
参加者リスト 2年生以下女子

地域 学校名
登録受付

番号
選手名 選手名

1 長野市 附属長野 G001 遠藤　綾菜 彦坂　茜里

2 長野市 附属長野 G002 小泉　礼 柿澤　和実

3 長野市 附属長野 G003 谷口　椛 渡邉　心

4 長野市 附属長野 G004 山崎　咲菜 岩崎　琴音

5 箕輪町 箕輪 G005 漆戸　彩乃 柿沢咲亜奈

6 箕輪町 箕輪 G006 戸島　琉乃 小口　志帆

7 箕輪町 箕輪 G007 原　采希 向山もも子

8 箕輪町 箕輪 G008 中山　雫 福沢　春乃

9 箕輪町 箕輪 G009 原　みずき 山岸　栞愛

10 箕輪町 箕輪 G010 金谷　美咲 白鳥　妃夏

11 箕輪町 箕輪 G011 唐澤　玲名 唐澤　凛

12 箕輪町 箕輪 G012 桜井　麗蘭 小池　葵

13 箕輪町 箕輪 G013 小澤　鈴香 今井　美緒

14 長野市 東北 G014 岩村　実柚 駒込　莉央

15 長野市 東北 G015 吉崎　陽葵 岡田　絢音

16 長野市 東北 G016 若槻かれん 松澤　杏奈

17 長野市 東北 G017 金子　歩未 深瀬　日和

18 箕輪町 箕輪 G018 上條　怜奈 足助　彩

19 長野市 川中島 G019 宮尾　友月 北澤　百音

20 長野市 川中島 G020 松本　恵実 武井萌々花

21 長野市 川中島 G021 中澤　凜 栗田　果怜

22 長野市 犀陵 G022 大宮　凛奈 北澤　琉愛

23 長野市 犀陵 G023 中嶋　優 大垣　真悠

24 長野市 犀陵 G024 小宮山未夢 松山　優菜

25 長野市 犀陵 G025 原山　響 小松　美月

26 千曲市 屋代 G026 谷口　紅羽 清水　唯愛

27 千曲市 屋代 G027 山根　佑実 岡田　空優

28 東御市 東御東部 G028 小林　結菜 金井　梨聖

29 東御市 東御東部 G029 瀧澤　有加 竹内　萌華

30 東御市 東御東部 G030 瀬戸山涼香 田中　紗姫

31 長野市 柳町 G031 田中　杏奈 瀬戸　小春

32 長野市 柳町 G032 倉澤　美優 吉澤　瑠南

33 長野市 柳町 G033 徳原　彩那 丸山　悠菜

34 飯島町 飯島 G034 宮下　慶 田中　愛実

35 上田市 丸子北 G035 安藤　瑞華 楜澤　美紅

36 上田市 丸子北 G036 中澤　唯衣 栁澤　香恋

37 長野市 三陽 G037 今井　玲衣 石井なつみ

38 長野市 三陽 G038 佐藤　史織 清水保奈実

39 長野市 三陽 G039 伝田　莉桜 土屋　日和

40 長野市 三陽 G040 小山　結愛 佐々本もか

41 長野市 三陽 G041 田中　優芽 高橋　璃音

42 上田市 真田 G042 足立　彩帆 若林陽茉莉
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43 長野市 三陽 G043 市川　心絢 渡辺　葵衣

44 松本市 松島 G044 岩岡　実優 遠藤　柚

45 松本市 松島 G045 有賀　澪 山田　陽愛

46 小諸市 小諸東 G046 小山　佳奈 金田　恵実

47 小諸市 小諸東 G047 土屋　芽衣 柏木　結愛

48 上田市 依田窪南部 G048 柳澤　唯愛 長谷　ももか

49 長野市 広徳 G049 西川　七瑚 金児　ゆず

50 長野市 篠ノ井西 G050 矢島　爽香 三原　萌音

51 長野市 篠ノ井西 G051 小山田歩美 小岩　鈴

52 上田市 上田第四 G052 竹内　楓 相澤　絆奈

53 上田市 上田第三 G053 神津　陽奈 丸山咲都子

54 上田市 上田第三 G054 栁沢　青葉 園田　琉華

55 上田市 上田第三 G055 滝澤ちはる 眞島　柚果

56 長野市 裾花 G056 バーンズ美亜 草間　恵

57 長野市 裾花 G057 井出心結奈 布施　祈里

58 長野市 裾花 G058 池田　葉月 小柳　唯

59 長野市 裾花 G059 玉木　穂風 岩﨑　七海

60 長野市 裾花 G060 松坂　紗英 石坂　美空


