
第19回上田市民陸上カーニバル                                                    
　主催：上田市                                                                  
　平成25年6月9日                                                                

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】203080  菅平高原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
06/09 女子 赤羽 愛葵(3) 4.68(+2.0) 小林 奏(2) 4.21(+1.8) 春原 朱里(2) 4.08(+2.7) 永井 真依子(2)4.06(+2.7) 清水 思(1) 4.02(+2.5) 宮下 彩奈(3) 3.96(+3.0) 清水 亜美(3) 3.81(+1.8) 成澤 優(3) 3.79(+2.1)

走幅跳 中学生･丸子北中 中学生･丸子北中 中学生･丸子北中 中学生･上田四中 中学生･真田中 中学生･丸子北中 中学生･丸子北中 中学生･丸子北中
06/09 中学女子 宮下 彩奈(3) 13.94 小林 奏(2) 14.30 白石 舞(2) 中学生･上田四中 14.35 春原 朱里(2) 14.86 山際 李奈(2) 14.92 赤羽 愛葵(3) 14.95 土屋 花梨(2) 15.35

100m 中学生･丸子北中 中学生･丸子北中 清水 思(1) 中学生･真田中 中学生･丸子北中 中学生･上田四中 中学生･丸子北中 中学生･丸子北中
06/09 田中 ジェシカ(2) 4,54.45 小林 菜々夏(2) 5,17.22 内田 梨湖(2) 5,21.32 成澤 優(3) 5,41.70 芳賀 美保(2) 5,53.75 清水 亜美(1) 6,02.75 清水 亜美(3) 6,05.15 六川 光彩(2) 6,05.62

1500m 中学生･腰越JSC 中学生･丸子中 中学生･上田四中 中学生･丸子北中 中学生･上田五中 中学生･腰越JSC 中学生･丸子北中 中学生･上田五中
06/09 土屋 花梨(2) 9.36 堀内 瑞季(3) 9.32 金子 未羽(2) 5.95

砲丸投 中学生･丸子北中 中学生･丸子北中 中学生･丸子北中
06/09 丸子北中(A)       54.21 上田四中       55.81 丸子北中(B)       57.89 上田五中(A)     1,00.42 上田五中(B)     1,03.28

4x100mR 赤羽 愛葵(3) 永井 真依子(2) 清水 亜美(3) 金屋 千奈帆(2) 山嵜 美穂(1)
宮下 彩奈(3) 白石 舞(2) 成澤 優(3) 渡邉 麗菜(2) 林 桜子(1)
春原 朱里(2) 山際 李奈(2) 溝口 智子(1) 芳賀 美保(2) 大久保 美鈴(1)
小林 奏(2) 工藤 梨菜(3) 土屋 花梨(2) 六川 光彩(2) 塚原 芽衣(1)

06/09 小学女子 石和 冴香(6) 3.65(+2.9) 中村 泉咲(6) 3.51(+2.0) 宮下 智愛(5) 3.50(+0.4) 岡嶋 美空(6) 3.40(+1.9) 関 涼花(6) 3.39(+1.9) 増田 有(6) 3.35(+2.4) 高木 優奈(5) 3.30(+1.0) 三浦 菜緒(5) 3.22(+2.9)
走幅跳 小学生･田中小 小学生･清明小 小学生･南小 小学生･傍陽小 小学生･傍陽小 小学生･中塩田小 小学生･川辺小 小学生･西小

06/09 武重 萌乃(6) 55.12 小山 智愛(6) 37.56 依田 恵(6) 37.04 春原 百々羽(5) 27.92 橋本 朱羽(4) 27.80 竹内 捺姫(4) 27.35 黒岩 凜(5) 26.01 藤沢 あか里(5) 25.81
ボール投 小学生･依田窪JBC 小学生･田中小 小学生･中塩田小 小学生･塩尻小 小学生･武石小 小学生･武石小 小学生･塩尻小 小学生･塩尻小

06/09 小学1年女子 堀内 麻央(1) 10.20 桜井 実咲(1) 10.42 竹内 亜子(1) 10.45 関 夏來(1) 10.61 原 美裕(1) 10.79 林 瑠華(1) 10.80 山地 沙耶(1) 11.24 宮澤 果歩(1) 11.37
50m 小学生･傍陽小 小学生･丸子中央小 小学生･上田陸上JSC 小学生･東塩田小 小学生･清明小 小学生･東塩田小 小学生･西小 小学生･清明小

