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県記録(KR)        9,02.87
県高校新(KR)      9,02.87
県中学新(KR)      9,25.24

 1 筒井 心葉(2) 中学生  10,30.61 
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田高陵中

 2 佐藤 悠花(2) 中学生  10,43.08 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 下伊那松川中

 3 戸枝 くるみ(1) 中学生  11,04.02 
ﾄｴﾀﾞ ｸﾙﾐ 駒ヶ根東中

 4 佐藤 綾花(2) 中学生  11,09.59 
ｻﾄｳ ｱﾔｶ 下伊那松川中

 5 松下 朋佳(3) 中学生  11,14.87 
ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 佐々木 夏海(1) 高校生  11,20.62 
ｻｻｷ ﾅﾂﾐ いなにしこうこ

 7 滝沢 初寧(2) 中学生  11,27.85 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 駒ヶ根東中

 8 下嶋 優菜(1) 中学生  11,29.12 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 9 竹村 千咲己(3) 中学生  11,29.72 
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻｷ 駒ヶ根東中

10 平松 愛純(3) 中学生  11,39.75 
ﾋﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 箕輪中

11 笹子 幸穂(3) 高校生  11,46.42 
ｻｻｺ ﾕｷﾎ いなにしこうこ

12 神部 紫音(2) 高校生  11,48.32 
ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 飯田風越高

13 酒井 愛梨(2) 高校生  11,54.13 
ｻｶﾘ ｱｲﾘ 岡谷東高

14 圓谷 爽夏(2) 中学生  11,54.20 
ﾂﾌﾞﾗﾔ ｻﾔｶ 高森中

15 小林 柚花(3) 中学生  11,59.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｶ 駒ヶ根東中

16 野口 莉奈(1) 中学生  11,59.82 
ﾉｸﾞﾁ ﾘﾅ 高森中

17 岡 瑞希(3) 中学生  12,03.84 
ｵｶ ﾐｽﾞｷ 箕輪中

18 吉澤 真穂(1) 中学生  12,04.93 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾎ 飯田高陵中

19 小松 礼佳(2) 中学生  12,09.53 
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 箕輪中

20 金子 咲良(2) 高校生  12,12.63 
ｶﾈｺ ｻｸﾗ 飯田高

21 羽生 彩七(2) 中学生  12,20.65 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 飯田高陵中

22 松見 すみれ(2) 中学生  12,23.90 
ﾏﾂﾐ ｽﾐﾚ 箕輪中

23 牧内 里奈(1) 高校生  12,26.12 
ﾏｷｳﾁ ﾘﾅ 飯田風越高

24 田中 凜(1) 中学生  12,26.98 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 緑ヶ丘中

25 笹尾 美宙(2) 高校生  12,31.78 
ｻｻｵ ﾐｿﾗ いなにしこうこ

26 柴 由衣(1) 中学生  12,38.69 
ｼﾊﾞ ﾕｲ 箕輪中

27 三澤 咲貴(1) 中学生  12,44.29 
ﾐｻﾜ ｻｷ 箕輪中

28 木下 弥采(3) 中学生  13,01.98 
ｷﾉｼﾀ ﾐｺﾄ 駒ヶ根東中

29 池戸 野乃佳(1) 中学生  13,18.08 
ｲｹﾄﾞ ﾉﾉｶ 緑ヶ丘中

30 山崎 楓梨(3) 中学生  14,05.26 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾘﾝ 旭ヶ丘中
松澤 静空(3) 中学生
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｽﾞｸ 旭ヶ丘中
平田 紗花(2) 中学生
ﾋﾗﾀ ｽｽﾞｶ 旭ヶ丘中
市村 花(2) 中学生
ｲﾁﾑﾗ ﾊﾅ 旭ヶ丘中
松岡 楓(3) 中学生
ﾏﾂｵｶ ﾌｳ 旭ヶ丘中
代田 有芽(2) 高校生
ｼﾛﾀ ﾕﾒ 飯田女子高
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