
長野上水内中学校体育大会新人大会

令和２年１０月３１日

南長野運動公園体育館 

女子シングルス (1)

キ

キ

84太田悠月（東北中）

1 青木　菊乃 （若　穂）

4  轟　 美里 （犀　陵）

三ツ井　花菜 （飯　綱） 29

2    BYE （BYE） 中村　京香 （犀　陵） 30

3 滝澤　由愛 （三　陽） 小林　優來 （市立長野） 31

西澤　美優 （東　北） 32

5 宮﨑　 希 （裾　花） 小林　久玲美 （櫻ヶ岡） 33

6 有泉　陽菜 （東　北） 宮島　維花 （三　陽） 34

7 丸山　真央 （市立長野） 佐々木　瑠璃 （若　穂） 35

8 下川　綾乃 （東　北） 成田　楼泉 （東　北） 36

9 高野　真央 （飯　綱）    BYE （BYE） 37

10 金井　結乃 （豊　野） 竹内　衣咲 （櫻ヶ岡） 38

11 矢下　釉羅 （犀　陵） 伊藤　木乃葉 （三　陽） 39

12 岡澤　玲奈 （三　陽） 井上　みなと （豊　野） 40

13 宮澤　 栞 （市立長野） 小嶋　双葉 （犀　陵） 41

14 大藏　茉由 （櫻ヶ岡） 髙田　夏海 （裾　花） 42

15 本多　未来 （犀　陵） 布利幡　咲希 （三　陽） 43

16 木嶋　日那 （市立長野） 浅川　咲智 （櫻ヶ岡） 44

17 畔上　悠紀乃 （櫻ヶ岡） 丸山　 楓 （市立長野） 45

18 山浦　早織 （飯　綱） 北山　未来 （東　北） 46

19 坂口　愛華 （裾　花） 笠原　叶愛 （裾　花） 47

20    BYE （BYE）    BYE （BYE） 48

21 清水　唯花 （三　陽） 左澤　蕗果 （豊　野） 49

22 長張　真桜 （裾　花） 木下　実優 （市立長野） 50

 林　 莉緒 （裾　花） 52

23 蓬田　彩乃 （三　陽） 内田　菜月

安藤　音葉

26

（飯　綱） 51

24 重森　紗来 （櫻ヶ岡）

松井　侑梨 （豊　野）

（犀　陵） 56

藤井　 和 （櫻ヶ岡） 54

（市立長野） 大日方　優香

27 鮎沢　曖佳 （犀　陵） 高橋　みすず

（若　穂） 5325 小林　ひな （東　北）

決勝

１青木菊乃（若穂中）

（三　陽） 55

28 安西　 楓



女子シングルス (2)

ランク決定

56大日方優香（犀陵中）162峰村菜々子（犀陵中）

111

84 太田　悠月 （東　北） 峰村　菜々子 （犀　陵） 112

町田　結奏 （裾　花） 110

83 新津　紗英 （三　陽） 小松嵜　美楓 （市立長野）

82 東方　音々 （若　穂）

81 宮下　叶愛 （裾　花） 竹内　琴星 （三　陽） 109

（櫻ヶ岡） 107

80 山﨑　莉緒 （市立長野） 今村　沙羅 （東　部） 108

79 吉田　歩未 （櫻ヶ岡） 秋山　幸穂

（櫻ヶ岡） 105

78 速水　麦穂 （飯　綱） 飯田　さくら （飯　綱） 106

77 荒井　舞雛 （市立長野） 小林　夏希

（三　陽） 103

76    BYE （BYE） 田中　聖愛 （裾　花） 104

75 西澤　美空 （櫻ヶ岡） 小林　未来

101

74 保谷　京花 （犀　陵） 羽生田　栞 （東　北） 102

（犀　陵） 100

73 小林　もも （裾　花） 中村　由依 （豊　野）

72 北沢　花楓 （三　陽） 栗原　ののか

（東　北） 98

71 萩原　瑞希 （豊　野） 芋川　理奈 （市立長野） 99

70 宮沢　梨音 （犀　陵） 小野　桃楓

（飯　綱） 96

69 加藤　 陽 （豊　野） 児玉　実優 （三　陽） 97

68 平塚　未来 （市立長野） 羽室　ひな

（市立長野） 94

67 寺島　有夏 （東　北） 庄子　結琳 （中　条） 95

66 髙本　奈菜 （櫻ヶ岡） 濵口　藍羽

（若　穂） 92

65    BYE （BYE）    BYE （BYE） 93

64 青木　優菜 （三　陽） 田村　玲奈

（櫻ヶ岡） 90

63 山口　遥羽 （市立長野） 西沢　佳穂 （東　北） 91

62 北島　桜子 （裾　花） 古澤　琴音

88

61 吉田　理穂 （犀　陵） 梅澤　瑠和 （豊　野） 89

（市立長野） 87

60 矢嶋　結愛 （櫻ヶ岡） 和田　彩花 （三　陽）

59 町田　愛姫 （飯　綱） 菅沢　 凛

（裾　花） 85

58 金井　音来 （東　北） 唐澤　夏優 （犀　陵） 86

57 滝沢　優空 （若　穂） 剣持　千鶴


