　大輝 松商学園

６１ｋｇ級クリーン&ジャーク ３位 原　大輝 松商学園

８１ｋｇ級トータル ３位 久保田　龍雅 松商学園

８１ｋｇ級クリーン&ジャーク ２位 久保田　龍雅 松商学園

８９ｋｇ級トータル ２位 三浦　快介 松商学園

８９ｋｇ級スナッチ 優勝 三浦　快介 松商学園

８９ｋｇ級クリーン&ジャーク ２位 三浦　快介 松商学園

９６ｋｇ級トータル ２位 下里　鷹祐 松商学園

９６ｋｇ級スナッチ ２位 下里　鷹祐 松商学園

９６ｋｇ級クリーン&ジャーク ２位 下里　鷹祐 松商学園

学校対校 ２位

４５ｋｇ級トータル 優勝 市川　紗菜 松商学園

４５ｋｇ級スナッチ 優勝 市川　紗菜 松商学園

４５ｋｇ級クリーン&ジャーク 優勝 市川　紗菜 松商学園

４９ｋｇ級トータル 優勝 宮澤　愛子 松商学園

４９ｋｇ級スナッチ 優勝 宮澤　愛子 松商学園

４９ｋｇ級クリーン&ジャーク 優勝 宮澤　愛子 松商学園

５５ｋｇ級トータル 優勝 本澤　芹奈 松商学園

５５ｋｇ級スナッチ 優勝 本澤　芹奈 松商学園

５５ｋｇ級クリーン&ジャーク 優勝 本澤　芹奈 松商学園

学校対校 優勝 松本工業

１㎞タイムトライアル 優勝 小松　篤史 松本工業

スプリント ３位 片田　啓太 松本工業

３㎞ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ ２位 山口　太聞 松本工業

　　" ３位 塩澤　武留 飯田風越

４㎞速度競争 ２位 酒井　優太郎 松本工業

　　" ３位 横林　海斗 松本工業

スクラッチ 優勝 上里　翔瑛 松本工業

チーム・スプリント ２位 松本工業

４㎞チーム・パ－シュート ２位 松本工業

松商学園

自転車 男子

レスリング

男子

女子

ボート

男子

女子

種目

ウエイトリフティングﾞ

女子



成績 入賞 在籍校

学校対抗 優勝 伊那北

個人フルーレ ２位 有賀　尚迪 上伊那農業

　　" ３位 小池　悠太郎 伊那北

個人エペ ３位 中村　駿太 箕輪進修

学校対抗 ３位 上伊那農業

個人フルーレ ２位 林　愛実 上伊那農業

個人サーブル 優勝 五味　恋菜 上伊那農業

団体形 ３位 松本第一

個人形 ２位 吉澤　皐 松本県ケ丘

団体組手 ３位 松商学園

団体形 優勝 松本第一

個人形 優勝 相川　流瑠 松本第一

　　" ２位 久保田　結 松本第一

　　" ３位 小林　來凪 松本第一

ライトフライ級（Aパート） ３位 平林　稜琉 松本筑摩

バンタム級（Aパート） ３位 小林　駿介 丸子修学館

ライト級（Aパート） ３位 池田　賛 下高井農林

バンタム級（Bパート） ２位 長屋　善丈 大町岳陽

女子 ライトフライ級 ２位 長谷川　遙 飯田女子

男子 個人 ２位 柳橋　克哉 上田西

団体 ２位 上田西

個人 ２位 小木曽　結菜 上田西

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 浅川　凰生 東海大諏訪

　　" ２位 北沢　都夢 屋代

女子 単独演武 優勝 牛尼　萌那 東海大諏訪

団体 　 ６２ 優勝（14）　２位（17）　３位（22）　４位（2） 　 ５位（3）    ６位（4）

個人　１８８ 優勝（46）　２位（53）　３位（55）　４位（11）　５位（10）　６位（13）

合計　２５０

アーチェリー
女子

少林寺拳法
男子

フェンシング

男子

女子

空手道

男子

女子

ボクシング

女子は【公開競技】

男子

種目


