
サッカー部
２回戦 赤穂９－０高遠 １回戦 赤穂１－２中野西
準々決勝 赤穂１－０駒ヶ根工業
準決勝 赤穂１－０伊那北
決勝 赤穂２－３東海大三

（第２位・６年連続県大会出場）
女子バレーボール
２回戦 赤穂２－０松川 １回戦 赤穂２－０丸子修学館
準々決勝 赤穂０－２飯田風越 ２回戦 赤穂０－２東京都市大塩尻
順位決定戦 赤穂２－０伊那西
５位決定戦 下伊那農業

（第５位・３年連続県大会出場）
男子バレーボール
２回戦 赤穂２－０飯田
男子バスケットボール
２回戦 赤穂８１－４６飯田風越 １回戦 赤穂８１－５７上田染谷丘
３回戦 赤穂６４－７４上伊那農業 ２回戦 赤穂４５－８１市立長野
順位決定戦 赤穂８６－６４伊那北

赤穂７９－７０岡谷南
（第５位・２年連続県大会出場）

女子バスケットボール
１回戦 赤穂４６－６０諏訪実業
女子ソフトボール
１回戦 赤穂１０－２伊那西 １回戦 赤穂７－０辰野
２回戦 赤穂２－１０伊那弥生ヶ丘 ２回戦 赤穂１０－０木曽青峰
３位決定戦 赤穂８－７下諏訪向陽 ３回戦 赤穂３－４篠ノ井

（第３位・県大会出場） （ベスト８進出）
体操部
男子 小澤友哉 男子 小澤友哉

（個人総合第１位・県大会出場） （個人総合第８位）
春日崚治 春日崚治

（個人総合第４位・県大会出場） （個人総合第１２位）
女子 村上優彩 女子 村上優彩

（個人総合第２位・県大会出場） （個人総合第６位）
松下帆乃香 松下帆乃香

（個人総合第３位・県大会出場） （個人総合第７位）
弓道部
〈男子団体〉 ６位入賞 （県大会出場） 〈男子団体〉 予選敗退
〈男子個人〉 入賞ならず 〈女子団体〉 予選ベスト８
〈女子団体〉 ３位入賞 （県大会出場） 決勝トーナメント敗退
〈女子個人〉 入賞ならず
剣道部
〈男子団体〉 〈女子団体〉
１回戦 赤穂１－２伊那弥生ヶ丘 赤穂５－０丸子修学館
〈女子団体〉 赤穂３－１松本深志

赤穂４－０東海大三 赤穂１－１長野西
赤穂２－１伊那北 　　代表者戦で敗退
赤穂３－０諏訪清陵 （ベスト１６）

（優勝・県大会出場） 〈男子個人〉
〈男子個人〉 今泉伶 初戦敗退
今泉伶 第７位・県大会出場 〈女子個人〉
〈女子個人〉 山口結衣 初戦敗退
山口結衣 第７位・県大会出場
吉川ひより ベスト１６
平澤瞳 ベスト１６
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男子テニス部
〈団体戦〉 〈団体戦〉
２回戦 赤穂２－０岡谷工業 １回戦 赤穂１－２松本第一
３回戦 赤穂２－１岡谷南 〈シングルス〉
準決勝 赤穂０－２伊那北 竹内玖音 ２回戦敗退
３位決定戦 赤穂２－１伊那弥生ヶ丘 相馬拳也 １回戦敗退

（第３位・県大会出場） 〈ダブルス〉
〈シングルス〉 竹内・相馬組 １回戦敗退
竹内玖音 第３位・県大会出場
相馬拳也 第４位・県大会出場 〈ダブルス〉
田中慎吾 ベスト１６ 竹内・相馬組 準優勝・県大会出場
小林天馬 ベスト１６ 唐澤・唐澤組 ベスト１６
唐澤篤史 ３回戦敗退 田中・小林組 ベスト１６
唐澤朋也 ３回戦敗退 高澤・塩谷組 ２回戦敗退
高澤渉平 ３回戦敗退 吉池・橋本組 ２回戦敗退
塩谷和士 ２回戦敗退 住井・南山組 １回戦敗退
女子テニス部
〈団体戦〉 〈団体戦〉
２回戦 赤穂２－０松川 １回戦 赤穂２－１上田
準決勝 赤穂１－２諏訪清陵 ２回戦 赤穂０－２松商学園
３位決定戦 赤穂２－１岡谷南 順位決定戦 赤穂０－２須坂

（第３位・県大会出場） （県ベスト８）
〈シングルス〉 〈シングルス〉
宮島佳穂 第４位・県大会出場 宮島佳穂 １回戦敗退
松川遥菜 第６位・県大会出場 松川遥菜 １回戦敗退
小林実由 第７位・県大会出場 小林実由 １回戦敗退
山﨑千裕 ベスト１６ 〈ダブルス〉
松島百花 ３回戦敗退 宮島・小林組 １回戦
百瀬朱里 ３回戦敗退 山﨑・百瀬組 １回戦
伊藤由里香 ２回戦敗退
窪田菜生 ２回戦敗退
〈ダブルス〉
宮島・小林組 ６位・県大会出場
山﨑・百瀬組 ８位・県大会出場
松島・松川組 ベスト１６
窪田・小松組 ベスト１６
若林・小林組 ２回戦敗退
伊藤・水上組 １回戦敗退
卓球部
〈男子団体〉 〈男子団体〉
２回戦 赤穂３－２伊那北 １回戦 赤穂３－１上田染谷丘
３回戦 赤穂３－０飯田風越 ２回戦 赤穂２－３長野工業
準決勝 赤穂３－０飯田 〈女子団体〉
決勝 赤穂２－３飯田OIDE長姫 １回戦 赤穂０－３松本県ヶ丘

