
日付 種目

山賀　清輝(1)  12.39 (+1.6) 稲村　開登(1)  12.63 (+1.6) 大橋　拓実(1)  12.87 (+1.6) 阿部　一樹(1)  13.08 (+1.6) 飯田　拓誠(1)  13.16 (+1.6) 渡邊　侑人(1)  13.21 (+1.6) 内山　永輝(1)  13.44 (+1.6) 小野寺　慧(1)  13.58 (+1.6)

柏崎･東中 柏崎･第三中 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 柏崎･鏡が沖中 柏崎･第一中 柏崎･第二中 柏崎･東中 柏崎･第二中

渡邊　　悠太(1)  5:00.16 石橋　燎(1)  5:10.12 井澤　快(1)  5:10.45 井上　丈瑠(1)  5:13.88 加藤　壮(1)  5:16.22 田辺　敦也(1)  5:18.03 前澤　晃司(1)  5:18.77 飛田　凌(1)  5:19.79

柏崎･瑞穂中 柏崎･第二中 柏崎･第三中 柏崎･鏡が沖中 刈羽･刈羽中 柏崎･南中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･第二中

近藤　翠月(1)  14.11 (+1.1) 石山　陽斗(1)  17.22 (+1.1) 白川　時流(1)  19.09 (+1.1)

柏崎･東中 GR 柏崎･鏡が沖中 柏崎･第三中

齋藤　大斗(1)  1.35 新井　諒(1)  1.35

柏崎･第三中 柏崎･第三中

高野　亮人(1)  4.45 (+0.6) 竹内　一平(1)  4.31 (0.0) 小竹　元(1)  3.84 (0.0) 坂上　慶多(1)  3.46 (0.0)

柏崎･第一中 柏崎･第三中 柏崎･第二中 柏崎･第一中

末崎　日成太(1)  10.56 前田　瑛藍(1)  9.82 岡島　千紘(1)  9.54 上村　光(1)  8.96 鬼山　翔湧(1)  8.85 渡邊　龍河(1)  8.82 中村　海吏(1)  8.26 小山　優心(1)  7.55

柏崎･瑞穂中 柏崎･第一中 柏崎･第一中 柏崎･西山中 刈羽･刈羽中 柏崎･第三中 柏崎･第三中 柏崎･第三中

行田　篤弘(2)  w11.39 (+2.8) 山﨑　智晴(2)  w11.57 (+2.8) 太田　飛宇(2)  w12.48 (+2.8) 中村　涼介(2)  w12.62 (+2.8) 横田　智紀(2)  w12.83 (+2.8) 石川　蓮汰朗(2)  w12.86 (+2.8) 近藤　那智(2)  w12.90 (+2.8) 横関　巧(2)  w12.93 (+2.8)

柏崎･柏崎翔洋中等(中) 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 柏崎･松浜中 柏崎･南中 柏崎･第三中 柏崎･第二中 柏崎･瑞穂中 柏崎･鏡が沖中

星野　大地(2)  4:32.74 星野　泰斗(2)  4:55.11 渡辺　圭亮(2)  4:57.82 片桐　翔哉(2)  4:58.48 中村　颯汰(2)  5:04.99 萩野　由大(2)  5:06.62 灰野　楓矢(2)  5:10.58 石橋　健(2)  5:13.42

柏崎･第一中 刈羽･刈羽中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･南中 柏崎･東中 刈羽･刈羽中 柏崎･東中

松野　伶音(2)  16.62 (+0.4) 小林　陸玖(2)  17.08 (+0.4) 三宮　理功(2)  19.84 (+0.4) 山鹿　義幸(2)  20.78 (+0.4) 川口　将吾(2)  21.45 (+0.4) 五十嵐　功樹(2)  21.95 (+0.4)

柏崎･鏡が沖中 柏崎･第一中 刈羽･刈羽中 柏崎･西山中 柏崎･南中 柏崎･西山中

五十嵐　一貴(2)  1.55 山波　克彰(2)  1.55 小林　優大(2)  1.50 田邉　悠真(2)  1.40 渡邉　拓海(2)  1.35

柏崎･西山中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･第三中 柏崎･東中 柏崎･第三中

横関　嶺(2)  5.07 (+1.5) 小潟　陸斗(2)  5.05 (+0.6) 押見　敏暉(2)  5.00 (0.0) 石本　頼来(2)  4.85 (+1.3) 吉田　翼(2)  4.67 (0.0) 本田　知寛(2)  4.63 (0.0) 新部　裕也(2)  4.55 (0.0) 三宮　諒祐(2)  4.18 (0.0)