06/09 小学2年女子 三浦 彩稀(2) 9.25 橋詰 史歩(2) 9.42 桑田 葵衣(2) 9.55 山下 菜緒(2) 9.61 金田 麗花(2) 9.80 水出 楓香(2) 9.95 滝澤 寧々(2) 9.96 内山 海衣(2) 9.99
50m 小学生･西小 小学生･川西小 小学生･長小 小学生･塩田西小 小学生･本原小 小学生･清明小 小学生･清明小 小学生･長小

06/09 小学3年女子 岡嶋 咲愛(3) 9.05 小宮山 麗夢(3) 9.09 高橋 璃奈(3) 9.18 上原 早葵(3) 9.25 小林 陽世里(3) 9.32 滝澤 奏菜(3) 9.34 川島 凜亜(3) 9.49 鳴澤 理恵(3) 9.50
50m 小学生･傍陽小 小学生･田中小 小学生･南小 小学生･田中小 小学生･西小 小学生･西小 小学生･城下小 小学生･傍陽小

06/09 小学4年女子 ツツミ ヒトミ(4) 16.38 田中 咲(4) 16.70 原 颯希(4) 16.97 篠原 歌乃(4) 17.05 田頭 咲希(4) 17.12 内堀 果南(4) 17.15 村田 琴音(4) 17.26 金子 楓佳(4) 17.31
100m 小学生･田中小 小学生･城下小 小学生･清明小 小学生･川辺小 小学生･清明小 小学生･丸子北小 小学生･北小 小学生･武石小

06/09 小学5年女子 三浦 菜緒(5) 15.95 山﨑 日和(5) 16.19 荒井 愛美莉(5) 16.21 髙野 愛美(5) 16.56 鳴澤 彩恵(5) 16.71 高木 優奈(5) 16.72 関 珠璃有(5) 16.73 渋谷 歩(5) 16.75
100m 小学生･西小 小学生･中塩田小 小学生･清明小 小学生･傍陽小 小学生･傍陽小 小学生･川辺小 小学生･清明小 小学生･東御市陸上教室

06/09 西小(B)     1,04.47 川辺小(C)     1,04.63 清明小     1,05.22 塩尻小     1,07.00 武石小     1,08.12 塩田西小     1,08.28 傍陽小     1,09.02 西小(A)     1,13.37
4×100m 成澤 未来(5) 割田 日菜乃(5) 関 珠璃有(5) 藤沢 あか里(5) 髙田 ちとせ(5) 大野 葵衣(5) 半田 凜(5) 小口 乃愛(5)

清水 あかり(5) 高木 優奈(5) 宮本 芽衣(5) 黒岩 凜(5) 杉浦 あき(5) 木村 萌里(5) 鳴澤 彩恵(5) 梅戸 里桜(5)
小林 愛美(5) 篠原 美紗(5) 飯島 聖羅(5) 金井 京花(5) 下村 輝(5) 坂口 璃織(5) 青木 宥佳(5) 滝澤 仁菜(5)
三浦 菜緒(5) 宮本 蘭々(5) 荒井 愛美莉(5) 春原 百々羽(5) 西 郁花(5) 遠藤 羽蘭(5) 髙野 愛美(5) 松本 萌(5)

06/09 小学6年女子 斎藤 真愛(6) 14.93 小林 鈴奈(6) 15.11 古田 真央(6) 15.28 片桐 アンジェラ 15.29 髙橋 桃子(6) 15.56 岡嶋 優芽(6) 15.79 堀内 まゆ(6) 15.84 武重 萌乃(6) 15.86
100m 小学生･傍陽小 小学生･清明小 小学生･田中小 小学生･中塩田小 小学生･北小 小学生･傍陽小 小学生･傍陽小 小学生･依田窪JBC

06/09 傍陽小     1,01.17 腰越JSC     1,01.84 田中小     1,02.19 清明小     1,04.75 中塩田小     1,05.00
4×100m 堀内 まゆ(6) 内堀 実咲(6) 石和 冴香(6) 中村 泉咲(6) 田原 沙耶(6)

斎藤 真愛(6) 高木 更紗(6) 武田 七海(6) 中澤 瑠美(6) 増田 有(6)
小林 明日香(6) 諸山 理湖(6) 小林 優菜(6) 小林 彩葉(6) 和田 唯伽(6)
岡嶋 優芽(6) 久保田 絢乃(6) 古田 真央(6) 小林 鈴奈(6) 戸谷 恵理奈(6)