（第２位・県大会出場） 〈男子ダブルス〉
〈女子団体〉 宮下・小松組 第６位・北信越大会出場
１回戦 赤穂３－０諏訪二葉 中村・森本組 １回戦敗退
２回戦 赤穂０－３伊那西 〈女子ダブルス〉
決定戦 赤穂１－３下諏訪向陽 瀧脇・唐澤組 ２回戦敗退
〈男子ダブルス〉 〈男子シングルス〉
宮下・小松組 優勝・県大会出場 小松拓也 第７位・北信越大会出場
中村・森本組 ベスト４・県大会出場 宮下昌悟 １回戦敗退
上野・三ツ井組 ２回戦敗退 〈女子シングルス〉
春日・宮澤組 ２回戦敗退 瀧脇あずさ １回戦敗退
〈女子ダブルス〉
瀧澤・唐澤組 ベスト８・県大会出場
竹松・池上組 ２回戦敗退
網野・羽場組 １回戦敗退
金倉・荻村組 １回戦敗退



〈男子シングルス〉
小松拓也 優勝・県大会出場
森本優太 ベスト４
宮下昌悟 ベスト１６
春日伸介 ２回戦敗退
宮澤大和 ２回戦敗退
上野福太朗 ２回戦敗退
中村優作 ２回戦敗退
三ツ井凌 ２回戦敗退
村上タカユキ １回戦敗退
〈女子シングルス〉
瀧脇あずさ ベスト８・県大会出場
荻村百香 ２回戦敗退
唐澤美砂 ２回戦敗退
池上実果 ２回戦敗退
竹松美歩 ２回戦敗退
金倉七瀬 １回戦敗退
羽場栄利加 １回戦敗退
網野希 １回戦敗退
バドミントン部
〈男子学校対抗〉 優勝・県大会出場 〈男子学校対抗〉 ２回戦敗退
〈男子ダブルス〉 〈男子ダブルス〉
橋爪・福澤組 第３位・県大会出場 橋爪・福澤組 １回戦敗退
森本・小原組 第４位・県大会出場 森本・小原組 １回戦敗退
三沢・下澤組 ベスト１６ 〈男子シングルス〉
大前・北澤組 ２回戦敗退 下澤大地 １回戦敗退
〈男子シングルス〉 橋爪黎 １回戦敗退
下澤大地 第３位・県大会出場 森本樹 １回戦敗退
橋爪黎 ベスト８・県大会出場 〈女子学校対抗〉 ベスト４・北信越大会出場
森本樹 ベスト８・県大会出場 〈女子ダブルス〉
福澤真希 ベスト１６ 海野・唐澤組 ベスト８
〈女子学校対抗〉 優勝・県大会出場 田畑・池戸組 １回戦敗退
〈女子ダブルス〉 〈女子シングルス〉
海野・唐澤組 優勝・県大会出場 海野奈々 ベスト１６
田畑・池戸組 第２位・県大会出場 田畑まゆ子 １回戦敗退
高嶋・宮下組 ベスト８ 唐澤里菜 １回戦敗退
福澤・三澤組 ２回戦敗退
〈女子シングルス〉
海野奈々 優勝・県大会出場
唐澤里菜 第４位・県大会出場
田畑まゆ子 ベスト８・県大会出場
池戸加菜 ベスト１６
高嶋亜美 ベスト１６
入戸佳歩 ２回戦敗退
陸上部
〈男子〉 〈男子〉
走高跳 宮島大介　４位 棒高跳 合津伊織　１位
棒高跳 合津伊織　１位 松崎快哉　８位

松澤快哉　２位 円盤投 小松央　７位
走幅跳 松澤快哉　４位

合津伊織　８位
三段跳 宮島大介　７位 〈女子〉
砲丸投 小松央　４位 1500m 堀内智加　８位
円盤投 小松央　３位 走高跳 酒井茜　８位
ハンマー投 小松央　２位 やり投 中山真緒　３位
4×400mR ６位 佐々木彩　６位
八種競技 唐木大河　３位
対抗得点 ７位



水泳部
〈団体〉
女子400mリレー ３位
女子400mメドレーリレー ４位
男子400mメドレーリレー １０位
男子400mリレー ９位
〈個人〉
倉田大吉 50m自由形 ２６位

200m個人メドレー １３位
吉澤健太 男子400m自由形 １１位

男子1500m自由形 ８位
大前翔 100m背泳ぎ ２１位
赤羽菫 50m自由形 ２２位

100m自由形 １６位
金山千桜 400m自由形 ６位

800m自由形 ５位
伊藤汐理 100m自由形 ３位

200m自由形 ３位
馬場友里子 50m自由形 ２５位

100m自由形 １９位
佐々木来那 100m平泳ぎ ８位

200m平泳ぎ ６位
井口翔太 50m自由形 ８位

100m自由形 １４位
中村菜々子 100m背泳ぎ ４位

200m背泳ぎ ４位


