
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 千曲市 更埴西 L003 外谷菜々美 唐木沢奈瑠美

2 千曲市 更埴西 L004 永原　史華 松崎　はな

3 千曲市 更埴西 L005 千田久琉海 竹内　彩乃

4 千曲市 更埴西 L006 小林　加林 宮原　茉瑚

5 上田市 丸子北 L010 原田　沙彩 オヨラサオリ

6 上田市 丸子北 L011 田畑　月 和田　杏実

7 上田市 丸子北 L012 佐藤　栞 下村菜々美

8 上田市 丸子北 L013 西嶋　日和 小相澤つくし

9 上田市 依田窪南部 L014 宮下　華奈 近藤　美織

10 上田市 依田窪南部 L015 児島　和希 丸山　裕加

11 上田市 依田窪南部 L016 伏見　日陽 小山　愛実

12 上田市 依田窪南部 L017 橋詰　実由 長田菜々子

13 上田市 依田窪南部 L018 橋詰友里亜 柳澤　愛来

14 上田市 依田窪南部 L019 氏原　由貴 笹沢杏有深

15 上田市 依田窪南部 L020 渡辺　千紗 林　花音

16 長野市 柳町 L027 義家　來実 青木　未来

17 長野市 柳町 L028 武井　美澪 青木　七海

18 長野市 柳町 L029 中島　藍 宮嶋　栞

19 長野市 柳町 L030 山本　さくら 佐藤　未来

20 長野市 柳町 L031 小林　真緒 堀　愛

21 長野市 柳町 L032 清水　芽衣 江尻　福果

22 長野市 柳町 L033 齊藤陽夏花 松橋　佑奈

23 長野市 柳町 L034 永井　希空 齋藤　愛倫

24 長野市 柳町 L035 篠﨑ニコーレ 大内　紅亜

25 上田市 塩田 L036 斎藤　葵 大津賀花音

26 上田市 塩田 L037 水野　晶 塚田　唯愛

27 上田市 塩田 L038 横関　真帆 羽田　椿希

28 上田市 塩田 L039 半田　夏帆 西島　瑠奈

29 上田市 塩田 L040 北原　星那 滝沢　優花

30 上田市 塩田 L041 斎藤　慈生 櫻井　菜摘

31 上田市 塩田 L042 善治　和泉 松浦　舞花

32 上田市 塩田 L043 小出みとは 篠原　朱澄

33 南箕輪村 南箕輪 L044 井口　心葉 有賀日向子

34 南箕輪村 南箕輪 L045 清水　華穏 馬塲　美遥

35 南箕輪村 南箕輪 L046 久保村杏南 征矢えみり

36 南箕輪村 南箕輪 L047 渡邉　若菜 下平　結菜

37 南箕輪村 南箕輪 L048 伊野日菜子 武田　朱莉

38 南箕輪村 南箕輪 L049 河西　桜 明平　栞奈
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39 長野市 長野北部 L050 平田　莉子 小池　未歩

40 長野市 長野北部 L051 山岸　湊珈 楳澤　乃愛

41 長野市 長野北部 L052 小池　那緒 黒川　恵麻

42 長野市 長野北部 L053 岩吉　眞空 君塚　結衣

43 長野市 更北 L060 本道　蓮花 宮澤　桃葉

44 長野市 更北 L061 松橋　理優 原山　姫奈

45 長野市 更北 L062 新村　優奈 斉藤　心愛

46 長野市 更北 L063 山﨑　星渚 関　風和花

47 上田市 丸子 L064 滝澤　虹美 宮入　梓緒

48 上田市 丸子 L065 岡野　桃子 立野　美希

49 上田市 丸子 L066 橋詰　莉花 河口　由奈

50 上田市 丸子 L067 内堀　和奏 小林　侑那

51 上田市 丸子 L068 小西　渚 神谷　朋香

52 上田市 丸子 L069 山田　花音 竹花　優里

53 上田市 丸子 L070 田中　萌愛 竹花　心美

54 上田市 丸子 L071 武井　陽菜 池田　らむ

55 上田市 丸子 L072 宮澤萌乃果 清水　愛空

56 長野市 附属長野 L073 五十嵐紗英 荒井　秀美

57 長野市 附属長野 L074 竹内ひより 伊藤みなみ

58 長野市 附属長野 L075 長原　結 友田　優乃

59 長野市 若穂 L076 義家　沙彩 村上　知優

60 軽井沢町 軽井沢 L077 宮川ゆず花 工藤　朱音

61 軽井沢町 軽井沢 L078 大橋　凛々 吉原　美幸

62 軽井沢町 軽井沢 L079 佐藤　陽菜 舩山　芽依

63 軽井沢町 軽井沢 L080 土屋　日和 佐藤ゆうか

64 長野市 川中島 L081 山﨑　結楓 佐々木瑛佳

65 長野市 川中島 L082 山﨑　結愛 中山愛々花

66 長野市 川中島 L083 長井　鞠 小船井　遥

67 長野市 川中島 L084 戸沢　詩音 吉川　千咲

68 長野市 川中島 L085 望月　真緒 玉井　来実

69 長野市 川中島 L086 傳田　菖 小池　和

70 長野市 川中島 L087 仲條ほのか 宮島　萌香

71 千曲市 屋代 L088 鎌田　愛里 西村　凛香

72 千曲市 屋代 L089 丸山　朋花 小林ななみ

73 千曲市 屋代 L090 松田　琉暖 宮入　來那

74 千曲市 屋代 L091 鹿野杏寿実 宮澤　絢乃

75 長野市 裾花 L092 西村 彩香 師田 ねね