06/09 小学1･2･3年 牧内 大華(2) 4,03.52 船山 葵音(3) 4,18.05 山下 里歩(1) 4,37.59 中村 未夢(3) 4,47.80 金野 理央(3) 4,57.88 田中 夢苺(2) 5,01.34 國友 由菜(2) 5,17.58 諸橋 未慈(1) 5,17.84
1000m 小学生･腰越JSC 小学生･清明小 小学生･本原小 小学生･南小 小学生･川辺小 小学生･西内小 小学生･清明小 小学生･塩田西小

06/09 小学4･5･6年 高木 更紗(6) 3,16.94 久保田 絢乃(6) 3,22.68 宮本 蘭々(5) 3,26.65 諸山 理湖(6) 3,33.80 内堀 実咲(6) 3,42.23 成澤 未来(5) 3,43.44 久保田 詩乃(4) 3,43.95 牧内 愛華(4) 3,52.00
1000m 小学生･腰越JSC 小学生･腰越JSC 小学生･腰越JSC 小学生･腰越JSC 小学生･腰越JSC 小学生･腰越JSC 小学生･腰越JSC 小学生･腰越JSC



トラック種目・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19回上田市民陸上カーニバル                                                    ｺｰﾄﾞ  [2200706 ]

競技場名 菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場 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 06/09  1組 -3.5  1 小林 奏(2) 中学生    14.30  2 白石 舞(2) 中学生    14.35  3 溝口 智子(1) 中学生    15.83  4 塚原 芽衣(1) 中学生    15.84

丸子北中 上田四中 丸子北中 上田五中
 5 金子 未羽(2) 中学生    16.07  6 大久保 美鈴(1) 中学生    16.57  7 林 桜子(1) 中学生    17.25  8 山嵜 美穂(1) 中学生    17.73

丸子北中 上田五中 上田五中 上田五中
 2組 -3.4  1 宮下 彩奈(3) 中学生    13.94  2 清水 思(1) 中学生    14.35  3 春原 朱里(2) 中学生    14.86  4 山際 李奈(2) 中学生    14.92

丸子北中 真田中 丸子北中 上田四中
 5 赤羽 愛葵(3) 中学生    14.95  6 土屋 花梨(2) 中学生    15.35  7 堀内 瑞季(3) 中学生    15.64

丸子北中 丸子北中 丸子北中
中学女子 06/09  1 田中 ジェシカ(2中学生  4,54.45  2 小林 菜々夏(2) 中学生  5,17.22  3 内田 梨湖(2) 中学生  5,21.32  4 成澤 優(3) 中学生  5,41.70

腰越JSC 丸子中 上田四中 丸子北中
 5 芳賀 美保(2) 中学生  5,53.75  6 清水 亜美(1) 中学生  6,02.75  7 清水 亜美(3) 中学生  6,05.15  8 六川 光彩(2) 中学生  6,05.62

上田五中 腰越JSC 丸子北中 上田五中
小林 佑華(2) 中学生 欠場    

上田四中
小学1年女子 06/09  1組 -1.4  1 竹内 亜子(1) 小学生    10.45  2 関 夏來(1) 小学生    10.61  3 原 美裕(1) 小学生    10.79  4 米澤 七愛(1) 小学生    11.51

上田陸上JSC 東塩田小 清明小 武石小
 5 堀内 梨香(1) 小学生    11.84  6 青木 智保(1) 小学生    12.79

傍陽小 傍陽小
 2組 -2.2  1 堀内 麻央(1) 小学生    10.20  2 桜井 実咲(1) 小学生    10.42  3 林 瑠華(1) 小学生    10.80  4 山地 沙耶(1) 小学生    11.24

傍陽小 丸子中央小 東塩田小 西小
 5 宮澤 果歩(1) 小学生    11.37  6 飯島 瑠奈(1) 小学生    11.52

清明小 清明小
小学2年女子 06/09  1組 -1.9  1 三浦 彩稀(2) 小学生     9.25  2 橋詰 史歩(2) 小学生     9.42  3 山下 菜緒(2) 小学生     9.61  4 金田 麗花(2) 小学生     9.80

