
第２０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  菅平高原スポーツランド陸上競技場

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
06/08 中学女子 白石 舞(3) 13.52 新保 菜那子(3) 13.61 小林 奏(3) 13.73 荻原 明日香(3) 13.83 清水　思(2) 13.91 柳橋 みなみ(2) 14.08 山際 李奈(3) 14.14 土屋 朋未(2) 14.17

100m 中学生･上田第四中 中学生･東御東部中 中学生･丸子北中 中学生･東御東部中 中学校･さなだＳＣ 中学生･東御東部中 中学生･上田第四中 中学生･東御東部中
06/08 久保田 絢乃(1) 4,58.60 高木 更紗(1) 5,08.53 諸山　理湖(1) 5,21.09 内田 梨湖(3) 5,26.68 日比まひろ(2) 5,36.15 内堀 実咲(1) 5,40.63 小林 未央(1) 6,16.08 大久保 美鈴(2) 6,18.90

1500m 中学生･丸子北中 中学生･上田第五中 中学校･腰越JSC 中学生･上田第四中 中学生･上田第四中 中学生･丸子北中 中学生･丸子北中 中学生･上田第五中
06/08 小林 奏(3) 4.17(-0.6) 春原 朱里(3) 4.15(-1.0) 清水　思(2) 4.05(-0.7) 田中　舞(3) 4.00(-0.4) 永井 真依子(3)3.98(-0.2) 岡嶋　美空(1) 3.77(-1.0) 古田 真央(1) 3.76(-2.1) 芳賀 美保(3) 3.72(-0.8)

走幅跳 中学生･丸子北中 中学生･丸子北中 中学校･さなだＳＣ 中学校･さなだＳＣ 中学生･上田第四中 中学校･さなだSC 中学生･東御東部中 中学生･上田第五中
06/08 林 桜子(2) 7.60 塚原 芽衣(2) 7.59 荻原 明日香(3) 7.24 上原 彩香(2) 6.99 酒井 美咲(1) 6.89 山嵜 美穂(2) 5.64

砲丸投(2.721kg) 中学生･上田第五中 中学生･上田第五中 中学生･東御東部中 中学生･上田第四中 中学生･東御東部中 中学生･上田第五中
06/08 東御東部中(B)      53.64 上田第四中(A)      53.98 東御東部中(A)      55.48 上田第五中(B)      58.20 上田第四中(B)      58.24 上田第五中(A)      59.05

4x100mR 荻原 花奈(3) 永井 真依子(3) 堤 ルリ(1) 林 桜子(2) 宮下 結菜(2) 高見沢 菜央(3)
荻原 明日香(3) 白石 舞(3) 土屋 朋未(2) 塚原 芽衣(2) 伊東 海菜美(2) 金屋 千奈帆(3)
新保 菜那子(3) 宮越 菜緒(2) 熊谷 萌(2) 渋沢 彩乃(1) 飯島 晴菜(2) 鈴木 結衣(3)
柳橋 みなみ(2) 山際 李奈(3) 古田 真央(1) 河田 璃音(1) 児玉 菜緒(1) 六川 光彩(3)

06/08 小学女子 田頭　咲希(5) 3.45(+1.1) 清水　愛(6) 3.41(+1.1) 宮下　智愛(6) 3.33(+1.9) 木村　萌里(6) 3.10(+1.3) 高木　優奈(6) 3.09(+0.6) 中村　夏音(6) 3.07(+1.6) 原　颯希(5) 2.99(+0.9) 西澤　早紀(5) 2.93(+0.4)
走幅跳 小学校･清明小 小学校･さなだSC 小学校･南小 小学校･塩田西小 小学校･川辺小 小学校･川辺小 小学校･清明小 小学校･清明小

06/08 唐澤　愛実(6) 34.69 山崎　凜(5) 33.23 春原　百々羽(6) 28.54 須崎　菜緒(5) 27.22 黒岩　凜(6) 26.49 竹内　捺姫(5) 26.13 池内　志保(5) 25.90 藤沢　あか里(6) 25.75
ボール投 小学校･真田マラソン教 小学校･清明小 小学校･塩尻小 小学校･南小 小学校･塩尻小 小学校･武石小 小学校･武石小 小学校･塩尻小

06/08 小学1年女子 磯崎　彩依(1) 10.03 金田　馨花(1) 10.22 宮澤　結(1) 10.26 藤澤　舞雛(1) 10.45 田頭　和花(1) 10.50 橋詰　彩希(1) 10.65 橋本　美羽(1) 10.70 髙橋　彩花(1) 11.00
50m 小学校･菅平小 小学校･本原小 小学校･中塩田小 小学校･中塩田小 小学校･清明小 小学校･川西小 小学校･依田窪南部ＪＢ 小学校･北小

06/08 小学2年女子 中澤　真乃(2) 9.39 原　美裕(2) 9.57 石塚　歩莉(2) 9.74 小山　雛那(2) 9.81 桜井　実咲(2) 9.87 山崎　莉奈(2) 10.04 飯島　瑠奈(2) 10.13 石原　生芙希(2) 10.33
50m 小学校･清明小 小学校･清明小 小学校･真田マラソン教 小学校･傍陽小 小学校･丸子中央小 小学校･清明小 小学校･清明小 小学校･真田マラソン教

