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トラック
順 種別 性別 種目 予選・決勝 組 時刻
1 小学５年 男子 1500m 決　勝 1 組 9:00

2 小学６年 男子 1500m 決　勝 1 組 9:10

3 中学１年 男子 1500m 決　勝 1 組 9:20

4 中学２年 男子 1500m 決　勝 1 組 9:30

5 小学３年 男子 800m 決　勝 1 組

6 小学４年 女子 800m 決　勝 1 組

7 小学４年 男子 800m 決　勝 1 組 9:45

8 小学５年 女子 800m 決　勝 1 組 9:50

9 小学６年 女子 800m 決　勝 1 組 9:55

10 中学１年 女子 800m 決　勝 1 組 10:00

11 中学２年 女子 800m 決　勝 1 組 10:05

12 中学１年 女子 100m タイムレース予選 2 組 10:15

13 中学１年 男子 100m タイムレース予選 5 組 10:20

14 中学２年 女子 100m タイムレース予選 2 組 10:35

15 中学２年 男子 100m タイムレース予選 4 組 10:40

16 小学４年 女子 100m タイムレース予選 2 組 10:50

17 小学４年 男子 100m タイムレース予選 2 組 10:55
18 小学５年 男子 100m タイムレース予選 2 組 11:00
19 小学６年 女子 100m タイムレース予選 2 組 11:05
20 中学１・２年 女子 4x100mR タイムレース予選 2 組 11:15

21 中学１・２年 男子 4x100mR タイムレース予選 2 組 11:20

22 小学４年 女子 80mH(60cm) 決　勝 1 組 11:40

23 小学６年 女子 80mH 決　勝 1 組 11:50

24 中学１年 女子 100mH 決　勝 1 組 12:00

25 中学２年 女子 100mH 決　勝 1 組 12:05

27 U-16 女子 100mYH 決　勝 1 組 12:15

26 中学２年 男子 110mH 決　勝 1 組 12:25

28 U-16 男子 110mJH 決　勝 1 組 12:30

29 小学３年 男子 100m 決　勝 2 組 12:50

30 小学４年 女子 100m 決　勝 2 組 12:55

31 小学４年 男子 100m 決　勝 2 組 13:00

32 小学５年 女子 100m 決　勝 1 組 13:05

33 小学５年 男子 100m 決　勝 1 組 13:10

34 小学６年 女子 100m 決　勝 1 組 13:15

35 小学６年 男子 100m 決　勝 1 組 13:20

36 中学１年 女子 100m 決　勝 1 組 13:25

37 中学１年 男子 100m 決　勝 1 組 13:30

38 中学２年 女子 100m 決　勝 1 組 13:35

39 中学２年 男子 100m 決　勝 1 組 13:40

40 小学３・４年 女子 4x100mR 決　勝 1 組 13:55

41 小学３・４年 男子 4x100mR 決　勝 1 組 14:00

42 小学５・６年 女子 4x100mR 決　勝 1 組 14:05

43 小学５・６年 男子 4x100mR 決　勝 1 組 14:10

44 中学１・２年 女子 4x100mR 決　勝 1 組 14:15

45 中学１・２年 男子 4x100mR 決　勝 1 組 14:20

46 U-16 女子 4x100mR 決　勝 1 組 14:25

47 U-16 男子 4x100mR 決　勝 1 組 14:30

48 U-16 女子 １０００ｍ タイムレース決勝 1 組 15:00

49 U-16 男子 １０００ｍ タイムレース決勝 1 組 15:10

50 U-16 女子 １４５ｍ タイムレース決勝 3 組 15:30
51 U-16 男子 １４５ｍ タイムレース決勝 4 組 15:40

競技終了16:00
フィールド

順 種別 性別 種目 時刻
1 小学 男子・女子 走幅跳 9:30

2 小学・中学 女子 走高跳 9:30

3 中学 男子・女子 砲丸投 9:30

4 中学 男子・女子 走幅跳 11:00

5 中学 男子・女子 砲丸投 11:00

6 U-16 男子 三段跳 13:30

7 U-16 男子 ジャベリックスロー 13:30

8 U-16 男子・女子 円盤投 15:00

男子（６）

1

男子（６）

男子（３）、女子（１）

小学女子【４年（２）、６年（１）】、中学女子【１年（１）、２年（４）】

男子【２年（５）】

種別（人数）

競　技　日　程( Ｒ４ )