西小 川西小 塩田西小 本原小
 5 水出 楓香(2) 小学生     9.95  6 山﨑 瑠花(2) 小学生    11.03  7 桑田 彩芭(2) 小学生    12.05

清明小 清明小 長小
 2組 -3.3  1 桑田 葵衣(2) 小学生     9.55  2 細野 らら香(2) 小学生    10.04  3 山田 莉花(2) 小学生    10.49  4 文屋 和佳奈(2) 小学生    10.52

長小 清明小 川西小 本原小
 5 倉島 佳世(2) 小学生    10.70  6 高野 玲渚(2) 小学生    11.06  7 撹上 晴菜(2) 小学生    11.39

西小 清明小 東塩田小
 3組 -2.4  1 滝澤 寧々(2) 小学生     9.96  2 内山 海衣(2) 小学生     9.99  3 森内 梨心(2) 小学生    10.08  4 関 綺乃(2) 小学生    10.42

清明小 長小 東塩田小 本原小
 5 竹田 未来紀(2) 小学生    10.75  6 髙橋 愛恵(2) 小学生    10.99

清明小 北小
小学3年女子 06/09  1組 -2.9  1 高橋 璃奈(3) 小学生     9.18  2 滝澤 奏菜(3) 小学生     9.34  3 黒岩 里音(3) 小学生     9.52  4 細田 怜奈(3) 小学生     9.65

南小 西小 塩尻小 田中小
 5 関 彩花(3) 小学生     9.75  6 市村 遥菜(3) 小学生     9.82  7 手塚 美優(3) 小学生    10.45

傍陽小 西小 傍陽小
 2組 -2.2  1 岡嶋 咲愛(3) 小学生     9.05  2 上原 早葵(3) 小学生     9.25  3 小林 陽世里(3) 小学生     9.32  4 川島 凜亜(3) 小学生     9.49

傍陽小 田中小 西小 城下小
 5 坂口 愛美(3) 小学生     9.75  6 内海 沙樹(3) 小学生     9.94

塩田西小 傍陽小
 3組 -3.8  1 吉村 玲菜(3) 小学生     9.69  2 小口 凜音(3) 小学生     9.76  3 山﨑 千佐都(3) 小学生    10.40  4 井沢 心和(3) 小学生    10.51

城下小 西小 塩尻小 傍陽小
 5 黒木 樺乃(3) 小学生    10.52  6 木藤 美晏(3) 小学生    10.85

清明小 川西小
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トラック種目・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19回上田市民陸上カーニバル                                                    ｺｰﾄﾞ  [2200706 ]

競技場名 菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場 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
順
位

順
位

順
位

順
位

 4組 -3.7  1 小宮山 麗夢(3) 小学生     9.09  2 鳴澤 理恵(3) 小学生     9.50  3 宮下 彩花(3) 小学生     9.83  4 田中 季菜(3) 小学生     9.99
田中小 傍陽小 南小 長小

 5 加藤 ゆら(3) 小学生    10.25  6 工藤 菜優(3) 小学生    10.92
西小 城下小

小学4年女子 06/09  1組 -3.5  1 細田 音衣(4) 小学生    17.68  2 橋爪 ここ菜(4) 小学生    18.20  3 佐藤 梨音葉(4) 小学生    18.60  4 両角 春奈(4) 小学生    19.05
南小 清明小 北小 武石小

 5 小市 愛華(4) 小学生    19.07  6 高野 彩音(4) 小学生    19.58  7 竹内 捺姫(4) 小学生    19.88  8 天谷 真奈(4) 小学生    20.03
本原小 清明小 武石小 城下小

 2組 -2.5  1 内堀 果南(4) 小学生    17.15  2 生駒 知代(4) 小学生    17.39  3 遠藤 心愛(4) 小学生    17.55  4 中沢 海羽(4) 小学生    18.53
丸子北小 神川小 東御市陸上教室 清明小

 5 高橋 帆海(4) 小学生    18.63  6 橋本 朱羽(4) 小学生    19.85  7 中川 朝稀(4) 小学生    20.40  8 上原 加夏子(4) 小学生    20.82
南小 武石小 清明小 塩田西小

 3組 -2.9  1 田中 咲(4) 小学生    16.70  2 田頭 咲希(4) 小学生    17.12  3 中澤 里咲(4) 小学生    17.87  4 斎藤 皐(4) 小学生    18.26
城下小 清明小 武石小 塩田西小