06/08 小学3年女子 三浦　彩稀(3) 8.72 桑田　葵衣(3) 8.89 金田　麗花(3) 9.01 橋詰　史歩(3) 9.11 西澤　美優(3) 9.32 井出　カンナ(3) 小学校･清明小 9.39
50m 小学校･西小 小学校･長小 小学校･本原小 小学校･川西小 小学校･北小 清水　菜帆(3) 小学校･北小

滝澤　寧々(3) 小学校･清明小
06/08 小学4年女子 岡嶋　咲愛(4) 16.97 上原 早葵(4) 17.15 高橋　璃奈(4) 17.29 沓掛　舞(4) 17.30 常田　真理乃(4) 17.51 鳴澤　理恵(4) 17.53 馬場　風花(4) 17.69 宮下　彩花(4) 17.71

100m 小学校･傍陽小 小学生･田中小 小学校･南小 小学校･塩尻小 小学校･和小 小学校･傍陽小 小学校･滋野小 小学校･南小
06/08 小学5年女子 ツツミ ヒトミ(5) 15.58 田中　咲(5) 15.72 細田　音衣(5) 15.74 髙尾　玲良(5) 16.05 田頭　咲希(5) 16.10 原　颯希(5) 16.13 中澤　樹里(5) 16.18 佐藤　梨音葉(5) 16.30

100m 小学生･田中小 小学校･城下小 小学校･南小 小学校･神川小 小学校･清明小 小学校･清明小 小学校･北小 小学校･北小
06/08 清明小(A)     1,04.03 北小     1,04.52 南小     1,10.28 武石小     1,10.49 清明小(B)     1,12.94

4×100m 田頭　咲希(5) 片山　透瑚(5) 須崎　菜緒(5) 竹内　捺姫(5) 北川　のん(5)
中沢　海羽(5) 佐藤　梨音葉(5) 清水　花音(5) 橋本　朱羽(5) 中川　朝稀(5)
山崎　凜(5) 村田　琴音(5) 前島　遥(5) 児玉　妃星(5) 中澤　佳乃(5)
西澤　早紀(5) 中澤　樹里(5) 髙橋　帆海(5) 中澤　里咲(5) 高野　彩音(5)

06/08 小学6年女子 小林　愛美(6) 15.05 三浦　菜緒(6) 15.40 髙野　愛美(6) 15.42 宮本　奎奈(6) 15.43 荒井　愛美莉(6) 15.46 関　珠璃有(6) 15.54 渡辺 沙縞(6) 小学生･田中小 15.63
100m 小学校･西小 小学校･西小 小学校･傍陽小 小学校･清明小 小学校･清明小 小学校･清明小 宮下　智愛(6) 小学校･南小

06/08 西小     1,01.15 清明小     1,01.67 川辺小     1,03.08 田中小     1,03.27 塩尻小     1,03.71 神科小     1,03.73 武石小     1,06.17 傍陽小     1,06.26
4×100m 成澤　未来(6) 宮本　奎奈(6) 割田　日菜乃(6) 渡辺 沙縞(6) 黒岩　凜(6) 藤澤　鈴香(6) 下村　輝(6) 鳴澤　彩恵(6)

小林　愛美(6) 飯島　聖羅(6) 高木　優奈(6) 掛川 実澪(6) 藤沢　あか里(6) 城田　美衣奈(6) 西　郁花(6) 関　真理恵(6)
清水　玲那(6) 関　珠璃有(6) 篠原　美紗(6) 中島 陽菜(6) 春原　百々羽(6) 杉山　佳乃(6) 曲尾　桜(6) 青木　宥隹(6)
三浦　菜緒(6) 荒井　愛美莉(6) 宮本　蘭々(6) 宮下 紗采(6) 金井　京花(6) 西川　亜海(6) 杉浦　あき(6) 髙野　愛美(6)

06/08 小学1･2･3年 牧内　大華(3) 3,47.83 三浦　真侑(3) 4,23.96 堀内　麻央(2) 4,30.59 斉藤　舞唯(2) 4,33.57 髙橋　愛恵(3) 4,36.59 山下　里歩(2) 4,37.68 田中　夢苺(3) 4,37.99 柳田 緋奈(2) 4,38.25
1000m 小学校･腰越JSC 小学校･滋野小 小学校･傍陽小 小学校･腰越JSC 小学校･北小 小学校･さなだSC 小学校･西内小 小学生･田中小

06/08 小学4･5･6年 宮本　蘭々(6) 3,28.21 牧内　愛華(5) 3,32.34 内堀　果南(5) 3,32.35 諸山　知奈津(5) 3,33.29 臼井　羽耶(6) 3,34.55 下村　真由(5) 3,44.65 久保田　詩乃(5) 3,47.65 小林　愛美(6) 3,52.82
1000m 小学校･腰越JSC 小学校･腰越JSC 小学校･腰越JSC 小学校･腰越JSC 小学校･真田クラブ 小学校･腰越JSC 小学校･腰越JSC 小学校･腰越JSC

06/08 オープン中学 軽井沢A&AC       52.60
4x100mR 矢澤 瑠佳(3)

高橋 うらら(3)
関原 ひなた(3)
土屋 みやび(2)