男子【４年（２）、５年（１）、６年（５）】、女子【５年（２）、６年（１）】

男子【１年（２）】、女子【１年（１）、２年（１）】
男子【１年（５）、２年（６）】、女子【１年（４）、２年（２）】

9:40



大会記録　＜男子の部＞

種別 学年 種目 記録 氏名 所属 年度
３年 １００ｍ １６秒０３ 片桐駿希　 柏崎Ｔ＆Ｆ 2014

４年 １００ｍ １４秒２０ 布施幸祐 柏崎Ｔ＆Ｆ 2014

５年 １００ｍ １３秒４８ 小山智也 枇杷島小 2014

６年 １００ｍ １２秒５３ 小山智也 枇杷島小 2015

３年 ８００ｍ ２分４８秒４２ 片桐禅太 柏崎Ｔ＆Ｆ 2013

４年 ８００ｍ ２分３９秒７１ 片桐禅太 柏崎Ｔ＆Ｆ 2014

５年 １５００ｍ ５分０８秒２３ 小林直太郎 新道小 2019

６年 １５００ｍ ４分５２秒１８ 小林直太郎 新道小 2020

３年 ８０ｍＨ １４秒５４ 布施幸祐 柏崎Ｔ＆Ｆ 2013

４年 ８０ｍＨ １４秒５９ 村上知広 柏崎Ｔ＆Ｆ 2009

５年 ８０ｍＨ １３秒０６ 堀井雄太 槇原小 2008

６年 ８０ｍＨ １２秒５１ 種岡幹大 柏崎Ｔ＆Ｆ 2008

３．４年 ４×１００ｍＲ １分０３秒５８ 池田・牧口・池田・沖 柏崎Ｔ＆Ｆ 2008

５・６年 ４×１００ｍＲ ５３秒４３ 小浜・廣川・池田・小山 枇杷島小 2018

３年 走高跳 ０ｍ９０ 佐藤琉煕亜 新道小 2020

４年 走高跳 １ｍ１5 阿部海仁 新道小 2021

５年 走高跳 １ｍ３０ 横山達也 半田小 1996

６年 走高跳 １ｍ４７ 高橋祐司 下小国小 1996

３年 走幅跳 ３ｍ１９ 早津　樹 刈羽小 2011

４年 走幅跳 ３ｍ６７ 大高颯斗 柏崎Ｔ＆Ｆ 2005

５年 走幅跳 ４ｍ４４ 小林一善 比角小 1992

６年 走幅跳 ４ｍ９５ 品田浩平 比角小 1997

１年 １００ｍ １２秒０２ 松谷孝人 第一中 2003

２年 １００ｍ １１秒３８ 松谷孝人 第一中 2004

１年 １５００ｍ ４分４２秒３７ 田邉慎吾 南中 2010

２年 １５００ｍ ４分２４秒５２ 新部雄大 第二中 2021

１年 １００ｍＨ １４秒１１ 近藤翠月 東中 2015

2年 １１０ｍＨ １５秒１４ 櫻井陽生 鏡が沖中 2018

１・２年 ４×１００ｍＲ ４６秒８９ 村山・中村・松原・小山 鏡が沖中 2017

森山秀幸 第三中 1992

高橋祐司 小国中 1997

品田純也 鏡が沖中 2003

2年 走高跳 １ｍ７１ 高野佑太 鏡が沖中 2001

1年 走幅跳 ５ｍ６５ 近藤蒼依 東中 2013

2年 走幅跳 ６ｍ０９ 海津義睴 第三中 2018

1年 砲丸投 １１ｍ８７ 近藤直樹 刈羽中 2001

2年 砲丸投 １１ｍ１０ 末崎日成太 瑞穂中 2016

小学

中学

1年 走高跳 １ｍ６０

-2-



大会記録　＜女子の部＞

種別 学年 種目 記録 氏名 所属 年度
3年 １００ｍ １６秒８１ 歌代咲彩 柏崎Ｔ＆Ｆ 2019

4年 １００ｍ １５秒４６ 須貝理央 柏崎Ｔ＆Ｆ 2019

5年 １００ｍ １３秒９７ 須貝理央 柏崎Ｔ＆Ｆ 2020

6年 １００ｍ １３秒６５ 須貝理央 柏崎Ｔ＆Ｆ 2021

3年 ８００ｍ ３分０３秒０５ 遠藤碧愛 刈羽小 2017

4年 ８００ｍ ２分５５秒７５ 福永みち 半田小 2010

5年 ８００ｍ ２分３９秒９６ 福永みち 柏崎Ｔ＆Ｆ 2011

6年 ８００ｍ ２分３０秒１１ 福永みち 半田小 2012

3年 ８０ｍＨ １６秒１４ 安達ほの香 刈羽小 2013

4年 ８０ｍＨ １４秒６１ 林崎裕香里 柏崎Ｔ＆Ｆ 2008

5年 ８０ｍＨ １３秒３７ 加藤多英 柏崎Ｔ＆Ｆ 2010

6年 ８０ｍＨ １２秒９９ 加藤多英 柏崎Ｔ＆Ｆ 2011

3・4年 ４×１００ｍＲ １分０３秒５８ 田邉・鈴木・小林・歌代 柏崎Ｔ＆Ｆ 2020

5・6年 ４×１００ｍＲ ５６秒４８ 村山・小関・両田・鈴木 柏崎Ｔ＆Ｆ 2020

3年 走高跳 １ｍ００ 両田亜子 柏崎Ｔ＆Ｆ 2017

5年 走高跳 １ｍ２３ 樽　香央里 枇杷島小 1998

6年 走高跳 １ｍ３２ 村山明美 大洲小 1989

3年 走幅跳 ２ｍ６７ 三上樹乃実 柏崎Ｔ＆Ｆ 2020

4年 走幅跳 ３ｍ１５ 安沢美涼 刈羽小 2013

5年 走幅跳 ３ｍ７８ 松浪由子 比角小 1993

6年 走幅跳 ４ｍ１８ 甫仮洋美 大洲小 1993

1年 １００ｍ １２秒８ 加藤久美子 刈羽中 1993

2年 １００ｍ １２秒７８ 山田萌々 第三中 2018

1年 ８００ｍ ２分２６秒８６ 品田貴恵子 松浜中 2000

2年 ８００ｍ ２分２２秒３６ 高橋富士子 瑞穂中 2011

1年 １００ｍＨ １５秒１９ 高橋侑夏 第二中 2010

2年 １００ｍＨ １５秒０１ 松本愛美 鏡が沖中 2017

1・2年 ４×１００ｍＲ ５１秒７２ 濁川・横田・権田・松本 鏡が沖中 2017

1年 走高跳 １ｍ４５ 品田法子 刈羽中 2001

石川茉紀 瑞穂中 2006

渡邉宇海 第三中 2018

1年 走幅跳 ４ｍ６２ 両田亜子 瑞穂中 2021

2年 走幅跳 ５ｍ１３ 野口　愛 第二中 2004

1年 砲丸投 ８ｍ１４ 小山恵里奈 高柳中 2008

2年 砲丸投 １０ｍ２１ 赤堀　舞 第二中 2012
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小学

中学

2年 走高跳 １ｍ４５



競 技 注 意 事 項 

１ 本大会は 2022年度日本陸上競技連盟規則並びに本大会申し合わせ事項により実施する。 

   ※小学生の不正スタートについて 

正式ルール（１回目のフライング失格）を適用しない。２回目のフライングは誰でも失格になる。 

２ 招集について 

  ◇招集は、競技開始地点で行う。リレーについては、各走順の場所で各走者の点呼を行う。 

  ◇トラック競技は競技開始の２０分前、フィールド競技は３０分前にスタート場所で点呼を行い

招集を完了する。招集に遅れた者は競技に参加できないので注意する。 

３ 小学校のアスリートビブスは受付で渡す。（安全ピンは各団体で用意する）。大会終了後は番号順

にそろえて必ず返却すること。 

４ アスリートビブスは胸と背中に四すみを確実に止めておくこと。ただし、走高跳、走幅跳、棒 

高跳の競技者は背、または胸の片方だけでよい。 

５ トラック競技の予選はタイムレースとし、決勝は８名（８チーム）で行う。ただし、1000分の 1秒

まで判定しても同記録の場合は抽選で決める。同組の場合は着順優先とする。 

６ トラック競技は写真判定を使用する。そのため、腰ナンバー標識（１～８）を各校で用意する。   

ただし､８００ｍ、１５００ｍについては主催者で準備し、招集の際に配布する。配布された腰ナ   

ンバー標識と安全ピンは競技終了後、直ちに競技者係に返納する。 

７ リレー競技に出場するチームは、受付時に渡すリレーオーダー用紙を、招集完了１時間前までに 

招集所に１部（A４の用紙に２部記入したもの）を提出する。決勝についても同じとする。中学 生

決勝のリレーオーダー用紙は競技者係におく。 

８ 走幅跳は、審判長の指示により計測ラインを設けることもある。 

９ 小学生ハードルは次の設定とする。 

  ３・４年生： 高さ６０ｃｍ インターバル６ｍ スタート～１台目まで 12ｍ ハードル数８台 

  ５・６年生： 高さ６８ｃｍ インターバル７ｍ スタート～１台目まで 12ｍ ハードル数８台 

10 サブトラックは、競技に支障のないようにグラウンドを利用してよい。ただし、フィールド内は   

遠慮すること。また、第一中学校のグラウンドは終日使用しないこと。 

11 小学校の８００ｍ、１５００ｍを除き、スパイクシューズを使用してもよい。但し、全天候型競   

技場につき、スパイクシューズのピンは９ｍｍ以下とする。走高跳は 12ｍｍ以下とする。 

12 競技中の傷害事故について救急処置はするが、その後の責任は負わない。各自・各学校で十分   

に注意すること。各団体で、保険に加入しておくこと。 

13 各種目１位にはメダル、８位まで賞状を授与する。（小学校のリレーは決勝出場者全員に授与す

る）。該当者は、競技終了後、本部・表彰係まで受領にくること。１位の競技者のみ、スタンド正

面で表彰を行う。 

14 選手控え場所については、次のとおりとする。中学校は、柏崎高校側の芝スタンド及びコンクリー

ト部分を使用する。小学校はメインスタンドか、アクアパーク側の芝スタンドとする。屋根のない

部分はテント設営可能とする。 

15 小学生参加者には 1名の保護者の付き添いを可とする。１名の保護者には小さな子供は含まない。

小さな子供も検温カードを受付で提出すること。付き添いの保護者は、検温カードを受付で提出

し、大会本部に提出すること。また、付き添い中は、見えるところに付き添い許可証（シール）を

貼ること。（リストバンドに変更する可能性有。）中学生の保護者の観戦は、選手１名につき１名

とする。              ４ 



４ 



男子の部



(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
サイトウ　ヤマト カシワザキティーアンドエフ

2 23 斎藤　大和(3) 柏崎T&F
タナベ　コウシロウ カシワザキティーアンドエフ

3 28 田辺　康士郎(3) 柏崎T&F
カツマタ　レオン カシワザキティーアンドエフ

4 21 勝又　玲音(3) 柏崎T&F
トクナガ　リク カシワザキティーアンドエフ

5 27 徳長　莉玖(3) 柏崎T&F
サトウ　リオ カシワザキティーアンドエフ

6 24 佐藤　理央(3) 柏崎T&F

タイムレース予選  

決勝  

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
コンドウ　カイセイ カシワザキティーアンドエフ ナイトウ　リュウノスケ カシワザキティーアンドエフ

2 16 近藤　凱世(4) 柏崎T&F 2 10 内藤　竜之介(4) 柏崎T&F
ハセガワ　コウセイ カシワザキティーアンドエフ マキグチ　ソウタ カリワ

3 11 長谷川　康成(4) 柏崎T&F 3 35 巻口　颯太(4) 刈羽・刈羽小
ウエキ　リンタロウ カシワザキティーアンドエフ マキグチ　シオン カシワザキティーアンドエフ

4 17 植木　倫太郎(4) 柏崎T&F 4 15 牧口　志温(4) 柏崎T&F
ワタナベ　リクト カシワザキティーアンドエフ クワバラ　ヒカル カシワザキティーアンドエフ

5 19 渡邊　陸斗(4) 柏崎T&F 5 7 桑原　光琉(4) 柏崎T&F
ワタナベ　タイチ カリワ ホリ　コウガ カリワ

6 36 渡部　太智(4) 刈羽・刈羽小 6 41 堀　煌河(4) 刈羽・刈羽

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録

5

1組

小学３年 男子 100m 2022/7/30 12:50
大会記録   16.03 片桐駿希 柏崎T＆F 2014 柏崎市陸上競技場

小学４年 男子 100m 22/7/30 10:55 ( 2組 0＋8 ) 

22/7/30 13:00  
大会記録   14.20 布施幸祐 柏崎T&F 2014

1組 2組

1組

〈〈 決勝 〉〉



タイムレース予選  

決勝  

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
イワサ　リュウキ ヒスミ タケダ　トモキ カシワザキティーアンドエフ

2 44 岩佐　竜希(5) 柏崎・比角小 2 2 武田　朋樹(5) 柏崎T&F
ワタナベ　ハヤト カシワザキティーアンドエフ オオムラ　エイル カシワザキティーアンドエフ

3 20 渡辺　隼斗(5) 柏崎T&F 3 12 大村　英琉(5) 柏崎T&F
ミノウラ　ユウヒ カシワザキティーアンドエフ ナガハラ　ユイマ カシワザキティーアンドエフ

4 29 箕浦　悠陽(5) 柏崎T&F 4 4 長原　唯眞(5) 柏崎T&F
カトウ　コウタ カシワザキティーアンドエフ カトウ　ケイタ カシワザキティーアンドエフ

5 14 加藤　煌大(5) 柏崎T&F 5 13 加藤　慶大(5) 柏崎T&F
セキヤ　ソウスケ カシワザキティーアンドエフ フナオカ　コウタ カシワザキティーアンドエフ

6 5 関谷　想介(5) 柏崎T&F 6 33 船岡　煌太(5) 柏崎T&F
セキ　ハルキ サバイシ

7 42 関　暖絆(5) 柏崎・鯖石小

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
シナダ　ヤマト カリワ

4 38 品田　大和(6) 刈羽・刈羽小

6

1組 2組

小学５年 男子 100m 22/7/30 11:00 ( 2組 0＋8 ) 

22/7/30 13:10  
大会記録   13.48 小山智也 枇杷島小 2015

1組

小学６年 男子 100m 22/7/30 13:20 ( 0＋8 ) 