 5 赤池 まゆ(4) 小学生    18.66  6 窪田 日和(4) 小学生    19.15  7 師田 彩羽(4) 小学生    19.19
清明小 菅平小 北小

 4組 -3.6  1 西澤 早紀(4) 小学生    17.43  2 山田 萌花(4) 小学生    17.95  3 清水 風(4) 小学生    18.14  4 本間 虹海(4) 小学生    18.18
清明小 川西小 長小 東塩田小

 5 片山 透瑚(4) 小学生    18.42  6 児玉 妃星(4) 小学生    18.58  7 山﨑 凜(4) 小学生    18.69
北小 武石小 清明小

 5組 -1.7  1 ツツミ ヒトミ(4小学生    16.38  2 原 颯希(4) 小学生    16.97  3 篠原 歌乃(4) 小学生    17.05  4 村田 琴音(4) 小学生    17.26
田中小 清明小 川辺小 北小

 5 金子 楓佳(4) 小学生    17.31  6 中澤 佳乃(4) 小学生    19.40  7 黒沢 美咲(4) 小学生    20.85
武石小 清明小 南小

小学5年女子 06/09  1組 -2.9  1 髙野 愛美(5) 小学生    16.56  2 渋谷 歩(5) 小学生    16.75  3 飯島 聖羅(5) 小学生    16.88  4 割田 日菜乃(5) 小学生    17.26
傍陽小 東御市陸上教室 清明小 川辺小

 5 杉浦 あき(5) 小学生    17.45  6 坂口 璃織(5) 小学生    17.63  7 清水 あかり(5) 小学生    17.84  8 滝澤 仁菜(5) 小学生    18.74
武石小 塩田西小 西小 西小

 2組 -2.8  1 荒井 愛美莉(5) 小学生    16.21  2 高木 優奈(5) 小学生    16.72  3 金井 京花(5) 小学生    16.81  4 半田 凜(5) 小学生    16.95
清明小 川辺小 塩尻小 傍陽小

 5 宮下 唯(5) 小学生    17.60  6 遠藤 羽蘭(5) 小学生    17.74  7 古市 菜摘美(5) 小学生    17.75  8 梅戸 里桜(5) 小学生    21.00
南小 塩田西小 川西小 西小

 3組 -3.4  1 山﨑 日和(5) 小学生    16.19  2 関 珠璃有(5) 小学生    16.73  3 松本 萌(5) 小学生    16.96  4 掛川 実澪(5) 小学生    17.08
中塩田小 清明小 西小 田中小

 5 木村 萌里(5) 小学生    17.58  6 下村 輝(5) 小学生    17.64  7 藤沢 あか里(5) 小学生    17.85  8 中村 夏音(5) 小学生    18.29
塩田西小 武石小 塩尻小 川辺小

 4組 -3.8  1 三浦 菜緒(5) 小学生    15.95  2 鳴澤 彩恵(5) 小学生    16.71  3 小林 愛美(5) 小学生    16.77  4 宮下 智愛(5) 小学生    17.12
西小 傍陽小 西小 南小

 5 篠原 美紗(5) 小学生    17.50  6 長谷川 早紀(5) 小学生    17.68  7 黒岩 凜(5) 小学生    17.84  8 髙田 ちとせ(5) 小学生    19.70
川辺小 東御市陸上教室 塩尻小 武石小

 5組 -1.9  1 春原 百々羽(5) 小学生    16.84  2 西 郁花(5) 小学生    16.96  3 宮下 紗采(5) 小学生    17.05  4 大野 葵衣(5) 小学生    17.23
塩尻小 武石小 田中小 塩田西小

 5 宮本 芽衣(5) 小学生    17.33  6 小口 乃愛(5) 小学生    18.33  7 荒井 静音(5) 小学生    20.47
清明小 西小 中塩田小

小学6年女子 06/09  1組 -2.6  1 片桐 アンジェラ 小学生    15.29  2 髙橋 桃子(6) 小学生    15.56  3 堀内 まゆ(6) 小学生    15.84  4 石和 冴香(6) 小学生    16.05
中塩田小 北小 傍陽小 田中小

 5 小林 優菜(6) 小学生    16.55  6 上野 美結(6) 小学生    16.59  7 田原 沙耶(6) 小学生    17.38  8 中澤 瑠美(6) 小学生    19.24
田中小 川辺小 中塩田小 清明小
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トラック種目・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19回上田市民陸上カーニバル                                                    ｺｰﾄﾞ  [2200706 ]

