
参加者リスト 女子

地域 学校名 登録受付番号 選手名 選手名

1 安曇野市 穂高西 L002 縣　めぐり 上條　妃穂

2 安曇野市 穂高西 L003 林　萌乃果 平野　ほのか

3 長野市 川中島 L004 田島　四季 近藤　美咲

4 長野市 川中島 L005 山崎　結愛 中山　愛々花

5 長野市 川中島 L006 山崎　結楓 佐々木　瑛佳

6 南箕輪村 南箕輪 L007 井口　心葉 有賀　日向子

7 南箕輪村 南箕輪 L008 清水　華穏 馬塲　美遥

8 南箕輪村 南箕輪 L009 堀　　七瑛 伊野　日菜子

9 軽井沢町 軽井沢 L010 荻原　佳那 佐藤　綾菜

10 松川町 松川 L011 溝口　葵彩 岡村　庵凜

11 長野市 長野西部 L012 野沢　望結 赤塩　遥海

12 長野市 長野西部 L013 春原　もも 伝田　明日香

13 長野市 長野西部 L014 松井　咲季 半田　悠花

14 長野市 長野西部 L015 東條　蓮 南澤　友香

15 長野市 長野西部 L016 岡澤　花笑 金子　望音

16 長野市 長野西部 L017 松本　菜々美 田多井　真央

17 長野市 長野西部 L018 小林　楓佳 中井　愛深

18 長野市 犀陵 L020 西澤　楓月 米持　亜海

19 長野市 犀陵 L021 轟　麻里奈 小林　春花

20 長野市 犀陵 L022 寺井　心音 松林　愛理

21 長野市 犀陵 L023 飯島　舞奈 町田　桜

22 長野市 犀陵 L024 久保田　陽菜 稲﨑　凛

23 長野市 犀陵 L025 青沼　桃音 木村　舞桜

24 長野市 犀陵 L026 小林　未侑 石澤　晴香

25 長野市 犀陵 L027 竹内　桜子 佐々木　美月

26 長野市 犀陵 L028 楢本　光梨 磯野　凪沙

27 長野市 犀陵 L029 檀原　奈桜 小林　彩美

28 長野市 犀陵 L030 生稲　結衣 小林　陽奈

29 上田市 上田第三 L031 山﨑　陽菜 髙橋　愛恵

30 上田市 上田第三 L032 両角　菜摘 甲田　美菜

31 安曇野市 穂高東 L033 内山　琶菜 中村　日南

32 安曇野市 穂高東 L034 山西　里実 長瀬　葵

33 坂城町 坂城 L035 西澤　綾音 水口　真綾

34 坂城町 坂城 L036 田中　涼穂 斎藤　なつき

35 坂城町 坂城 L037 小宮山　友華 大橋　由奈

36 坂城町 坂城 L038 庄村　汐夏 吉満　万葉

37 坂城町 坂城 L039 山﨑　笑菜 山﨑　愛生

38 坂城町 坂城 L040 竹内　理緒 竹内　ひより

39 坂城町 坂城 L041 宮嶋　遥佳 吉田　奈央

40 坂城町 坂城 L042 栁澤　夾杏実 緑川　凜香

41 坂城町 坂城 L043 永井　陽菜 古谷　日和

42 坂城町 坂城 L044 野田　朋花 大場　心愛

43 坂城町 坂城 L045 水出　百音 高井　仁美

44 坂城町 坂城 L046 宮下　小牧 吉川　侑月(犀陵)
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45 佐久市 中込 L047 丸山　ゆめ 上原　こと