大会記録   12.53 小山智也 枇杷島小 2015

〈〈 決勝 〉〉

1組



タイムレース予選  

決勝  

(-  .  m/s) (-  .  m/s)
ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録

コンドウ　ヨシト ミズホ ジメンヂ　シュン カシワザキダイニ

2 866 近藤　喜翔(1) 柏崎･瑞穂中 3 772 治面地 　瞬(1) 柏崎･第二中
ヒロイ　リュウタ カシワザキヒガシ シンガイ　カナト ミズホ

3 985 廣井　琉太(1) 柏崎･東中 4 869 真貝　奏都(1) 柏崎･瑞穂中
ヨコタ　タクマ カシワザキダイサン ツチダ　ミライ カリワ

4 782 横田　拓真(1) 柏崎･第三中 5 1124 土田　未来(1) 刈羽･刈羽中
オニヤマ　ユウト カリワ タナハシ　ユウセイ ニシヤマ

5 1121 鬼山　結翔(1) 刈羽･刈羽中 6 1107 店橋　優成(1) 柏崎･西山中
コマノ　マヒロ ミズホ マツバラ　カイ ミズホ

6 865 駒野　真大(1) 柏崎･瑞穂中 7 873 松原　櫂(1) 柏崎･瑞穂中
ツチダ　シュウト カシワザキダイニ メザキ　ソウマ カシワザキダイサン

7 774 土田　心優人(1) 柏崎･第二中 8 785 目崎　颯真(1) 柏崎･第三中
サトウ　イブキ マツハマ

8 918 佐藤　颯(1) 柏崎･松浜中

(-  .  m/s) (-  .  m/s)
ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録

イノマタ　カナタ ミズホ ヨシダ　ユウト マツハマ

2 862 猪俣　奏風(1) 柏崎･瑞穂中 2 920 吉田　悠翔(1) 柏崎･松浜中
マキグチ　タイガ キタジョウ タキザワ　ウタ ミズホ

3 1031 牧口　大雅(1) 柏崎･北条中 3 870 滝澤　宇楽(1) 柏崎･瑞穂中
コンドウ　リク カシワザキダイニ シャープ　ショーン カガミガオキ

4 771 近藤　陸(1) 柏崎･第二中 4 821 シャープ　ショーン(1) 柏崎･鏡が沖中
シゲノ　セイヤ ミズホ タケダ　カリブ カシワザキダイニ

5 868 茂野　聖也(1) 柏崎･瑞穂中 5 773 竹田　駆武(1) 柏崎･第二中
シナガワ　リオン カシワザキダイサン ヤマザキ　ソウイチロウ ミズホ

6 784 品川　璃温(1) 柏崎･第三中 6 874 山﨑　崇一郎(1) 柏崎･瑞穂中
タナカ　トラジ カリワ ワタナベ　アユキ カリワ

7 1123 田中　虎二(1) 刈羽･刈羽中 7 1125 渡辺　歩輝(1) 刈羽･刈羽中
ワカバヤシ　リュウト カガミガオキ イシダ　コウキ カシワザキダイサン

8 825 若林　　龍杜(1) 柏崎･鏡が沖中 8 783 石田 　昊輝(1) 柏崎･第三中

(-  .  m/s)
ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録

マツモト　レン カシワザキダイニ

2 775 松本　漣(1) 柏崎･第二中
マキ　タイセイ ミズホ

3 872 牧　大誠(1) 柏崎･瑞穂中
コバヤシ　ユウト カガミガオキ

4 822 小林　　祐翔(1) 柏崎･鏡が沖中
シバノ　ソウタ マツハマ

5 919 柴野　蒼大(1) 柏崎･松浜中
ウメハラ　キョウスケ カシワザキダイニ

6 770 梅原　京介(1) 柏崎･第二中
トクマ　コウタ ミズホ

7 871 德間　広太(1) 柏崎･瑞穂中

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録

7

1組 2組

中学１年 男子 100m 22/7/30 10:20 ( 5組 0＋8 ) 

22/7/30 13:30  
大会記録   12.02 松谷孝人 第一中 2003

5組

3組 4組

〈〈 決勝 〉〉

1組



タイムレース予選  

決勝  

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
マエカワ　ヒナタ ミズホ ヨシカワ　ルク カリワ

2 898 前川　陽向(2) 柏崎･瑞穂中 2 1120 吉川　翔空(2) 刈羽･刈羽中
タカハシ　ユウスケ カシワザキダイサン イガラシ　カズマ カシワザキダイイチ

3 808 髙橋　悠介(2) 柏崎･第三中 3 735 五十嵐　一満(2) 柏崎･第一中
ウチヤマ　タクミ カシワザキダイニ ヒロカワ　ユイト カシワザキダイニ

4 757 内山　拓海(2) 柏崎･第二中 4 761 廣川　結斗(2) 柏崎･第二中
オオタ　イチヨウ マツハマ ウメザワ　ユウ カガミガオキ

5 905 太田　一陽(2) 柏崎･松浜中 5 849 梅澤　悠(2) 柏崎･鏡が沖中
ワタナベ　リュウ カシワザキヒガシ マツザキ　タクミ ミズホ

6 1003 渡辺　竜生(2) 柏崎･東中 6 895 末崎　拓海(2) 柏崎･瑞穂中
フセ　シオン カシワザキダイニ モチヅキ　ダイキ カシワザキダイサン

7 762 布施　心温(2) 柏崎･第二中 7 813 望月　大生(2) 柏崎･第三中
イワマ　レン ミズホ ヤナギ　セナ マツハマ

8 891 岩間　廉(2) 柏崎･瑞穂中 8 912 栁　瀬永(2) 柏崎･松浜中

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
タナカ　ユズキ カシワザキダイサン ハギノ　ルキヤ カリワ

2 809 田中　柚希(2) 柏崎･第三中 2 1118 萩野　瑠輝哉(2) 刈羽･刈羽中
ヒロセ　レン カシワザキショウヨウチュウトウ サトウ　ヒラク カシワザキダイイチ

3 1149 廣瀨　羚人(2) 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 3 738 佐藤　日楽(2) 柏崎･第一中
オシミ　コウヤ カシワザキダイイチ ホシノ　リョウタ カシワザキダイサン

4 737 押見　昊哉(2) 柏崎･第一中 4 810 星野　綾汰(2) 柏崎･第三中
マルヤマ　シキ カシワザキダイサン ホカリ　ユウキ ミズホ

5 812 丸山　士稀(2) 柏崎･第三中 5 894 帆刈　勇貴(2) 柏崎･瑞穂中
サクライ　コウスケ カガミガオキ ソネ　ミム カシワザキダイサン

6 848 櫻井　航介(2) 柏崎･鏡が沖中 6 806 曽根　実夢(2) 柏崎･第三中
トクナガ　ユウタ カシワザキダイニ オザキ　ソウ カシワザキダイイチ

7 758 德永　侑太(2) 柏崎･第二中 7 736 尾﨑　想(2) 柏崎･第一中
ムラヤマ　ケイト ミズホ オグマ　カンタロウ カシワザキダイサン

8 896 村山　恵人(2) 柏崎･瑞穂中 8 804 小熊　貫太郎(2) 柏崎･第三中

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録

8

大会記録   11.38 松谷孝人 第一中 2004

1組 2組

中学２年 男子 100m 22/7/30 10:40 ( 4組 0＋8 ) 

22/7/30 13:40  

3組 4組

〈〈 決勝 〉〉

1組



(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
ヤマタニ　ヒナタ カスガ シモトリ　エイト アライ

1 253 山谷　日向(3) 上越･春日中 1 1388 霜鳥　瑛叶(1) 妙高･新井中
ノザワ　ハルキ ジョウセイ マルヤマ　ソウタ ジョウセイ

2 116 野沢　晴樹(3) 上越･城西中 2 117 丸山　颯大(3) 上越･城西中
イノマタ　マサハル カシワザキダイニ ナカガワ　ハルト アライ

3 769 猪俣　誠温(3) 柏崎･第二中 3 1387 中川　晴太(1) 妙高･新井中
トクナガ　カナム カシワザキショウヨウチュウトウ ムロオカ　ナツ ヨシカワ

4 1142 德永　叶夢(3) 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 4 530 室岡　ナツ(3) 上越･吉川中
モガキ　ソウタ ジョウトウ フルキ　ユイト ジョウセイ

5 53 茂垣　蒼太(3) 上越･城東中 5 89 古木　維人(3) 上越･城西中
シライシ　ルイ カスガ コバヤシ　レイト ナダチ

6 259 白石　流緯(3) 上越･春日中 6 659 小林　怜仁(2) 上越･名立中
カミムラ　タクミ カガミガオキ ノグチ　タクト サンワ

7 841 上村　拓未(3) 柏崎･鏡が沖中 7 639 野口　拓人(3) 上越･三和中
イシヅカ　シュキ カシワザキダイニ ミヤシタ　ルイ アライ

8 751 石塚　守貴(3) 柏崎･第二中 8 1383 宮下　琉生(2) 妙高･新井中

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
サトウ　ユウシン サンワ ミヤシタ　ヤマト アライ

1 636 佐藤　優心(3) 上越･三和中 2 1382 宮下　大和(2) 妙高･新井中
クレムラ　コウ ジョウセイ モタイ　ヒロト カガミガオキ

2 105 呉村　航(2) 上越･城西中 3 843 茂田井　大翔(3) 柏崎･鏡が沖中
マエダ　ゴウ ジョウセイ ムラオカ　トシヒデ ヨシカワ

3 102 前田　剛(2) 上越･城西中 4 532 村岡　俊英(2) 上越･吉川中
ヤマモト　ショウエイ ヨシカワ クロダ　ユウギ ジョウセイ

4 533 山本　奨永(2) 上越･吉川中 5 106 黒田　優義(2) 上越･城西中
サトウ　コウセイ ジョウセイ コバヤシ　ヒロタケ カリワ

5 107 佐藤　康生(2) 上越･城西中 6 1115 小林　寛岳(3) 刈羽･刈羽中
モチヅキ　ダイキ カシワザキダイサン ツチヤ　タケル ジョウセイ

6 813 望月　大生(2) 柏崎･第三中 7 100 土屋　武尊(2) 上越･城西中
ヨシムラ　シゲアキ カガミガオキ ゴトウ　シンゴ アライ

7 844 吉村　維章(3) 柏崎･鏡が沖中 8 1367 後藤　慎吾(2) 妙高･新井中
ニシヤマ　キョウ アライ

8 1369 西山　響(2) 妙高･新井中

9

U16男子145m　　22/7/30 15:40 ( 4組 ) 