競技場名 菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場 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
順
位

順
位

順
位

順
位

 2組 -2.7  1 斎藤 真愛(6) 小学生    14.93  2 武重 萌乃(6) 小学生    15.86  3 増田 有(6) 小学生    16.02  4 豊岡 穂乃佳(6) 小学生    16.50
傍陽小 依田窪JBC 中塩田小 武石小

 5 小林 若菜(6) 小学生    16.64  6 武田 七海(6) 小学生    16.65  7 小林 明日香(6) 小学生    16.73  8 小林 彩葉(6) 小学生    16.85
東塩田小 田中小 傍陽小 清明小

 3組 -3.6  1 小林 鈴奈(6) 小学生    15.11  2 古田 真央(6) 小学生    15.28  3 岡嶋 優芽(6) 小学生    15.79  4 小林 明日架(6) 小学生    16.04
清明小 田中小 傍陽小 東御市陸上教室

 5 米澤 萌愛(6) 小学生    16.28  6 戸谷 恵理奈(6) 小学生    16.73  7 和田 唯伽(6) 小学生    17.08
武石小 中塩田小 中塩田小

小学1･2･3年女 06/09  1 牧内 大華(2) 小学生  4,03.52  2 船山 葵音(3) 小学生  4,18.05  3 山下 里歩(1) 小学生  4,37.59  4 中村 未夢(3) 小学生  4,47.80
腰越JSC 清明小 本原小 南小

 5 金野 理央(3) 小学生  4,57.88  6 田中 夢苺(2) 小学生  5,01.34  7 國友 由菜(2) 小学生  5,17.58  8 諸橋 未慈(1) 小学生  5,17.84
川辺小 西内小 清明小 塩田西小

 9 帯刀 詩(1) 小学生  5,19.32 10 森 琴莉(2) 小学生  5,48.44
南小 菅平小

小学4･5･6年女 06/09  1 高木 更紗(6) 小学生  3,16.94  2 久保田 絢乃(6) 小学生  3,22.68  3 宮本 蘭々(5) 小学生  3,26.65  4 諸山 理湖(6) 小学生  3,33.80
腰越JSC 腰越JSC 腰越JSC 腰越JSC

 5 内堀 実咲(6) 小学生  3,42.23  6 成澤 未来(5) 小学生  3,43.44  7 久保田 詩乃(4) 小学生  3,43.95  8 牧内 愛華(4) 小学生  3,52.00
腰越JSC 腰越JSC 腰越JSC 腰越JSC

 9 臼井 羽耶(5) 小学生  3,53.58 10 諸山 知奈津(4) 小学生  3,55.00 11 下村 真由(4) 小学生  3,58.34 12 森 有彩(4) 小学生  4,14.30
南小 腰越JSC 腰越JSC 菅平小

13 宮島 怜子(5) 小学生  4,23.00 14 清水 優芽(4) 小学生  4,31.00 15 西川 莉央(6) 小学生  4,39.32 16 西村 彩音(4) 小学生  4,41.70
城下小 丸子中央小 東塩田小 東小

17 関川 珠音(4) 小学生  4,48.50 18 青木 宥佳(5) 小学生  4,57.64 19 斎藤 希望(5) 小学生  5,03.56
傍陽小 傍陽小 塩田西小
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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19回上田市民陸上カーニバル                                                    ｺｰﾄﾞ  [2200706 ]

競技場名 菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場 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
女子 06/09  1 赤羽 愛葵(3) 中学生    4.68  2 小林 奏(2) 中学生    4.21  3 春原 朱里(2) 中学生    4.08  4 永井 真依子(2) 中学生    4.06

丸子北中    +2.0 丸子北中    +1.8 丸子北中    +2.7 上田四中    +2.7
 5 清水 思(1) 中学生    4.02  6 宮下 彩奈(3) 中学生    3.96  7 清水 亜美(3) 中学生    3.81  8 成澤 優(3) 中学生    3.79

真田中    +2.5 丸子北中    +3.0 丸子北中    +1.8 丸子北中    +2.1
 9 溝口 智子(1) 中学生    3.79 10 工藤 梨菜(3) 中学生    3.70 11 金屋 千奈帆(2) 中学生    3.46 12 渡邉 麗菜(2) 中学生    3.40