46 佐久市 中込 L048 小林　愛実 吉沢　日和

47 佐久市 中込 L049 小林　葵帆 櫻井　梨乃

48 長野市 裾花 L050 山本　桃禾 丸山みりあ

49 長野市 裾花 L051 室崎　紗和 師田　ねね

50 長野市 裾花 L052 原田　和佳 丸山　愛心

51 長野市 裾花 L053 小池　由奈 岡村　有紗

52 長野市 篠ノ井西 L054 宮本　佳里奈 小林　瑞季

53 長野市 三陽 L055 傳田　小夏 塚田　心乃

54 長野市 三陽 L056 小林　果恋 篠田　朱莉

55 長野市 三陽 L057 櫻井　咲和花 岡田　日菜多

56 長野市 三陽 L058 利根川　心海 清水　結希

57 長野市 三陽 L059 佐藤　杏南 市岡　咲希

58 長野市 三陽 L060 山城　愛奈 内山　みのり

59 長野市 三陽 L061 山岸　湊珈（長野北 髙野　亜寿美

60 長野市 三陽 L062 岡田　麻央 泉　友葉

61 長野市 三陽 L063 中村　美空 傳田　愛結

62 長野市 三陽 L064 甘利　ちひろ 山岸　ひより

63 箕輪町 箕輪 L065 塚越　莉菜 大槻　香奈

64 箕輪町 箕輪 L066 小澤　結衣 丸山　姫華

65 箕輪町 箕輪 L067 唐澤　真祐菜 伊藤　朱里

66 箕輪町 箕輪 L068 小松　夏弓 河手　歌音

67 箕輪町 箕輪 L069 有賀　友香 上村　実花乃

68 佐久市 浅間 L070 依田　未來 井川　結奈

69 佐久市 浅間 L071 梅澤 朱優音 大井　夏穂

70 佐久市 浅間 L072 工藤　理心 茂木　羚花

71 千曲市 更埴西 L073 外谷　菜々美 島田　美憂

72 千曲市 更埴西 L074 西澤　藍花 宮嵜　さくら

73 千曲市 更埴西 L075 小林　加林 唐木沢　奈瑠美

74 千曲市 更埴西 L076 千田　久琉海 宮原　茉瑚

75 千曲市 更埴西 L077 平森　舞 松崎　はな

76 千曲市 更埴西 L078 永原　史華 竹内　彩乃

77 長野市 更北 L079 塚田　陽向里 平林　月葉

78 長野市 更北 L080 松本　春花 髙橋　美夏

79 長野市 更北 L081 板倉　真咲 芦澤　未来

80 長野市 更北 L082 有馬　美雪 小島　里桜奈

81 長野市 更北 L083 本道　蓮花 関　風和花

82 長野市 更北 L084 新村　優奈 町田　愛海

83 長野市 更北 L085 小林　希瑚 宮澤　桃葉

84 長野市 更北 L086 山﨑　星渚 矢沢　奈々

85 長野市 更北 L087 松橋　理優 伊藤　花音

86 上田市 依田窪南部 L088 木村　芽唯 近藤　美織

87 長野市 附属長野 L089 今井　春陽 前沢　歩花

88 長野市 附属長野 L090 東　真理 宮原　奈央

89 長野市 附属長野 L091 山邉　和佳那 戸田　真由佳

90 長野市 附属長野 L092 荒井　秀美 宮澤　七星



91 長野市 東北 L093 中野　真結 金井　桜羽

92 長野市 東北 L094 内山　紗良 大和　若菜

93 長野市 東北 L095 宮澤　暖朱 久保田　愛未

94 長野市 東北 L096 塚田　華 倉嶋　柚葉

95 長野市 東北 L097 深瀬　佑愛 中村　陽奈子

96 長野市 東北 L098 土屋　実久 金澤　結菜

97 長野市 東北 L099 宮澤　那奈 中島　結

98 長野市 東北 L100 牛木　美羽 飯塚　來未

99 長野市 東北 L101 浅川　桃菜 菊池　めぐみ

100 長野市 東北 L102 原　成美 坂井　奈菜未

101 長野市 長野東部 L103 山口　遥菜 岩渕　優月

102 長野市 長野東部 L104 古越　萌美 間藤　千尋

103 長野市 長野東部 L105 中村　玲華 山岸　愛茉

104 長野市 長野東部 L106 宮川　花奈 徳竹　希美

105 長野市 長野東部 L107 脇本　響姫 飛岡　暖乃

106 長野市 長野東部 L108 山中　菜寿名 佐藤　ゆら

107 長野市 長野東部 L109 岩渕　小夏 岩松　夏歩

108 長野市 長野東部 L110 松木　柚南 上島　七生

109 長野市 長野東部 L111 羽片　友梨 滝沢　理帆

110 長野市 長野東部 L112 山﨑　桃子 池田　美結

111 須坂市 墨坂 L113 池田　佳穂 冨澤　夢衣

112 千曲市 戸倉上山田 L114 髙野　晴菜 山口　凜

113 千曲市 戸倉上山田 L115 兒玉　にいな 福地　柚那

114 千曲市 戸倉上山田 L116 加藤　杏奈 宮入　千菜

115 上田市 丸子北 L117 宮阪　祐里奈 中村　玲菜

116 上田市 丸子北 L118 西島　菜々美 山岸　璃乃愛

117 佐久市 野沢 L119 梶原　結 茂原　優和

118 佐久市 野沢 L120 平林　沙綾 市川　奈瑠