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

3組 4組



ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
コジマ　シンヤ アライ

1 1368 小嶋　心哉(1) 妙高･新井中
ヤナギハラ　ヨウタ ジョウセイ

2 88 柳原　遙太(3) 上越･城西中
ヤマザキ　ソラ ナダチ

3 657 山﨑　大空(3) 上越･名立中
タナカ　セイゴ アライ

4 1372 田中　晟悟(1) 妙高･新井中
キグレ　ハルイ サンワ

5 626 木暮　悠偉(3) 上越･三和中
シモトリ　コウ アライ

6 1381 霜鳥　康(2) 妙高･新井中
ニノクラ　コウセイ カスガ

7 296 二ノ倉　弘聖(3) 上越･春日中
ムロオカ　ナツ ヨシカワ

8 530 室岡　ナツ(3) 上越･吉川中
ウエハラ　サクマ ジョウセイ

9 104 上原　咲真(2) 上越･城西中
カネコ　カズヤ カシワザキダイイチ

10 721 金子　和也(3) 柏崎･第一中
タナカ　シュント カシワザキショウヨウチュウトウ

11 1140 田中　舜人(3) 柏崎･柏崎翔洋中等(中)

ニベ　タケヒロ カシワザキダイニ

12 768 新部　雄大(3) 柏崎･第二中
コヤマ　キョウシロウ カシワザキダイニ

13 755 小山　恭士郎(3) 柏崎･第二中
エグチ　コオマ ジョウトウ

14 45 江口　功真(3) 上越･城東中
マスイ　タイセイ カシワザキダイニ

15 752 増井　大晟(3) 柏崎･第二中
ヒゴ　イツキ ジョウトウ

16 71 比護　一稀(2) 上越･城東中
ゴンダ　ユウヒ カシワザキダイニ

17 756 権田　勇飛(3) 柏崎･第二中

10

1組

U16 男子 1000m 22/7/30 15:10  



ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
タカハシ　フミヤ カシワザキティーアンドエフ

1 25 髙橋　郁弥(3) 柏崎T&F
マキグチ　ヒロム カシワザキティーアンドエフ

2 26 牧口　大夢(3) 柏崎T&F
シゲノ　ケンセイ カシワザキティーアンドエフ

3 22 茂野　謙清(3) 柏崎T&F

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
タネオカ　イツキ カシワザキティーアンドエフ [3:04.47]

1 8 種岡　樹(4) 柏崎T&F
アサカ　ケイスケ カシワザキティーアンドエフ

2 30 朝賀　啓介(4) 柏崎T&F
エンドウ　ハル カシワザキティーアンドエフ

3 32 遠藤　暖(4) 柏崎T&F

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
ナカムラ　リクア カシワザキティーアンドエフ

1 31 中村　陸空(5) 柏崎T&F
エジリ　シマ ヒスミ

2 45 江尻　士真(5) 柏崎・比角小
オグマ　セイタ カシワザキティーアンドエフ [5:19.50]

3 3 小熊　惺太(5) 柏崎T&F

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
ニシダ　ユキ ビワジマ

2 46 西田　有希(6) 柏崎・枇杷島小
タナカ　ハルミ カシワザキティーアンドエフ [6:45.83]

3 6 田中　春海(6) 柏崎T&F
タナベ　リンタロウ ビワジマ

4 47 田辺　倫太郎(6) 柏崎・枇杷島小
イズミ　カイセイ カシワザキティーアンドエフ [5:59.08]

5 1 泉　快生(6) 柏崎T&F
トクナガ　カイト カシワザキティーアンドエフ [7:17.56]

6 18 徳長　快斗(6) 柏崎T&F

11

小学５年 男子 1500m 22/7/30 09:00  
大会記録   5:08.25 小林直太郎 新道小 2019

1組

小学３年 男子 800m 22/7/30 09:40  
大会記録   2:48.42 片桐禅太 柏崎T＆F 2013

1組

小学６年 男子 1500m 22/7/30 09:10  
大会記録   4:52.18 小林直太郎 新道小 2020

1組

小学４年 男子 800m 22/7/30 09:45  
大会記録   2:39.71 片桐禅太 柏崎T&F 2014

1組



ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
ヤナギヤナギ　ケイト カシワザキダイサン [5:37.85]

1 786 栁　敬隼(1) 柏崎･第三中
クガ　ハルト ミズホ

2 864 久家　晴翔(1) 柏崎･瑞穂中
ヤマダ　ユウジロウ カガミガオキ [6:09.81]

3 824 山田　　祐士郎(1) 柏崎･鏡が沖中
サトウ　タイセ カシワザキダイイチ [6:24.74]

4 744 佐藤　泰世(1) 柏崎･第一中
イケダ　シュウタ ミズホ

5 861 池田　脩大(1) 柏崎･瑞穂中
ナガシマ　キヨナオ カシワザキショウヨウチュウトウ [6:00.69]

6 1144 長島　清尚(1) 柏崎･柏崎翔洋中等(中)

フセ　ミズキ カシワザキミナミ [5:28.32]
7 946 布施　瑞季(1) 柏崎･南中

マルヤマ　ハルキ カシワザキショウヨウチュウトウ [4:59.49]
8 1145 丸山　暖貴(1) 柏崎･柏崎翔洋中等(中)

ササガワ　ケイ ミズホ

9 867 笹川　勁(1) 柏崎･瑞穂中
シナダ　エイト カシワザキショウヨウチュウトウ [5:26.66]

10 1143 品田　瑛飛(1) 柏崎･柏崎翔洋中等(中)

カネコ　ソウタロウ カシワザキダイサン [6:18.72]
11 781 金子　颯太朗(1) 柏崎･第三中

カネコ　ヒカル カリワ

12 1122 金子　晄(1) 刈羽･刈羽中

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
タカハシ　メイ カシワザキダイサン [5:07.36]

1 807 髙橋　明(2) 柏崎･第三中
コバヤシ　シュウスケ カシワザキダイニ [5:21.58]

2 764 小林　柊輔(2) 柏崎･第二中
ヌノカワ　ハヤト カシワザキダイイチ [5:01.13]

3 740 布川　隼人(2) 柏崎･第一中
クラガノ　ソウ カシワザキダイニ [5:30.57]

4 763 倉賀野　颯(2) 柏崎･第二中
イケダ　ナオヒロ カシワザキダイサン [4:34.55]

5 802 池田　直大(2) 柏崎･第三中
ホンマ　ユウセイ カシワザキダイイチ [5:41.06]

6 741 本間　悠聖(2) 柏崎･第一中
ハラ　ユウスケ カシワザキダイニ [4:43.29]

7 759 原　佑輔(2) 柏崎･第二中
ナカムラ　タイチ マツハマ [5:46.47]

8 911 中村　太一(2) 柏崎･松浜中
ミヤヤマ　ユウシン カシワザキダイイチ [4:42.87]

9 742 宮山　侑真(2) 柏崎･第一中
ヨコヤマ　アオイ ミズホ [5:28.44]

10 897 横山　蒼(2) 柏崎･瑞穂中
ヤナギ　リョウスケ カガミガオキ [4:52.64]

11 851 栁　涼介(2) 柏崎･鏡が沖中
シモジョウ　ソウヤ ミズホ [5:34.05]

12 893 下條　漱也(2) 柏崎･瑞穂中
オオタカ　クリフ ミズホ [5:20.98]

13 892 大髙　空里渉(2) 柏崎･瑞穂中
ナガハシ　タツキ カシワザキダイイチ [5:53.03]

14 739 長橋　竜生(2) 柏崎･第一中
ツチダ　ヒナタ カシワザキヒガシ [5:37.92]

15 1002 土田　陽向(2) 柏崎･東中
ナンバ　トモイチロウ カシワザキミナミ [6:25.27]

16 944 南波　智一郎(2) 柏崎･南中
マルヤマ　ケイスケ カシワザキダイサン [4:37.82]

17 811 丸山　蛍亮(2) 柏崎･第三中
マキグチ　ダイキ カシワザキショウヨウチュウトウ [5:04.78]

18 1150 牧口　大輝(2) 柏崎･柏崎翔洋中等(中)

タムラ　カイト カシワザキヒガシ [5:27.72]
19 1001 田村　海翔(2) 柏崎･東中 12

1組

中学１年 男子 1500m 22/7/30 09:20  
大会記録   4:42.37 田邉慎吾 南中 2010

中学２年 男子 1500m 22/7/30 09:30  
大会記録   4:24.52 新部雄大 第二中 2021

1組



(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
オガワ　リヅキ マツハマ

5 906 小川　璃月(2) 柏崎･松浜中

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
ホサカ　レオン カシワザキダイサン

3 796 保坂　怜音(3) 柏崎･第三中
ナカムラ　セイア カシワザキショウヨウチュウトウ

4 1141 中村　聖空(3) 柏崎･柏崎翔洋中等(中)

13

1組

中学２年 男子 110mH 2022/7/30 12:25
大会記録   15.14 櫻井陽生 鏡が沖中 2018

U16男子110mH [99.1cm]　　22/7/30 12:30  

〈〈 決勝 〉〉

1組



1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

2 5
[  ] サイトウ　ヤマト [  ] サトウ　リオ [  ] ナイトウ　リュウノスケ [  ] ハセガワ　コウセイ

23 斎藤 大和(3) 24 佐藤 理央(3) 10 内藤 竜之介(4) 11 長谷川 康成(4)

