
第２１回上田市民陸上カーニバル                                                  
　主催：上田市　上田市教育委員会                                                
　　　　上田市体育協会　上田陸上競技協会                                        

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】203080  菅平ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
06/06 中学女子  -4.6 清水　思(3) 14.40 岡嶋　美空(2) 15.71

100m さなだＳＣ 真田中
06/06 宮本　蘭々(1) 5,32.08

1500m 上田六中
06/06 岡嶋　美空(2) 4.36(+3.0) 清水　思(3) 3.86(+2.5)

走幅跳 真田中 さなだＳＣ
06/06 小学女子 清水　風(6) 3.80(+2.7) 三輪 希々葉(5)3.45(+3.5) 西澤　早紀(6) 3.45(+9.3) 田口　雅(5) 3.33(+3.2) 関川　珠音(6) 3.29(+2.7) 吉沢 ありさ(6)3.26(+3.2) 馬場　風花(5) 3.23(+2.7) 田中　季菜(5) 3.14(+3.1)

走幅跳 長小 滋野小 真田クラブ 滋野小 さなだＳＣ 田中小 滋野小 長小
06/06 山崎　凜(6) 43.65 中沢　海羽(6) 32.24 田頭　咲希(6) 29.69 山田　莉花(4) 28.03 荒井　菜々美(4) 27.99 岡嶋　咲愛(5) 26.78 窪田　日和(6) 23.28 松本　英里香(4) 10.19

ボール投 清明小 清明小 清明小 川西小 田中小 傍陽小 菅平小 田中小
06/06 小学1年女子 竹内　結愛(1) 10.77 三井　羽乃(1) 10.79 小林　明紗(1) 11.08 西澤　唯(1) 11.33 中島　千代乃(1) 11.41 横沢　汐莉(1) 11.60 和氣　希弥(1) 11.82 横沢　娃莉(1) 12.43

50m 川辺小 傍陽小 川辺小 北小 長小 本原小 川辺小 本原小
06/06 小学2年女子 西澤　幸帆(2) 9.57 磯崎　彩依(2) 9.61 窪田　望(2) 9.78 金田　馨花(2) 10.05 黒澤　佳恋(2) 10.29 田頭　和花(2) 10.32 安田　明香梨(2) 10.34 大井　結愛(2) 10.41

50m 和小 菅平小 菅平小 本原小 本原小 清明小 田中小 真田マラソン教
06/06 小学3年女子 宮本　和花奈(3) 9.34 中澤　真乃(3) 9.45 金井　未知花(3) 塩尻小 9.60 原野　美憂(3) 9.70 清水　優花(3) 9.78 櫻井　実咲(3) 9.94 三井　美羽(3) 10.24

50m 滋野小 清明小 石塚　歩莉(3) 長小 塩尻小 塩尻小 丸子中央小 傍陽小
06/06 小学4年女子 下崎　日菜(4) 17.65 金田　麗花(4) 17.84 佐藤　すみれ(4) 18.40 髙橋　愛恵(4) 18.53 荒井　菜々美(4) 18.67 小林　楓(4) 18.91 内山　海衣(4) 19.01 西澤　美優(4) 19.34

100m 川辺小 本原小 田中小 北小 田中小 菅平小 長小 北小
06/06 小学5年女子 三輪　希々葉(5) 16.50 上原　早葵(5) 16.96 馬場　風花(5) 17.10 岡嶋　咲愛(5) 17.14 小宮山　麗夢(5) 17.19 栁沢　栞奈(5) 17.40 田口　雅(5) 17.55 細田　怜奈(5) 17.67

100m 滋野小 田中小 滋野小 傍陽小 田中小 滋野小 滋野小 田中小
06/06 滋野小     1,04.19 田中小     1,05.75 傍陽小B     1,11.96 傍陽小A     1,14.55

4×100m 田口　雅(5) 上原　早葵(5) 小山　萌那(5) 関　彩花(5)
三輪　希々葉(5) 緑川　美咲(5) 手塚　美優(5) 岡嶋　咲愛(5)
栁沢　栞奈(5) 細田　怜奈(5) 内海　沙樹(5) 井沢　心和(5)
馬場　風花(5) 小宮山　麗夢(5) 鳴澤　理恵(5) 篠子　ちひろ(5)

06/06 小学6年女子 ツツミ　ヒトミ(6) 15.64 赤羽　葉凪(6) 16.04 田中　咲(6) 16.12 山田　萌花(6) 16.14 篠原　歌乃(6) 16.39 清水　風(6) 16.43 西澤　早紀(6) 16.69 田頭　咲希(6) 16.70
100m 田中小 川辺小 城下小 川西小 川辺小 長小 真田クラブ 清明小

06/06 清明小B     1,05.48 神科小     1,07.58 清明小A     1,10.56
4×100m 田頭　咲希(6) 加納　日奈子(6) 中澤　佳乃(6)

中沢　海羽(6) 岩下　栞(6) 山田　梨温(6)
佐藤　結(6) 福田　葵(6) 北川　のん(6)
山崎　凜(6) 関　　愛奈(6) 高野　彩音(6)

06/06 小学1･2･3年 堀内　麻央(3) 4,12.30 斉藤　舞唯(3) 4,16.04 成澤　あん里(1) 4,33.78 柳田　緋奈(3) 4,37.28 斉藤　葵実(3) 4,38.85 下村　悠莉(3) 4,48.19 田中　萌愛(2) 4,52.50 橋詰　彩希(2) 4,56.10
1000m 傍陽小 丸子中央小 腰越ＪＳＣ 田中小 丸子中央小 丸子中央小 西内小 川西小

06/06 小学4･5･6年 牧内　愛華(6) 3,25.26 斉藤　芽衣(6) 3,25.57 内堀　果南(6) 3,42.00 牧内　大華(4) 3,47.88 舩山　葵音(5) 3,52.03 鈴木　菜生(5) 4,00.93 橋詰　史歩(4) 4,14.42 関　　愛奈(6) 4,25.51
1000m 腰越ＪＳＣ 腰越ＪＳＣ 腰越ＪＳＣ 腰越ＪＳＣ 真田クラブ 真田クラブ 真田クラブ 神科小


