
フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第２０回上田市民陸上カーニバル                                                  ｺｰﾄﾞ  [14200706]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203080]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
中学女子 06/08  1 小林 奏(3) 中学生    4.17  2 春原 朱里(3) 中学生    4.15  3 清水　思(2) 中学校    4.05  4 田中　舞(3) 中学校    4.00

丸子北中    -0.6 丸子北中    -1.0 さなだＳＣ    -0.7 さなだＳＣ    -0.4
 5 永井 真依子(3) 中学生    3.98  6 岡嶋　美空(1) 中学校    3.77  7 古田 真央(1) 中学生    3.76  8 芳賀 美保(3) 中学生    3.72

上田第四中    -0.2 さなだSC    -1.0 東御東部中    -2.1 上田第五中    -0.8
 9 金屋 千奈帆(3) 中学生    3.70 10 渡邉 麗奈(3) 中学生    3.57 11 金子 未羽(3) 中学生    3.57 12 鈴木 結衣(3) 中学生    3.52

上田第五中    -1.3 上田第五中    -0.4 丸子北中    -1.2 上田第五中    -1.7
13 六川 光彩(3) 中学生    3.45 14 塩崎 唯衣(1) 中学生    3.43 15 渋沢 彩乃(1) 中学生    3.39 16 大久保 美鈴(2) 中学生    3.35

上田第五中    -0.6 東御東部中    +0.8 上田第五中    -0.6 上田第五中    -0.8
17 小林 明日架(1) 中学生    3.31 18 飯島 晴菜(2) 中学生    3.20 19 藤城 彩花(1) 中学生    3.19 20 高見沢 菜央(3) 中学生    3.13

東御東部中    -0.7 上田第四中    -1.2 上田第五中    -0.7 上田第五中    -0.2
21 河田 璃音(1) 中学生    3.12 22 柳澤 華恋(1) 中学生    2.96 23 増澤 美南海(1) 中学生    2.66 溝口 智子(2) 中学生 欠場    

上田第五中    -0.2 上田第五中    -0.9 上田第五中    -0.8 丸子北中
中学女子 06/08  1 林 桜子(2) 中学生    7.60  2 塚原 芽衣(2) 中学生    7.59  3 荻原 明日香(3) 中学生    7.24  4 上原 彩香(2) 中学生    6.99

上田第五中 上田第五中 東御東部中 上田第四中
 5 酒井 美咲(1) 中学生    6.89  6 山嵜 美穂(2) 中学生    5.64 高木 更紗(1) 中学生 欠場    土屋 花梨(3) 中学生 欠場    

東御東部中 上田第五中 上田第五中 丸子北中
小学女子 06/08  1 田頭　咲希(5) 小学校    3.45  2 清水　愛(6) 小学校    3.41  3 宮下　智愛(6) 小学校    3.33  4 木村　萌里(6) 小学校    3.10

清明小    +1.1 さなだSC    +1.1 南小    +1.9 塩田西小    +1.3
 5 高木　優奈(6) 小学校    3.09  6 中村　夏音(6) 小学校    3.07  7 原　颯希(5) 小学校    2.99  8 西澤　早紀(5) 小学校    2.93

川辺小    +0.6 川辺小    +1.6 清明小    +0.9 清明小    +0.4
 9 飯島　聖羅(6) 小学校    2.72  9 篠原　美紗(6) 小学校    2.72 11 関川　珠音(5) 小学校    2.72 12 田口　雅(4) 小学校    2.71

清明小    +1.3 川辺小    +1.0 傍陽小    +1.0 滋野小    +1.8
13 宮下　唯(6) 小学校    2.67 14 高野　彩音(5) 小学校    2.62 15 中澤　佳乃(5) 小学校    2.58 16 馬場　風花(4) 小学校    2.51

南小    +1.3 清明小    +1.7 清明小    +2.0 滋野小    +1.9
17 篠原　歌乃(5) 小学校    2.41 18 関　明星(4) 小学校    2.39 19 割田　日菜乃(6)小学校    2.38 20 前島　遥(5) 小学校    2.35

川辺小    +1.9 滋野小    +1.1 川辺小    +2.1 南小    +1.3
21 村田　華音(4) 小学校    2.34 22 宮下　彩花(4) 小学校    2.25 23 清水　花音(5) 小学校    2.24 24 髙橋　帆海(5) 小学校    2.14

神科小    +2.5 南小    +1.3 南小    +2.2 南小    +1.7
中川　朝稀(5) 小学校 記録なし 渋谷　暖(5) 小学校 欠場    清水　風(5) 小学校 欠場    渋谷　歩(6) 小学校 欠場    

清明小 東御市陸上教室 さなだSC 東御市陸上教室
三浦　菜緒(6) 小学校 欠場    遠藤　羽蘭(6) 小学校 欠場    

西小 塩田西小
小学女子 06/08  1 唐澤　愛実(6) 小学校   34.69  2 山崎　凜(5) 小学校   33.23  3 春原　百々羽(6)小学校   28.54  4 須崎　菜緒(5) 小学校   27.22

真田マラソン教 清明小 塩尻小 南小
 5 黒岩　凜(6) 小学校   26.49  6 竹内　捺姫(5) 小学校   26.13  7 池内　志保(5) 小学校   25.90  8 藤沢　あか里(6)小学校   25.75

塩尻小 武石小 武石小 塩尻小
 9 児玉　妃星(5) 小学校   25.38 10 金井　京花(6) 小学校   24.78 11 掛川 実澪(6) 小学生   22.88 12 中沢　海羽(5) 小学校   22.80

武石小 塩尻小 田中小 清明小
13 岡嶋　咲愛(4) 小学校   22.62 14 小笠原　陽子(5)小学校   22.11 15 常田　真理乃(4)小学校   21.71 16 宮下 紗采(6) 小学生   21.48

傍陽小 神科小 和小 田中小
17 小池　日菜(4) 小学校   20.48 18 田中　咲(5) 小学校   19.51 19 黒岩　里音(4) 小学校   19.46 20 小林　綺紗奈(5)小学校   18.93

武石小 城下小 塩尻小 清明小
21 片山　透瑚(5) 小学校   18.29 22 井上　仁萌(4) 小学校   14.30 23 細田　音衣(5) 小学校   13.89

北小 滋野小 南小
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