[  ] タカハシ　フミヤ [  ] トクナガ　リク [  ] ウエキ　リンタロウ [  ] ワタナベ　リクト

25 髙橋 郁弥(3) 27 徳長 莉玖(3) 17 植木 倫太郎(4) 19 渡邊 陸斗(4)

3 6
[  ] カツマタ　レオン [  ] シゲノ　ケンセイ [  ] マキグチ　シオン [  ] コンドウ　カイセイ

21 勝又 玲音(3) 22 茂野 謙清(3) 15 牧口 志温(4) 16 近藤 凱世(4)
[  ] マキグチ　ヒロム [  ] タナベ　コウシロウ [  ] アサカ　ケイスケ [  ] クワバラ　ヒカル

26 牧口 大夢(3) 28 田辺 康士郎(3) 30 朝賀 啓介(4) 7 桑原 光琉(4)

4
[  ] イリサワ　ソウスケ [  ] マキグチ　ソウタ

34 入澤 宗介(4) 35 巻口 颯太(4)
[  ] ワタナベ　タイチ [  ] ホリ　コウガ

36 渡部 太智(4) 41 堀 煌河(4)

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

4 6
[  ] オオムラ　エイル [  ] ナカムラ　リクア [  ] タケダ　トモキ [  ] ワタナベ　ハヤト

12 大村 英琉(5) 31 中村 陸空(5) 2 武田 朋樹(5) 20 渡辺 隼斗(5)
[  ] フナオカ　コウタ [  ] ナガハラ　ユイマ [  ] オグマ　セイタ [  ] セキヤ　ソウスケ

33 船岡 煌太(5) 4 長原 唯眞(5) 3 小熊 惺太(5) 5 関谷 想介(5)

5
[  ] イリサワ　ダイスケ [  ] シナダ　ヤマト

37 入澤 大輔(6) 38 品田 大和(6)
[  ] タナベ　アオト [  ] ナヅカ　リョウト

39 田辺 碧翔(6) 40 名塚 陵翔(6)

14

カシワザキティーアンドエフ カシワザキティーアンドエフ

小学３・４年 男子 4x100mR 2022/7/30 14:00
大会記録   1:03.58 池田・牧口・池田・沖 柏崎T＆F 2008

柏崎T&F3年B 柏崎T&F4年B

カシワザキティーアンドエフ カシワザキティーアンドエフ

柏崎T&F3年A 柏崎T&F4年A

カリワ

刈羽・刈羽小

カシワザキティーアンドエフ カシワザキティーアンドエフ

小学５・６年 男子 4x100mR 2022/7/30 14:10
大会記録   53.43 小浜・廣川・池田・小山 枇杷島小 2015

柏崎T&F5年A

カリワ

刈羽・刈羽小

柏崎T&F5年B



タイムレース予選  

決勝  

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

2 5
[  ] イケダ　シュウタ [  ] コマノ　マヒロ [  ] コンドウ　ヨシト [  ] ウメハラ　キョウスケ [  ] コンドウ　リク [  ] ジメンヂ　シュン

861 池田 脩大(1) 865 駒野 真大(1) 866 近藤 喜翔(1) 770 梅原 京介(1) 771 近藤 陸(1) 772 治面地  瞬(1)

[  ] タキザワ　ウタ [  ] マキ　タイセイ [  ] タケダ　カリブ [  ] ツチダ　シュウト [  ] マツモト　レン

870 滝澤 宇楽(1) 872 牧 大誠(1) 773 竹田 駆武(1) 774 土田 心優人(1) 775 松本 漣(1)

3 6
[  ] イガラシ　カズマ [  ] オザキ　ソウ [  ] オオタ　イチヨウ [  ] オガワ　リヅキ [  ] ナカジマ　カズキ

735 五十嵐 一満(2) 736 尾﨑 想(2) 905 太田 一陽(2) 906 小川 璃月(2) 910 中島 和希(2)
[  ] オシミ　コウヤ [  ] サトウ　ヒラク [  ] ナカムラ　タイチ [  ] ヤナギ　セナ [  ] ヨシダ　ユウト

737 押見 昊哉(2) 738 佐藤 日楽(2) 911 中村 太一(2) 912 栁 瀬永(2) 920 吉田 悠翔(1)

4 7
[  ] シナダ　エイト [  ] ナガシマ　キヨナオ [  ] マルヤマ　ハルキ [  ] アベ　アオシ [  ] ハギノ　ルキヤ [  ] オニヤマ　ユウト

1143 品田 瑛飛(1) 1144 長島 清尚(1) 1145 丸山 暖貴(1) 1116 阿部 蒼士(2) 1118 萩野 瑠輝哉(2) 1121 鬼山 結翔(1)

[  ] ヒロセ　レン [  ] マキグチ　ダイキ [  ] カネコ　ヒカル [  ] タナカ　トラジ [  ] ワタナベ　アユキ

1149 廣瀨 羚人(2) 1150 牧口 大輝(2) 1122 金子 晄(1) 1123 田中 虎二(1) 1125 渡辺 歩輝(1)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

2 5
[  ] ホンマ　ユウセイ [  ] ホシ　シュンタロウ [  ] ウチヤマ　タクミ [  ] トクナガ　ユウタ

741 本間 悠聖(2) 743 星 駿太郎(2) 757 内山 拓海(2) 758 德永 侑太(2)
[  ] ホリイ　ミズキ [  ] ヤマザキ　イタル [  ] ヒロカワ　ユイト [  ] フセ　シオン

745 堀井 瑞希(1) 746 山崎  至(1) 761 廣川 結斗(2) 762 布施 心温(2)

3 6
[  ] シャープ　ショーン [  ] コバヤシ　ユウト [  ] ワカバヤシ　リュウト [  ] イシダ　コウキ [  ] シナガワ　リオン [  ] オキ　カオル

821 シャープ ショーン(1) 822 小林  祐翔(1) 825 若林  龍杜(1) 783 石田  昊輝(1) 784 品川 璃温(1) 803 沖 郁(2)
[  ] サクライ　コウスケ [  ] ウメザワ　ユウ [  ] ヤナギ　リョウスケ [  ] ホシノ　リョウタ [  ] マルヤマ　シキ [  ] モチヅキ　ダイキ

848 櫻井 航介(2) 849 梅澤 悠(2) 851 栁 涼介(2) 810 星野 綾汰(2) 812 丸山 士稀(2) 813 望月 大生(2)

4 7
[  ] タムラ　カイト [  ] ツチダ　ヒナタ [  ] ワタナベ　リュウ [  ] イワマ　レン [  ] ホカリ　ユウキ [  ] マツザキ　タクミ

1001 田村 海翔(2) 1002 土田 陽向(2) 1003 渡辺 竜生(2) 891 岩間 廉(2) 894 帆刈 勇貴(2) 895 末崎 拓海(2)
[  ] ヒロイ　リュウタ [  ] コスギ　カンタ [  ] サトウ　ミナト [  ] ムラヤマ　ケイト [  ] マエカワ　ヒナタ

985 廣井 琉太(1) 986 小杉 莞太(1) 987 佐藤 湊斗(1) 896 村山 恵人(2) 898 前川 陽向(2)

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

1 5

2 6

3 7

4 8

15

ミズホ カシワザキダイニビー

中学１・２年 男子 4x100mR 22/7/30 11:20 ( 2組 0＋8 ) 
22/7/30 14:20  

大会記録   46.89 村山・中村・松原・小山 鏡が沖中 2017

柏崎･瑞穂中B 柏崎･第二中B

カシワザキダイイチエー マツハマ

柏崎･第一中A 柏崎･松浜中

カシワザキショウヨウチュウトウ カリワ

柏崎･柏崎翔洋中等(中) 刈羽･刈羽中

カシワザキダイイチビー カシワザキダイニエー

柏崎･第一中B 柏崎･第二中A

カガミガオキ カシワザキダイサン

柏崎･鏡が沖中 柏崎･第三中

カシワザキヒガシ ミズホ

柏崎･東中 柏崎･瑞穂中A

〈〈 決勝 〉〉



1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録
[49.03]

4 5
[  ] ツチヤ　タケル [  ] マエダ　ゴウ [  ] クレムラ　コウ [  ] ゴトウ　シンゴ [  ] ニシヤマ　キョウ [  ] ミヤシタ　ヤマト

100 土屋 武尊(2) 102 前田 剛(2) 105 呉村 航(2) 1367 後藤 慎吾(2) 1369 西山 響(2) 1382 宮下 大和(2)

[  ] クロダ　ユウギ [  ] サトウ　コウセイ [  ] ミヤシタ　ルイ [  ] ナカガワ　ハルト [  ] シモトリ　エイト

106 黒田 優義(2) 107 佐藤 康生(2) 1383 宮下 琉生(2) 1387 中川 晴太(1) 1388 霜鳥 瑛叶(1)