柏崎･第三中 柏崎･第三中 柏崎･鏡が沖中 柏崎･第三中 柏崎･松浜中 柏崎･第二中 柏崎･第三中 柏崎･第二中

中村　翔太(2)  9.69 中塚　公輝(2)  9.20 髙橋　斗亜(2)  9.07 松井　健二(2)  7.99 猪爪　蒼(2)  5.66

柏崎･第三中 刈羽･刈羽中 柏崎･瑞穂中 柏崎･第二中 柏崎･南中

柏崎･鏡が沖中  47.93 柏崎･東中  49.69 柏崎･柏崎翔洋中等(中)  49.72 柏崎･松浜中Ａ  51.14 柏崎･第一中  51.92 柏崎･第二中A  52.13 柏崎･第三中B  53.75 柏崎･第三中A  54.86

松﨑　大晟(1) 内山　永輝(1) 君島　聖和(1) 平澤　翔太(2) 飯田　拓誠(1) 石橋　燎(1) 小林　優大(2) 稲村　開登(1)

松野　伶音(2) 山賀　清輝(1) 山﨑　智晴(2) 太田　飛宇(2) 小林　陸玖(2) 石川　蓮汰朗(2) 石本　頼来(2) 中村　翔太(2)

片桐　翔哉(2) 田邉　悠真(2) 大橋　拓実(1) 半田　颯大(1) 藤澤　快(2) 松井　健二(2) 小潟　陸斗(2) 横関　嶺(2)

押見　敏暉(2) 近藤　翠月(1) 行田　篤弘(2) 髙橋　邑樹(2) 高野　亮人(1) 渡邊　侑人(1) 渡邉　拓海(2) 横田　智紀(2)

毛見　直(3)  10:18.11 小林　虹矢(3)  11:23.88

柏崎･第五中 柏崎･鏡が沖中

平野　翔太(3)  16.73 (+0.6) 高野　煌(3)  17.05 (+0.6) 矢代　誠(3)  17.34 (+0.6) 濱　嘉一(3)  18.04 (+0.6) 井澤　友哉(3)  18.18 (+0.6) 阿部　隼(3)  18.80 (+0.6) 岡村　陽平(3)  19.33 (+0.6) 太刀川　彰人(3)  20.09 (+0.6)

柏崎・鯖石 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F 刈羽・刈羽小 柏崎T&F 柏崎・鯖石 柏崎T&F

平澤　空(3)  3:06.42 金子　珀翔(3)  3:25.63 島　陸志(3)  3:41.54

柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎T&F

80mH(60cm) 石田　大河(3)  w17.40

2.2 柏崎・二田

砂塚　光(3)  3.13 (+1.6)

柏崎・鯖石

片桐　駿希(4)  15.69 (+0.5) 宮崎　莉央(4)  15.91 (+0.5) 阿部　大心(4)  16.25 (+0.5) 田中　希咲良(4)  17.57 (+0.5)

柏崎T&F 柏崎・鯖石 柏崎・鯖石 刈羽・刈羽小

阿部　大陽(4)  2:58.73 大橋　虎白(4)  3:04.74 茂野　響生(4)  3:04.76 奥寺　晃大(4)  3:08.18 五十嵐　隼(4)  3:09.84 押見　陽太(4)  3:12.23 佐藤　快(4)  3:17.24 加藤　天(4)  3:21.03

柏崎・鯖石 柏崎T&F 柏崎T&F 柏崎・鯖石 柏崎・半田 柏崎T&F 刈羽・刈羽小 刈羽・刈羽小

今井　瑛慈(4)  w2.89 (+2.2)

柏崎・半田

刈羽・刈羽小  1:07.72 柏崎T&F  1:08.29 柏崎・鯖石  1:09.47

三宮　綾太(4) 片桐　駿希(4) 阿部　大心(4)