丸子北中    +2.0 上田四中    +2.8 上田五中    +3.1 上田五中    +1.1
13 山嵜 美穂(1) 中学生    3.22 14 大久保 美鈴(1) 中学生    2.92 鈴木 結衣(2) 中学生 欠場    

上田五中    +2.7 上田五中    +3.0 上田五中
中学女子 06/09  1 土屋 花梨(2) 中学生    9.36  2 堀内 瑞季(3) 中学生    9.32  3 金子 未羽(2) 中学生    5.95

丸子北中 丸子北中 丸子北中
小学女子 06/09  1 石和 冴香(6) 小学生    3.65  2 中村 泉咲(6) 小学生    3.51  3 宮下 智愛(5) 小学生    3.50  4 岡嶋 美空(6) 小学生    3.40

田中小    +2.9 清明小    +2.0 南小    +0.4 傍陽小    +1.9
 5 関 涼花(6) 小学生    3.39  6 増田 有(6) 小学生    3.35  7 高木 優奈(5) 小学生    3.30  8 三浦 菜緒(5) 小学生    3.22

傍陽小    +1.9 中塩田小    +2.4 川辺小    +1.0 西小    +2.9
 9 武田 七海(6) 小学生    3.19 10 清水 風(4) 小学生    3.17 11 西澤 早紀(4) 小学生    3.16 12 戸谷 恵理奈(6) 小学生    3.06

田中小    +0.8 長小    +2.9 清明小    +1.4 中塩田小    +2.3
13 原 颯希(4) 小学生    3.01 14 中村 夏音(5) 小学生    3.00 15 割田 日菜乃(5) 小学生    2.96 16 木村 萌里(5) 小学生    2.88

清明小    +0.6 川辺小    +2.4 川辺小    +1.0 塩田西小    +0.8
17 田頭 咲希(4) 小学生    2.76 18 関川 珠音(4) 小学生    2.72 19 篠原 歌乃(4) 小学生    2.69 20 篠原 美紗(5) 小学生    2.66

清明小    +0.8 傍陽小    +1.9 川辺小    +0.1 川辺小    +1.6
21 山﨑 日和(5) 小学生    2.57 22 金子 楓佳(4) 小学生    2.53 23 杉浦 あき(5) 小学生    2.52 24 細田 音衣(4) 小学生    2.51

中塩田小    +1.1 武石小    +0.5 武石小    +1.3 南小    +1.2
25 田原 沙耶(6) 小学生    2.49 26 西村 彩音(4) 小学生    2.44 27 和田 唯伽(6) 小学生    2.39 28 赤池 まゆ(4) 小学生    2.32

中塩田小    +1.6 東小    +2.7 中塩田小    +1.6 清明小    +0.9
29 高橋 帆海(4) 小学生    2.27 30 斎藤 皐(4) 小学生    2.12 黒沢 美咲(4) 小学生 記録なし

南小    +1.5 塩田西小    +1.6 南小
小学女子 06/09  1 武重 萌乃(6) 小学生   55.12  2 小山 智愛(6) 小学生   37.56  3 依田 恵(6) 小学生   37.04  4 春原 百々羽(5) 小学生   27.92

依田窪JBC 田中小 中塩田小 塩尻小
 5 橋本 朱羽(4) 小学生   27.80  6 竹内 捺姫(4) 小学生   27.35  7 黒岩 凜(5) 小学生   26.01  8 藤沢 あか里(5) 小学生   25.81

武石小 武石小 塩尻小 塩尻小
 9 中澤 瑠美(6) 小学生   25.60 10 金井 京花(5) 小学生   25.08 11 児玉 妃星(4) 小学生   24.07 12 須崎 菜緒(4) 小学生   21.78

清明小 塩尻小 武石小 南小
13 宮下 唯(5) 小学生   21.34 14 両角 春奈(4) 小学生   20.45 15 河野 真由子(5) 小学生   19.03 16 天谷 真奈(4) 小学生   18.88

南小 武石小 清明小 城下小
17 本間 虹海(4) 小学生   14.49 18 森 有彩(4) 小学生   13.27 19 古市 菜摘美(5) 小学生   12.80 生駒 知代(4) 小学生 欠場    

東塩田小 菅平小 川西小 神川小
遠藤 心愛(4) 小学生 欠場    

東御市陸上教室
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走幅跳

砲丸投

走幅跳

ボール投
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順
位
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