16

上越･城西中 妙高･新井中

U16男子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

ジョウセイ アライ



ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
イケダ　ハヤト カシワザキティーアンドエフ

1 9 池田　捷人(4) 柏崎T&F
イリサワ　ソウスケ カリワ

2 34 入澤　宗介(4) 刈羽・刈羽小

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
サカタ　ユウト サバイシ

1 43 阪田　悠斗(5) 柏崎・鯖石小

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
イリサワ　ダイスケ カリワ

1 37 入澤　大輔(6) 刈羽・刈羽小
マルタ　リオン ビワジマ

2 48 丸田　璃音(6) 柏崎・枇杷島小
タナベ　アオト カリワ

3 39 田辺　碧翔(6) 刈羽・刈羽小
ヤマザキ　ユウタ ビワジマ

4 49 山﨑　裕太(6) 柏崎・枇杷島小
ナヅカ　リョウト カリワ

5 40 名塚　陵翔(6) 刈羽・刈羽小

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
コスギ　カンタ カシワザキヒガシ

1 986 小杉　莞太(1) 柏崎･東中
イケダ　ユウゴ ニシヤマ

2 1082 池田　悠悟(1) 柏崎･西山中
ホリイ　ミズキ カシワザキダイイチ

3 745 堀井　瑞希(1) 柏崎･第一中
サトウ　ミナト カシワザキヒガシ

4 987 佐藤　湊斗(1) 柏崎･東中
ヤマザキ　イタル カシワザキダイイチ

5 746 山崎　　至(1) 柏崎･第一中

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
シラカワ　リク マツハマ

1 909 白川　莉空(2) 柏崎･松浜中
オキ　カオル カシワザキダイサン

2 803 沖　郁(2) 柏崎･第三中
ホシ　シュンタロウ カシワザキダイイチ

3 743 星　駿太郎(2) 柏崎･第一中
キクチ　リュウキ マツハマ

4 907 菊池　羚希(2) 柏崎･松浜中
イワシタ　イオリ ニシヤマ

5 1081 岩下　依織(2) 柏崎･西山中
シナダ　タケト マツハマ

6 908 品田　丈翔(2) 柏崎･松浜中 17

1組

小学４年 男子 走幅跳 22/7/30 09:30  
大会記録   3.67 大高颯斗 柏崎Ｔ＆Ｆ 2005

1組

小学５年 男子 走幅跳 22/7/30 09:30  
大会記録   4.44 小林一善 比角小 1992

1組

小学６年 男子 走幅跳 22/7/30 09:30  
大会記録   4.95 品田浩平 比角小 1997

1組

中学１年 男子 走幅跳 22/7/30 11:00  
大会記録   5.65 近藤蒼依 東中 2013

1組

中学２年 男子 走幅跳 22/7/30 11:00  
大会記録   6.09 海津義暉 第三中 2018



ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
モタイ　ヒロト カガミガオキ

1 843 茂田井　大翔(3) 柏崎･鏡が沖中
イシヅカ　シュキ カシワザキダイニ

2 751 石塚　守貴(3) 柏崎･第二中
ヨシムラ　シゲアキ カガミガオキ

3 844 吉村　維章(3) 柏崎･鏡が沖中
アベ　ハルト カシワザキダイニ

4 754 阿部　晴斗(3) 柏崎･第二中
ヨコオ　ラウ サンワ

5 646 横尾　嵐優(3) 上越･三和中
カミムラ　タクミ カガミガオキ

6 841 上村　拓未(3) 柏崎･鏡が沖中

18

U16男子三段跳

〈〈 決勝 〉〉

1組



ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
サカタ　オトヤ マツハマ

1 917 坂田　響也(1) 柏崎･松浜中
サイトウ　ダイム カシワザキミナミ

2 945 斉藤　大夢(1) 柏崎･南中

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
ナカジマ　カズキ マツハマ

1 910 中島　和希(2) 柏崎･松浜中
コメマス　キョウタ カシワザキダイニ

2 779 米桝　杏太(2) 柏崎･第二中
ヤザワ　ミズキ カシワザキショウヨウチュウトウ

3 1148 矢澤　瑞希(2) 柏崎･柏崎翔洋中等(中)

エンドウ　リキ マツハマ

4 916 遠藤　利輝(2) 柏崎･松浜中
アベ　アオシ カリワ

5 1116 阿部　蒼士(2) 刈羽･刈羽中

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
オオミヤ　トウヤ サンワ

1 644 大宮　統矢(3) 上越･三和中
タナベ　ルキラ ニイガタサンギョウダイガクフゾク [33.94]

2 35 田邉　琉輝(1) 新潟産大附
ニシジョウ　トモキ サンワ

3 638 西條　智貴(3) 上越･三和中

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
シモジョウ　タケル カシワザキダイサン

1 795 下條　剛(3) 柏崎･第三中
コバヤシ　レイト ナダチ

2 659 小林　怜仁(2) 上越･名立中
ノザワ　ハルキ ジョウセイ

3 116 野沢　晴樹(3) 上越･城西中
ヤマザキ　ソラ ナダチ

4 657 山﨑　大空(3) 上越･名立中
イケダ　ユイト カシワザキダイサン

5 797 池田　唯人(3) 柏崎･第三中
ナカムラ　ソウジロウ ナダチ

6 660 中村　奏志郎(2) 上越･名立中 19

1組

中学１年 男子 砲丸投2.72k(6#) 22/7/30 10:30  
大会記録   11.87 近藤直樹 刈羽中 2001

1組

中学２年 男子 砲丸投5k 22/7/30 11:00  
大会記録   11.10 末崎日成太 瑞穂中 2016

U16男子円盤投 [1.5kg]

〈〈 決勝 〉〉
1組

〈〈 決勝 〉〉
1組

U16男子ジャベリックスロー



女子の部



タイムレース予選  

決勝  

(-  .  m/s) (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
コヤマ　ヒナノ カシワザキティーアンドエフ コバヤシ　アイ カシワザキティーアンドエフ

2 14 小山　陽菜乃(4) 柏崎T&F 3 17 小林　愛依(4) 柏崎T&F
エミ　ヒナタ カシワザキティーアンドエフ マルタ　メイ カシワザキティーアンドエフ

3 30 江見　向日葵(4) 柏崎T&F 4 12 丸田　芽生(4) 柏崎T&F
イノツメ　サツキ カシワザキティーアンドエフ ウメザワ　リョウ カシワザキティーアンドエフ

4 18 猪爪　颯姫(4) 柏崎T&F 5 15 梅澤　綾(4) 柏崎T&F
カンノ　ユリ カシワザキティーアンドエフ カタギリ　ユメ カシワザキティーアンドエフ

5 33 菅野　由梨(4) 柏崎T&F 6 16 片桐　夢芽(4) 柏崎T&F
コヤマ　ミサキ カシワザキティーアンドエフ

6 13 小山　美咲(4) 柏崎T&F

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
コバヤシ　エミリ カシワザキティーアンドエフ

1 24 小林　笑理(5) 柏崎T&F
ワタナベ　ルカ カシワザキティーアンドエフ

2 8 渡辺　琉叶(5) 柏崎T&F
ヤマモト　ユイナ カシワザキティーアンドエフ

3 23 山本　結菜(5) 柏崎T&F
オカダ　イロハ カシワザキティーアンドエフ

4 22 岡田　彩春(5) 柏崎T&F
コバヤシ　リナ カシワザキティーアンドエフ

5 27 小林　璃南(5) 柏崎T&F
ムラヤマ　ニカ カシワザキティーアンドエフ

6 11 村山　仁香(5) 柏崎T&F
ムラタ　ハナ カシワザキティーアンドエフ

7 21 村田　華(5) 柏崎T&F
シナダ　アミ カシワザキティーアンドエフ

8 9 品田　葵海(5) 柏崎T&F

20

1組 2組

小学４年 女子 100m 22/7/30 10:50 ( 2組 0＋8 ) 

22/7/30 12:55  
大会記録   15.46 須貝理央 柏崎T＆F 2019

1組

〈〈 決勝 〉〉

1組

小学５年 女子 100m 2022/7/30 13:05
大会記録   13.97 須貝理央 柏崎T＆F 2020



タイムレース予選  

決勝  

(-  .  m/s) (-  .  m/s)
ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録

ワタナベ　エマ ビワジマ ゴンダ　ハルカ カシワザキティーアンドエフ

3 47 渡邉　映茉(6) 柏崎・枇杷島小 3 10 権田　陽香(6) 柏崎T&F
コバヤシ　ミユ カシワザキティーアンドエフ テラセ　ユズキ ビワジマ

4 1 小林　美結(6) 柏崎T&F 4 45 寺瀬　柚希(6) 柏崎・枇杷島小
コイケ　ユナ ビワジマ タカハシ　ユウナ カシワザキティーアンドエフ

5 46 小池　由菜(6) 柏崎・枇杷島小 5 29 髙橋　由奈(6) 柏崎T&F
タナベ　ユウカ カシワザキティーアンドエフ カタギリ　ユア カシワザキティーアンドエフ

6 5 田邉　優花(6) 柏崎T&F 6 3 片桐　唯愛(6) 柏崎T&F
ウタシロ　サアヤ カシワザキティーアンドエフ

7 2 歌代　咲彩(6) 柏崎T&F

(-  .  m/s)
ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録

タイムレース予選  

決勝  

(-  .  m/s) (-  .  m/s)
ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録

サトウ　ユイ カシワザキダイサン ミカミ　コノハ カシワザキダイサン

2 782 佐藤　裕依(1) 柏崎･第三中 2 783 三上　瑚乃葉(1) 柏崎･第三中
ヨシオカ　ツバキ ニシヤマ ワタナベ　ユイ カシワザキダイニ

3 1109 吉岡　椿姫(1) 柏崎･西山中 3 754 渡邊　結衣(1) 柏崎･第二中
スガイ　リオ カシワザキダイサン マツイ　コハル ニシヤマ

4 785 須貝　理央(1) 柏崎･第三中 4 1108 松井　心春(1) 柏崎･西山中
サカイ　リラ カシワザキダイニ サイトウ　サリナ カシワザキダイサン

5 751 酒井　稟來(1) 柏崎･第二中 5 784 齊藤　紗理奈(1) 柏崎･第三中
タカハシ　ミノリ カシワザキダイサン ヒラサワ　ミオ カガミガオキ

6 786 髙橋　みのり(1) 柏崎･第三中 6 822 平沢　美桜(1) 柏崎･鏡が沖中
タナベ　ヒナノ カシワザキショウヨウチュウトウ ハルカワ　リオ カシワザキダイニ

7 1151 田辺　ひなの(1) 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 7 752 春川　莉桜(1) 柏崎･第二中
ヨコヤマ　ユズ カシワザキダイニ

