
第２６回柏崎陸上競技記録会 

開催日：平成２９年１１月３日（金・祝） 

会 場：柏崎市陸上競技場 

参加数：男子２２人、女子２４人 

男 子 

３・４年１００ｍ 

選手名 学年 学校名 記録 

沖 郁 ３ 剣野小学校 １６秒８３ 

小林 直太郎 ３ 新道小学校 １７秒１８ 

武本 愛李 ３ 二田小学校 １８秒１６ 

 

３・４年１５００ｍ 

選手名 学年 学校名 記録 

池田 直大 ３ 剣野小学校 ５分５３秒９２ 

伊原 翔太 ４ 日吉小学校 ５分５７秒８３ 

小林 直太郎 ３ 新道小学校 ６分０３秒８６ 

伊原 航太 ４ 日吉小学校 ６分２１秒８１ 

武本 愛李 ３ 二田小学校 ６分２５秒１９ 

小熊 貫太郎 ３ 剣野小学校 ６分２５秒４３ 

丸山 耕生 ３ 新道小学校 ６分２５秒６３ 

 

３・４年８０ｍＨ 

選手名 学年 学校名 記録 

保坂 怜音 ４ 剣野小学校 １６秒９４ 

 

３・４年走幅跳 

選手名 学年 学校名 記録 

沖 郁 ３ 剣野小学校 ３ｍ１６ 

保坂 怜音 ４ 剣野小学校 ３ｍ０４ 

小熊 貫太郎 ３ 剣野小学校 ２ｍ９６ 

酒井 風太 ３ 柏崎小学校 ２ｍ８５ 

 

５・６年１００ｍ 

選手名 学年 学校名 記録 

田中 希咲良 ６ 刈羽小学校 １３秒２５ 

灰野 寧緒 ６ 半田小学校 １４秒００ 

三宮 綾太 ６ 刈羽小学校 １４秒４４ 

柳 琉生 ５ 剣野小学校 １４秒９４ 

佐藤 飛雅 ５ 剣野小学校 １４秒９５ 

古名 陽向 ５ 新道小学校 １７秒４７ 

島 陸志 ５ 日吉小学校 １７秒７９ 

剣持 佑樹 ５ 日吉小学校 １８秒３１ 

村山 想空 ５ 日吉小学校 ２０秒３３ 



 

５・６年８０ｍＨ 

選手名 学年 学校名 記録 

田中 希咲良 ６ 刈羽小学校 １３秒１９ 

石田 駿 ６ 新道小学校 １３秒６３ 

佐藤 飛雅 ５ 剣野小学校 １３秒７７ 

 

５・６年１５００ｍ 

選手名 学年 学校名 記録 

柳 琉生 ５ 剣野小学校 ５分４９秒２０ 

砂塚 新汰 ６ 半田小学校 ５分５６秒９３ 

古名 陽向 ５ 新道小学校 ６分５４秒５４ 

 

５・６年走幅跳 

選手名 学年 学校名 記録 

三宮 綾太 ６ 刈羽小学校 ４ｍ４７ 

廣川 健斗 ６ 刈羽小学校 ３ｍ７７ 

村山 想空 ５ 日吉小学校 ２ｍ４９ 

 

５・６年走高跳 

選手名 学年 学校名 記録 

灰野 寧緒 ６ 半田小学校 １ｍ３６ 

 

 ５・６年４×１００ｍリレー 

選手名 記録 

①佐藤 飛雅(剣野)②石田 駿(新道) 

③灰野 寧緒(半田)④田中 希咲良(刈羽) 
５６秒１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



女 子 

３・４年１００ｍ 

選手名 学年 学校名 記録 

両田 亜子 ３ 日吉小学校 １６秒４１ 

川野 莉央 ４ 剣野小学校 １６秒５２ 

山本 咲斐 ３ 米山小学校 １８秒４１ 

高宮 花純 ３ 新道小学校 １９秒５０ 

古名 乃彩 ３ 新道小学校 １９秒５２ 

 

３・４年８００ｍ 

選手名 学年 学校名 記録 

川野 莉央 ４ 剣野小学校 ２分５５秒１６ 

鈴木 一加 ３ 新道小学校 ３分０７秒７０ 

小関 結愛 ３ 剣野小学校 ３分１５秒１５ 

與口 優菜 ４ 槇原小学校 ３分２４秒６４ 

高宮 花純 ３ 新道小学校 ３分３５秒７９ 

古名 乃彩 ３ 新道小学校 ３分３５秒７９ 

 

３・４年走高跳 

選手名 学年 学校名 記録 

両田 亜子 ３ 日吉小学校 １ｍ００ 

野田 篤希 ３ 柏崎小学校 ８０ｃｍ 

 

 

５・６年１００ｍ 

選手名 学年 学校名 記録 

服部 由麻 ６ 半田小学校   １４秒７８ｗ 

川口 葵 ６ 刈羽小学校 １５秒２０ 

小室 悠奈 ５ 新道小学校 １５秒２６ 

有岡 鈴音 ６ 刈羽小学校 １５秒４０ 

川野 歩莉 ６ 剣野小学校 １５秒４１ 

立川 美晴 ５ 日吉小学校  １６秒３２ｗ 

高宮 彩生 ５ 新道小学校  １６秒３９ｗ 

永倉 苺 ５ 新道小学校 １６秒４２ 

葛綿 海音 ５ 剣野小学校  １６秒７０ｗ 

小池 彩葉 ５ 新道小学校 １７秒１９ 

中村 怜乃 ５ 日吉小学校  １７秒５１ｗ 

 

 ５・６年８０ｍＨ 

選手名 学年 学校名 記録 

高宮 彩生 ５ 新道小学校 １７秒２２ 

 

 

 



５・６年８００ｍ 

選手名 学年 学校名 記録 

川野 歩莉 ６ 剣野小学校 ２分４３秒０４ 

山田 芽依 ５ 剣野小学校 ２分４７秒５３ 

小室 悠奈 ５ 新道小学校 ２分５８秒３２ 

小池 彩葉 ５ 新道小学校 ３分０７秒６０ 

永倉 苺 ５ 新道小学校 ３分１９秒９０ 

野田 碧海 ６ 柏崎小学校 ３分２０秒３６ 

小林 紬莉 ５ 枇杷島小学校 ３分２０秒８９ 

 

５・６年走幅跳 

選手名 学年 学校名 記録 

有岡 鈴音 ６ 刈羽小学校 ３ｍ２１ 

小林 紬莉 ５ 枇杷島小学校 ２ｍ４２ 

 

５・６年走高跳 

選手名 学年 学校名 記録 

山崎 茉凛 ６ 半田小学校 １ｍ１０ 

 

 ５・６年４×１００ｍリレー 

選手名 記録 

①有岡 鈴音(刈羽)②服部 由麻(半田) 

③川野 歩莉(剣野)④川口 葵(刈羽) 
６０秒０１ 

 

※Ｗは追風参考記録です。 