佐藤　快(4) 平澤　空(3) 奥寺　晃大(4)

田中　希咲良(4) 矢代　誠(3) 阿部　大陽(4)

加藤　天(4) 濱　嘉一(3) 宮崎　莉央(4)

布施　幸祐(5)  13.72 (+1.0) 髙橋　拓也(5)  14.57 (+1.0) 澤石　庸之介(5)  14.98 (+1.0) 村山　安慈(5)  15.49 (+1.0) 小林　良心(5)  15.50 (+1.0) 長澤　至恩(5)  15.67 (+1.0) 五十嵐　文史郎(5)  15.86 (+1.0) 菊田　光一(5)  16.01 (+1.0)

柏崎T&F 柏崎・枇杷島 柏崎・鯖石 柏崎・枇杷島 柏崎・枇杷島 柏崎・柏崎 柏崎・半田 柏崎・半田

片桐　禅太(5)  5:08.28 冨田　直也(5)  5:26.80 権田　貫太朗(5)  5:39.33 柴野　爽(5)  5:45.74 永井　晴翔(5)  5:46.78 伊部　達海(5)  5:48.64 加藤　飛隆(5)  6:08.60 島津　慶太郎(5)  6:27.27

柏崎・比角 GR 柏崎・柏崎 柏崎・半田 柏崎・枇杷島 柏崎・枇杷島 柏崎・比角 柏崎・比角 柏崎・枇杷島

櫻井　陽生(5)  15.59 (+0.3) 伊部　真純(5)  16.78 (+0.3) 関谷　颯介(5)  17.37 (+0.3) 長谷川　秀真(5)  18.97 (+0.3) 川端　皓斗(5)  19.07 (+0.3) 法山　未来(5)  19.46 (+0.3) 坂井　勇輝(5)  19.51 (+0.3) 青木　陸音(5)  19.87 (+0.3)

柏崎・枇杷島 柏崎・柏崎 柏崎・比角 柏崎・柏崎 柏崎・柏崎 柏崎・半田 柏崎・柏崎 柏崎・柏崎

目崎　晃大(5)  1.15 中村　啓太(5)  1.10 今井　渚月(5)  1.05 佐賀　宗一郎(5)  1.00

柏崎・半田 柏崎・半田 柏崎・半田 柏崎・比角

石田　颯人(5)  3.71 (+0.6) 松井　凜音(5)  w3.50 (+2.2) 小林　和也(5)  3.50 (+1.4) 須田　今日平(5)  3.43 (0.0) 深井　倖之介(5)  w3.32 (+2.1) 伊藤　彰海(5)  3.14 (0.0) 小池　蘭太(5)  3.04 (+0.5) 渡邊　拓斗(5)  2.97 (+1.7)

柏崎・枇杷島 柏崎・比角 柏崎・柏崎 柏崎・枇杷島 柏崎・柏崎 柏崎・比角 柏崎・半田 柏崎・半田

小山　智也(6)  12.53 (+1.8) 髙橋　征士(6)  13.63 (+1.8) 山﨑　開智(6)  13.69 (+1.8) 松永　延彦(6)  13.79 (+1.8) 五十嵐　翔(6)  14.38 (+1.8) 石田　力丸(6)  14.40 (+1.8) 海津　陽稀(6)  14.47 (+1.8) 徳間　尊(6)  14.51 (+1.8)

柏崎・枇杷島 GR 柏崎・柏崎 柏崎・比角 柏崎・田尻 柏崎・比角 柏崎・二田 柏崎・比角 柏崎・田尻

久我　勇太(6)  5:08.00 髙野　凌央(6)  5:13.23 廣川　雄己(6)  5:21.98 町田　匠海(6)  5:24.76 小熊　大翔(6)  5:31.09 髙橋　駿太(6)  5:35.89 小浜　翔也(6)  5:37.92 片山　祥応(6)  5:40.09

柏崎T&F 柏崎・比角 柏崎・枇杷島 柏崎・比角 柏崎T&F 柏崎・比角 柏崎・枇杷島 柏崎・枇杷島

原　崚平(6)  13.53 (+1.8) 村松　弓響(6)  14.90 (+0.4) 安中　太峻(6)  15.23 (+1.8) 毛利　翔太(6)  15.31 (+0.4) 植木　涼太(6)  16.15 (+0.4) 小林　唯人(6)  17.18 (+1.8) 上田　南毅(6)  17.21 (+1.8) 土田　流輝(6)  18.78 (+1.8)