8 753 横山　柚々(1) 柏崎･第二中

(-  .  m/s)
ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録

21

1組 2組

小学６年 女子 100m 22/7/30 11:05 ( 2組 0＋8 ) 

22/7/30 13:15  
大会記録   13.65 須貝理央 柏崎T&F 2021

1組

〈〈 決勝 〉〉

大会記録   12.8 加藤久美子 刈羽中 1993

中学１年 女子 100m 22/7/30 10:15 ( 2組 0＋8 ) 

22/7/30 13:25  

1組 2組

〈〈 決勝 〉〉
1組



タイムレース予選  

決勝  

(-  .  m/s) (-  .  m/s)
ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録

ウエキ　フウカ カシワザキヒガシ タナカ　ハルカ ニシヤマ

2 1004 植木　楓果(2) 柏崎･東中 2 1101 田中　陽香(2) 柏崎･西山中
テラオ　マドカ カシワザキショウヨウチュウトウ イワサ　ハナカ カシワザキダイニ

3 1152 寺尾　まどか(2) 柏崎･柏崎翔洋中等(中) 3 773 岩佐　花香(2) 柏崎･第二中
シモダ　リン カシワザキミナミ オガタ　ユウア カシワザキダイサン

4 955 霜田　凛(2) 柏崎･南中 4 795 小潟　結彩(2) 柏崎･第三中
ミヤガワ　アイル ミズホ サカタ　ユユ マツハマ

5 895 宮川　愛琉(2) 柏崎･瑞穂中 5 910 坂田　結優(2) 柏崎･松浜中
オヤカワ　ウノ ニシヤマ オカダ　サラ カシワザキヒガシ

6 1100 親川　海音(2) 柏崎･西山中 6 1005 岡田　紗楽(2) 柏崎･東中
マエザワ　ミチル カシワザキダイニ サトウ　ココア ミズホ

7 775 前澤　美知瑠(2) 柏崎･第二中 7 891 佐藤　ここあ(2) 柏崎･瑞穂中
ヤマモト　サアヤ カシワザキダイサン

8 799 山本　咲斐(2) 柏崎･第三中

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録

(-  .  m/s) (-  .  m/s)
ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録

ホシノ　ヒヨリ カシワザキダイサン ヒグチ　ユノン アライ

2 787 星野　日和(3) 柏崎･第三中 2 1363 樋口　志音(2) 妙高･新井中
モチダ　ココナ カシワザキヒガシ フセ　アヤナ ヨシカワ

3 983 持田　心愛(3) 柏崎･東中 3 539 布施　絢南(2) 上越･吉川中
シナダ　ウミ マツハマ ミヤシタ　ソラ アライ

4 908 品田　羽海(3) 柏崎･松浜中 4 1367 宮下　蒼空(2) 妙高･新井中
ニシワキ　カリン アライ ツノ　ミク ジョウトウ

5 1364 西脇　花琳(2) 妙高･新井中 5 44 津野　美来(3) 上越･城東中
コセキ　アイカ カスガ オオタキ　マユコ ヨシカワ

6 259 小関　愛花(2) 上越･春日中 6 537 大滝　真結子(2) 上越･吉川中
ヒラハラ　スミレ ジョウセイ ワシザワ　ユイカ アライ

7 106 平原　菫(2) 上越･城西中 7 1369 鷲澤　結(2) 妙高･新井中

(-  .  m/s)
ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録

イワサキ　ユウ カスガ

2 256 岩崎　ゆう(3) 上越･春日中
オカダ　リコ ジョウセイ

3 81 岡田　璃子(3) 上越･城西中
オカダ　ツバキ アライ

4 1366 岡田　椿(2) 妙高･新井中
アライ　ミチル アライ

5 1368 新井　未知琉(2) 妙高･新井中
ミウラ　サキ サンワ

6 631 三浦　紗季(2) 上越･三和中
ウエノ　カホ ヨシカワ

7 530 上野　香穂(1) 上越･吉川中
フルカワ　センリ アライ

8 1365 古川　千里(2) 妙高･新井中
22

1組 2組

中学２年 女子 100m 22/7/30 10:35 ( 2組 0＋8 ) 

22/7/30 13:35  
大会記録   12.78 山田萌々 第三中 2018

〈〈 決勝 〉〉
1組

U16女子145m

〈〈 決勝 〉〉
1組 2組

3組



ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
スダ　カンナ カシワザキティーアンドエフ

4 20 須田　栞南(4) 柏崎T&F

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
コバヤシ　リコ カシワザキティーアンドエフ

1 26 小林　莉子(5) 柏崎T&F
アマノ　スズナ ヒスミ

2 36 天野　鈴菜(5) 柏崎・比角小
タナベ　マオ ビワジマ

3 41 田邉　真緒(5) 柏崎・枇杷島小
オカジマ　サナ ヒスミ

4 37 岡嶋　佐奈(5) 柏崎・比角小
フジノ　アヤカ ビワジマ

5 42 藤野　絢香(5) 柏崎・枇杷島小
ゴンダ　リホ ヒスミ

6 38 権田　莉穂(5) 柏崎・比角小
フセ　キイ ビワジマ

7 43 布施　希惟(5) 柏崎・枇杷島小
ニベ　モモコ ヒスミ

8 39 新部　桃子(5) 柏崎・比角小

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
ニシマキ　ヒマリ カシワザキティーアンドエフ

1 4 西巻　日葵(6) 柏崎T&F
スズキ　サヤカ カシワザキティーアンドエフ

2 6 鈴木　爽加(6) 柏崎T&F
タカハシ　ユウナ カシワザキティーアンドエフ

3 25 高橋　悠菜(6) 柏崎T&F
ハルカワ　ユア ヒスミ

4 40 春川　夢空(6) 柏崎・比角小
アラカワ　ネネ カシワザキティーアンドエフ

5 19 荒川　寧音(6) 柏崎T&F

23

1組

1組

小学４年 女子 800m 22/7/30 09:40  
大会記録   2:55.75 福永みち 半田小 2010

小学５年 女子 800m 22/7/30 09:50  
大会記録   2:39.96 福永みち 柏崎T＆F 2011

1組

2:30.11 福永みち 半田小 2012

小学６年 女子 800m 22/7/30 09:55  
大会記録  



ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
マルヤマ　メイサ カシワザキショウヨウチュウトウ

1 1148 丸山　芽育咲(1) 柏崎･柏崎翔洋中等(中)

サクライ　アコ ニシヤマ

2 1106 櫻井　逢香(1) 柏崎･西山中
ハルカワ　サキナ カシワザキヒガシ

3 988 春川　幸那(1) 柏崎･東中
ヒロカワ　カエラ ニシヤマ

4 1107 廣川　佳笑愛(1) 柏崎･西山中
ササキ　アイナ カシワザキダイサン

5 781 佐々木　愛菜(1) 柏崎･第三中
サイス　ミサキ カガミガオキ

6 821 西須　心咲(1) 柏崎･鏡が沖中

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
カワシマ　サツキ カシワザキダイニ

1 774 川島　沙月(2) 柏崎･第二中
ウチコバ　ソラ カガミガオキ

2 848 内木場　奏来(2) 柏崎･鏡が沖中
ナツメ　アスカ カシワザキダイニ

3 772 夏目　明日香(2) 柏崎･第二中
タカノ　カホ カシワザキヒガシ

4 1007 髙野　香帆(2) 柏崎･東中
フルナ　ノア カシワザキミナミ

5 945 古名　乃彩(2) 柏崎･南中
タナカ　ユウナ カシワザキショウヨウチュウトウ

6 1155 田中　優奈(2) 柏崎･柏崎翔洋中等(中)

タナカ　ライア ニシヤマ

7 1104 田中　徠愛(2) 柏崎･西山中
シナダ　ワカナ カシワザキショウヨウチュウトウ

8 1157 品田　和奏(2) 柏崎･柏崎翔洋中等(中)

エンドウ　ミアイ カリワ

9 1120 遠藤　碧愛(2) 刈羽･刈羽中
ムロホシ　ユイ ニシヤマ

10 1105 室星　優衣(2) 柏崎･西山中

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
クサマ　チサコ ジョウセイ

1 105 草間　千咲子(2) 上越･城西中
アダチ　ソヨ カリワ

2 1113 安達　爽良(3) 刈羽･刈羽中
テラジマ　ユウナ ジョウトウ

3 51 寺島　佑菜(1) 上越･城東中
カガ　ハルカ ジョウセイ

4 100 加賀　春佳(2) 上越･城西中
カワノ　リオ カシワザキダイサン

5 788 川野　莉央(3) 柏崎･第三中
フジタ　リサ ジョウセイ

6 85 藤田　里彩(3) 上越･城西中
ナカガワ　ミオ ジョウトウ

7 50 中川　実音(1) 上越･城東中
アイウラ　エリサ アライ

8 1372 相浦　依莉紗(1) 妙高･新井中
マツノ　リンカ ジョウトウ

9 52 松野　凛花(1) 上越･城東中
キシダ　ハルカ ジョウセイ

10 84 岸田　悠花(3) 上越･城西中 24

中学１年 女子 800m 22/7/30 10:00  
大会記録   2:28.86 品田貴恵子 松浜中 2000

1組

1組

中学２年 女子 800m 22/7/30 10:05  
大会記録   2:22.36 高橋富士子 瑞穂中 2011

U16女子1000m

〈〈 決勝 〉〉
1組



(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
タナベ　レミイ カシワザキティーアンドエフ

4 9 田邉　玲心(6) 柏崎T&F

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
ナカザワ　アヤノ ミズホ

4 863 中澤　彩乃(1) 柏崎･瑞穂中

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
ムラヤマ　サヤ カシワザキヒガシ

3  1008 村山　紗彩(2) 柏崎･東中
タカミヤ　カスミ カシワザキミナミ

4  957 髙宮　花純(2) 柏崎･南中
セキ　ミヤビ カガミガオキ

5  849 関　都琵(2) 柏崎･鏡が沖中
スズキ　イチカ カシワザキミナミ

6  956 鈴木　一加(2) 柏崎･南中

(-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
ウメハラ　アン カシワザキショウヨウチュウトウ

4 1153 梅原　杏(3) 柏崎･柏崎翔洋中等(中)

