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２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

※参考：直近５年間の入賞者数（個人及び団体）の推移 

平成 27年度全国中学校体育大会及び全国高等学校 

総合体育大会等における成績について 

 

スポーツ課 

 

１ 全国中学校体育大会 

 

 

（１）大会の概要 

○開 催 地   北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 

○大会期間   H27.８.17～８.25（９日間） 

○県選手団   212人（選手 148人、役員 64人）       

 

 

（２）大会入賞者 

 

ア 個人の部（６名） 

No. 競技 種目 成績 氏名 学校 学年 記録 備考 

１ 水泳 女子 100M自由形 ４位 竹内 愛貴 鎌 田 ３ 57"92 県中新記録 

２ 体操 女子個人 総合８位 松村 朱里 大町第一 ３ 53.400点  

３ 柔道 男子 55kg級 優勝 唯野 己哲 東御東部 ２   

４ 柔道 男子 73kg級 ベスト８ 大江 達也 上田第一 ３   

５ 柔道 女子 40kg級 ２位 上倉 舞知 野沢温泉 ２   

６ 柔道 女子 44kg級 ベスト８ 野村 真希 丘 ３   

 

 

 

イ 団体の部（２団体） 

No. 競技 種目 成績 学校 備考 

１ 体操 女子団体 総合３位 大町市立大町第一中学校 115.900点 

２ バレーボール 女子 優勝 長野市立裾花中学校 昨年度は２位 
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２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

※参考：直近５年間の入賞者数（個人及び団体）の推移 

２ 全国高等学校総合体育大会 

ア 大会の概要 

○ 開 催 地  和歌山県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県 

○ 大会期間  H27.７.28～８.20（24 日間） 

○ 県選手団  702 人（選手 506 人、監督・コーチ・役員 196 人） 

イ 大会入賞者 

  （ア）個人の部（12 名・19 種目） 

No. 競技 種目 成績 氏 名 学年 学校 記録 備考 

１ 

陸上競技 

男子 ２００ｍ ４位 樋口 一馬 ２ 松商学園 ２１秒４１ 

 ２ 男子 ５０００ｍ競歩 ８位 石井 克弥 ３ 長野日大 ２１分５６秒３７  

３ 女子 ５０００ｍ競歩 優勝 溝口 友己歩 ３ 長野東 ２３分１３秒９８ 県勢初優勝 

４ 柔道 女子 ５２kg 級 ５位 伊藤 ななせ ３ 松商学園 
  

５ テニス 男子 シングルス ベスト８ 杉森 優輝 ３ 松商学園   

６ 

新体操 女子 

個人総合 優勝 猪又 涼子 ３ 伊那西 ３０．７５０ 県勢初優勝 

７ ボール 優勝 猪又 涼子 ３ 伊那西 １５．１５０ 

 ８ クラブ 優勝 猪又 涼子 ３ 伊那西 １５．６００ 

 ９ 水泳 男子 １００ｍ平泳ぎ ７位 塩入 龍斗 ２ 松商学園 １分３秒２７ 

 10 レスリング 男子 ９６kg 級 優勝 白鳥 慶樹 ３ 小諸 
 

 11   ８５kg 級Ｔ ２位 小松 幸佑 ３ 松商学園 ２６１kg Ｔ（トータル） 

12 
  

８５kg 級Ｃ＆Ｊ 優勝 小松 幸佑 ３ 松商学園 １４８kg Ｃ＆Ｊ（クリーン＆ジャーク） 

13   ８５kg 級Ｓ ２位 小松 幸佑 ３ 松商学園 １１３kg Ｓ（スナッチ） 

14   ５６kg 級Ｔ ６位 河尻 隆之介 ３ 松商学園 １９６kg  

15 ウエイトリフティング 男子 ５６kg 級Ｃ＆Ｊ ５位 河尻 隆之介 ３ 松商学園 １１０kg  

16   ５６kg 級Ｓ ７位 河尻 隆之介 ３ 松商学園 ８６kg 
 

17   ９４kg 級Ｔ ７位 河西 勇介 ３ 松商学園 ２４５kg 
 

18   ９４kg 級Ｃ＆Ｊ ６位 河西 勇介 ３ 松商学園 １３８kg  

19 空手道 女子 個人形 ベスト４ 石原 優 ３ 松本第一 
 

 （イ）団体の部（４団体） 

No. 競技 種目 成績 学校 記録 備考 

１ テニス 男子 団体 ベスト８ 松商学園   

２ バレーボール 女子 
 

ベスト８ 東京都市大塩尻 
 

  

３ 新体操 女子 団体 優勝 伊那西 １５．４１６点  県勢初優勝 

４ ウエイトリフティング 男子 学校対抗 ５位 松商学園 ３７点  

 

３ 全国高等学校定時制通信制体育大会 

  ア 大会の概要 

○ 開 催 地  東京都・神奈川県・静岡県 

○ 大会期間  H27.8.1～8.20（20 日間） 

○ 県選手団  107 人（選手 81 人、監督・コーチ 26 人） 

イ 大会入賞者 

   （ア）個人の部（１名） 

No. 競技 種目 成績 氏 名  学年 学校 記録 

1 陸上 男子 400mH ６位 北原 恵哉 １ 箕輪進修 １分０２秒２５ 

（イ）団体の部（２団体） 

No. 競技 種目 成績 学校 

1 卓球 女子 団体 ３位 さくら国際 

2 バドミントン 男子 団体 ベスト８ 長野県選抜 

 