柏崎・柏崎 刈羽・刈羽小 柏崎・半田 柏崎・柏崎 柏崎・枇杷島 柏崎・田尻 柏崎・柏崎 柏崎・柏崎

沖　旭(6)  1.35 堀井　優凪(6)  1.20 青木　陽翔(6)  1.10 川又　奏音(6)  1.10

柏崎T&F 柏崎・枇杷島 柏崎・柏崎 柏崎・比角

池田　稜(6)  4.14 (0.0) 中村　優太(6)  3.85 (+0.8) 毛見　陽(6)  3.64 (+0.1) 太刀川　裕人(6)  3.58 (+1.6) 須田　球道(6)  3.55 (0.0) 赤澤　翔健(6)  3.55 (+1.6) 佐藤　篤(6)  3.41 (0.0) 糀谷　乃祐(6)  3.35 (+0.3)

柏崎・枇杷島 柏崎・柏崎 柏崎・鯖石 柏崎T&F 柏崎・柏崎 柏崎・柏崎 柏崎・柏崎 柏崎・柏崎

柏崎・枇杷島A  53.68 柏崎・柏崎A  57.17 柏崎・比角B  58.66 柏崎・田尻  59.82 柏崎・枇杷島C  1:00.30 柏崎・比角C  1:01.90 柏崎・半田Ｃ  1:02.10 柏崎・柏崎B  1:04.63

小浜　翔也(6) 原　崚平(6) 大矢　玲二(6) 酒井　郁登(6) 村山　安慈(5) 髙橋　駿太(6) 権田　貫太朗(5) 田邉　航也(6)

廣川　雄己(6) 木村　晃平(6) 海津　陽稀(6) 徳間　尊(6) 松原　誓哉(5) 山川　楽史(6) 根立　悠吏(6) 佐藤　由哉(6)

池田　稜(6) 中村　優太(6) 髙野　凌央(6) 小林　唯人(6) 小林　良心(5) 増井　皓大(6) 五十嵐　文史郎(5) 上田　南毅(6)

小山　智也(6) 髙橋　征士(6) 五十嵐　翔(6) 松永　延彦(6) 髙橋　拓也(5) 町田　匠海(6) 安中　太峻(6) 木村　悠成(6)

大矢　遼(2)  9:33.92 田中　宙宗(2)  9:51.54 鈴木　拓実(1)  10:28.86 小林　大地(1)  10:31.55 三宮　慶祐(1)  10:42.77 大橋　龍ノ介(1)  11:06.90

柏崎 柏崎 柏崎 柏崎 柏崎常盤 柏崎常盤

w (wind assist) : 追風参考

高校男子 8月2日 3000m

8月2日 走幅跳

小学５・６年男子 8月2日 4x100mR

8月2日 80mH

8月2日 走高跳

小学６年男子 8月2日 100m

8月2日 1500m

8月2日 走高跳

8月2日 走幅跳

8月2日 1500m

8月2日 80mH

小学３・４年男子 8月2日 4x100mR

小学５年男子 8月2日 100m

8月2日 800m

8月2日 走幅跳

8月2日

8月2日 走幅跳

小学４年男子 8月2日 100m

小学３年男子 8月2日 100m

8月2日 800m

中学１・２年男子 8月2日 4x100mR

中学３年男子 8月2日 3000m

8月2日 走幅跳

8月2日 砲丸投

8月2日 110mH

8月2日 走高跳

中学２年男子 8月2日 100m

8月2日 1500m

8月2日 走幅跳

8月2日 砲丸投

8月2日 100mH

8月2日 走高跳

7位 8位

中学１年男子 8月2日 100m

8月2日 1500m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

遠藤春治

主催団体名 柏崎市陸上競技協会 陸協名 柏崎市陸上競技協会

競技会名 第２６回今井哲夫記念柏崎ジュニアオリンピック陸上競技大会
期日・時刻 2015/8/2 審判長 坂井和之

競技場名 柏崎市陸上競技場 記録主任
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