
第２５回柏崎陸上競技記録会 

開催日：平成２７年１１月３日（火・祝） 

会 場：柏崎市陸上競技場 

参加数：男子２６人、女１８人 

男 子 

・３・４年１００ｍ 

選手名 学年 学校名 記録 

片桐 駿希 ４ 田尻小学校 １５秒７３ 

三宮 綾太 ４ 刈羽小学校 １６秒１１ 

平澤 空 ３ 荒浜小学校 １６秒５８ 

高野 煌 ３ 北鯖石小学校 １６秒６０ 

村田 耕也 ４ 大洲小学校 １６秒６６ 

山﨑 息吹 ４ 日吉小学校 １７秒４６ 

高橋 荘悟 ４ 比角小学校 １７秒８４ 

俵木 正仁 ３ 枇杷島小学校 １７秒８７ 

島津 誠二郎 ３ 枇杷島小学校 ２１秒１６ 

 

・３・４年１５００ｍ 

選手名 学年 学校名 記録 

平澤 空 ３ 荒浜小学校 ５分５１秒６４ 

 

・３・４年走幅跳 

選手名 学年 学校名 記録 

三宮 綾太 ４ 刈羽小学校 ３ｍ０９ 

 

・５・６年１００ｍ 

選手名 学年 学校名 記録 

小山 智也 ６ 枇杷島小学校 ｗ１２秒１７ 

布施 幸祐 ５ 新道小学校 ｗ１３秒３８ 

中村 健 ６ 枇杷島小学校 ｗ１４秒５２ 

澤石 庸之介 ５ 鯖石小学校 ｗ１４秒８４ 

大槻 陽 ６ 枇杷島小学校 ｗ１４秒８８ 

松原 誓哉 ５ 枇杷島小学校 ｗ１４秒９０ 

村山 安慈 ５ 枇杷島小学校 ｗ１５秒４５ 

黒坂 凌雅 ６ 比角小学校 ｗ１６秒２２ 

中村 天翔 ５ 新道小学校 ｗ１６秒４６ 

権田 拓真 ５ 枇杷島小学校 ｗ１６秒４８ 

尾﨑 徹平 ６ 日吉小学校 ｗ１６秒８３ 

 

・５・６年８０ｍＨ 

選手名 学年 学校名 記録 

布施 幸祐 ５ 新道小学校 １３秒４５ 

松井 凛音 ５ 比角小学校 １７秒４８ 



 

・５・６年１５００ｍ 

選手名 学年 学校名 記録 

片桐 禅太 ５ 比角小学校 ５分０６秒４５ 

久我 勇太 ６ 田尻小学校 ５分１２秒８７ 

柴野 爽 ５ 枇杷島小学校 ５分２７秒９６ 

林 遼河 ６ 日吉小学校 ５分４３秒４９ 

 

・５・６年走幅跳 

選手名 学年 学校名 記録 

小山 智也 ６ 枇杷島小学校 ４ｍ６５ 

松井 凛音 ５ 比角小学校 ３ｍ６４ 

松原 誓哉 ５ 枇杷島小学校 ３ｍ４５ 

 

・５・６年走高跳 

選手名 学年 学校名 記録 

島津 慶太郎 ５ 枇杷島小学校 １ｍ０５ 

 

 ・５・６年４×１００ｍリレー 

選手名 記録 

①片桐 禅太(比角)②布施 幸祐(新道) 

③澤石 庸之介(鯖石)④小山 智也(枇杷島) 
５５秒３９ 

 

 

 

 

 

女 子 

・３・４年１００ｍ 

選手名 学年 学校名 記録 

有岡 鈴音 ４ 刈羽小学校 １６秒９５ 

川口 葵 ４ 刈羽小学校 １７秒４３ 

川野 歩莉 ４ 剣野小学校 １８秒２５ 

近藤 結乃 ３ 比角小学校 １９秒８０ 

 

・３・４年８００ｍ 

選手名 学年 学校名 記録 

三井田 萌愛 ４ 比角小学校 ３分０２秒７８ 

川野 歩莉 ４ 剣野小学校 ３分１７秒３８ 

 

 

 

 

 



 

・５・６年１００ｍ 

選手名 学年 学校名 記録 

壁下 澪 ６ 剣野小学校 ｗ１３秒３０ 

佐藤 朱莉 ６ 剣野小学校 ｗ１３秒５８ 

松本 愛美 ６ 半田小学校  １３秒６０ 

藤懸 葉月 ６ 剣野小学校  １４秒３３ 

横田 愛果 ５ 半田小学校  １４秒４６ 

権田 夏実 ６ 枇杷島小学校 ｗ１４秒６９ 

中村 穂希 ５ 日吉小学校  １５秒５１ 

川尻 唯生 ６ 田尻小学校 ｗ１５秒８６ 

大橋 怜美 ５ 新道小学校 ｗ１５秒８７ 

宮下 向日葵 ５ 新道小学校  １６秒５４ 

 

 ・５・６年８０ｍＨ 

選手名 学年 学校名 記録 

佐藤 朱莉 ６ 剣野小学校 １３秒８８ 

壁下 澪 ６ 剣野小学校 １４秒３０ 

 

・５・６年８００ｍ 

選手名 学年 学校名 記録 

木村 莉琉 ６ 比角小学校 ３分０８秒６８ 

近藤 愛加 ５ 刈羽小学校 ３分１５秒９９ 

 

・５・６年走幅跳 

選手名 学年 学校名 記録 

近藤 愛加 ５ 刈羽小学校 ３ｍ１５ 

飯田 梨奈 ５ 柏崎小学校 ２ｍ９３ 

 

 ・５・６年４×１００ｍリレー 

選手名 記録 

①藤懸 葉月(剣野)②佐藤 朱莉(剣野) 

③壁下 澪(剣野)④松本 愛美(半田) 
５４秒５２ 

 

※Ｗは追風参考記録です。 