オオタキ　マユコ ヨシカワ

5 537 大滝　真結子(2) 上越･吉川中

25

1組

大会記録   15.19 高橋侑夏 第二中 2010

1組

小学６年 女子 80mH 22/7/30 11:50 ( 0＋8 ) 

大会記録   12.99 加藤多英 柏崎T&F 2011

中学１年 女子 100mH 22/7/30 12:00 ( 0＋8 ) 

1組

中学２年 女子 100mH 22/7/30 12:05 ( 0＋8 ) 

大会記録   15.01 松本愛美 鏡が沖中 2017

U16女子100mH [76.2cm]

〈〈 決勝 〉〉

1組



1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

3 5
[  ] マルタ　メイ [  ] カタギリ　ユメ [  ] イノツメ　サツキ [  ] スダ　カンナ

12 丸田 芽生(4) 16 片桐 夢芽(4) 18 猪爪 颯姫(4) 20 須田 栞南(4)
[  ] ナカノ　ユマ [  ] アオキ　ミナミ [  ] エミ　ヒナタ [  ] カンノ　ユリ

31 仲野 佑茉(4) 32 青木 実南(4) 30 江見 向日葵(4) 33 菅野 由梨(4)

4
[  ] コヤマ　ミサキ [  ] コヤマ　ヒナノ

13 小山 美咲(4) 14 小山 陽菜乃(4)

[  ] ウメザワ　リョウ [  ] コバヤシ　アイ

15 梅澤 綾(4) 17 小林 愛依(4)

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

2 5
[  ] コバヤシ　ミユ [  ] ウタシロ　サアヤ [  ] アラカワ　ネネ [  ] タカハシ　ユウナ

1 小林 美結(6) 2 歌代 咲彩(6) 19 荒川 寧音(6) 25 高橋 悠菜(6)
[  ] スズキ　サヤカ [  ] タナベ　レミイ [  ] コマノ　カノ [  ] ニシマキ　ヒマリ

6 鈴木 爽加(6) 9 田邉 玲心(6) 34 駒野 華埜(6) 4 西巻 日葵(6)

3 6
[  ] ムラヤマ　ニカ [  ] コバヤシ　リコ [  ] オカダ　イロハ [  ] ヤマモト　ユイナ

11 村山 仁香(5) 26 小林 莉子(5) 22 岡田 彩春(5) 23 山本 結菜(5)
[  ] コバヤシ　リナ [  ] ワタナベ　ルカ [  ] コバヤシ　エミリ [  ] モトイ　ニナ

27 小林 璃南(5) 8 渡辺 琉叶(5) 24 小林 笑理(5) 28 元井 新菜(5)

4 7
[  ] ゴンダ　ハルカ [  ] タカハシ　ユウナ [  ] テラセ　ユズキ [  ] コイケ　ユナ

10 権田 陽香(6) 29 髙橋 由奈(6) 45 寺瀬 柚希(6) 46 小池 由菜(6)
[  ] カタギリ　ユア [  ] タナベ　ユウカ [  ] ワタナベ　エマ [  ] ハラダ　タマミ

3 片桐 唯愛(6) 5 田邉 優花(6) 47 渡邉 映茉(6) 48 原田 珠実(6)

26

カシワザキティーアンドエフ

カシワザキティーアンドエフ カシワザキティーアンドエフ

小学３・４年 女子 4x100mR 22/7/30 13:55 ( 0＋8 ) 
大会記録   1:03.58 田邉・鈴木・小林・歌代 柏崎T＆F 2020

カシワザキティーアンドエフ カシワザキティーアンドエフ

柏崎T&F4年B 柏崎T&F4年C

柏崎T&F4年A

小学５・６年 女子 4x100mR 22/7/30 14:05 ( 0＋8 ) 
大会記録   56.48 村山・小関・両田・鈴木 柏崎T＆F 2020

カシワザキティーアンドエフ ビワジマ

柏崎T&F6年B 柏崎・枇杷島小

柏崎T&F6年A 柏崎T&F6年C

カシワザキティーアンドエフ カシワザキティーアンドエフ

柏崎T&F5年A 柏崎T&F5年B



タイムレース予選  

決勝  

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

2 5
[  ] オヤカワ　ウノ [  ] タナカ　ハルカ [  ] ナカムラ　スズネ [  ] アベ　ウネ [  ] シモダ　リン

1100 親川 海音(2) 1101 田中 陽香(2) 946 中村 涼音(1) 947 阿部 采祢(1) 955 霜田 凛(2)
[  ] マツイ　コハル [  ] ヨシオカ　ツバキ [  ] スズキ　イチカ [  ] タカミヤ　カスミ

1108 松井 心春(1) 1109 吉岡 椿姫(1) 956 鈴木 一加(2) 957 髙宮 花純(2)

3 6
[  ] サトウ　ココア [  ] シライ　ユイ [  ] タマイ　ココア [  ] サトウ　ユイ [  ] ミカミ　コノハ [  ] オガタ　ユウア

891 佐藤 ここあ(2) 892 白井 優衣(2) 893 玉井 心愛(2) 782 佐藤 裕依(1) 783 三上 瑚乃葉(1) 795 小潟 結彩(2)
[  ] マツヤ　コハル [  ] ミヤガワ　アイル [  ] リョウタ　アコ [  ] コセキ　ユア [  ] ヤマモト　サアヤ [  ] ワタナベ　ハル

894 松谷 心温(2) 895 宮川 愛琉(2) 896 両田 亜子(2) 796 小関 結愛(2) 799 山本 咲斐(2) 800 渡邉 波瑠(2)

4
[  ] ナツメ　アスカ [  ] イワサ　ハナカ

772 夏目 明日香(2) 773 岩佐 花香(2)
[  ] カワシマ　サツキ [  ] マエザワ　ミチル

774 川島 沙月(2) 775 前澤 美知瑠(2)

2組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

2 4
[  ] ウエキ　フウカ [  ] オカダ　サラ [  ] カネコ　ルキ [  ] イトウ　アヤメ [  ] イトウ　ミワ [  ] タナカ　ライア

1004 植木 楓果(2) 1005 岡田 紗楽(2) 1006 金子 瑠希(2) 1082 伊藤 あやめ(1) 1102 伊東 美和(1) 1104 田中 徠愛(2)

[  ] タカノ　カホ [  ] ムラヤマ　サヤ [  ] ハルカワ　サキナ [  ] ムロホシ　ユイ [  ] サクライ　アコ [  ] ヒロカワ　カエラ

1007 髙野 香帆(2) 1008 村山 紗彩(2) 988 春川 幸那(1) 1105 室星 優衣(2) 1106 櫻井 逢香(1) 1107 廣川 佳笑愛(1)

3 5
[  ] サカイ　リラ [  ] ハルカワ　リオ [  ] マルヤマ　メイサ [  ] タナベ　ヒナノ [  ] テラオ　マドカ

751 酒井 稟來(1) 752 春川 莉桜(1) 1148 丸山 芽育咲(1) 1151 田辺 ひなの(1) 1152 寺尾 まどか(2)

[  ] ヨコヤマ　ユズ [  ] ワタナベ　ユイ [  ] タナカ　ユウナ [  ] シナダ　ワカナ

753 横山 柚々(1) 754 渡邊 結衣(1) 1155 田中 優奈(2) 1157 品田 和奏(2)

1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

1 5

2 6

3 7

4 8

27

ニシヤマエー カシワザキミナミ

中学１・２年 女子 4x100mR 22/7/30 11:15 ( 2組 0＋8 ) 
22/7/30 14:15  

大会記録   51.72 濁川・横田・権田・松本 鏡が沖中 2017

柏崎･西山中A 柏崎･南中

ミズホ カシワザキダイサン

柏崎･瑞穂中 柏崎･第三中

カシワザキダイニエー

柏崎･第二中A

カシワザキヒガシ ニシヤマビー

柏崎･東中 柏崎･西山中B

カシワザキダイニビー カシワザキショウヨウチュウトウ

柏崎･第二中B 柏崎･柏崎翔洋中等(中)

〈〈 決勝 〉〉



1組

ﾚｰﾝ 所属 記録 ﾚｰﾝ 所属 記録

3 5
[  ] ニシワキ　カリン [  ] フルカワ　センリ [  ] イケダ　ノア [  ] サイトウ　アオバ

1364 西脇 花琳(2) 1365 古川 千里(2) 1184 池田 希愛(2) 1186 齋藤 碧波(2)

[  ] アライ　ミチル [  ] ワシザワ　ユイカ [  ] トミタ　ミナミ [  ] ハシダテ　ヒヨリ

1368 新井 未知琉(2) 1369 鷲澤 結(2) 1194 富田 みなみ(2) 1208 橋立 晄和(2)

4
[  ] ミウラ　サキ [  ] タナカ　アカネ

631 三浦 紗季(2) 632 田中 あかね(2)

[  ] ノガミ　トア [  ] ミヤザワ　レミ

633 野上 采愛(2) 634 宮澤 怜己(2)

28

サンワ

U16女子4x100mR

〈〈 決勝 〉〉

アライ イトイガワノウチュウ

上越･三和中

妙高･新井中 糸魚川･能生中



ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
ナカノ　ユマ カシワザキティーアンドエフ

1 31 仲野　佑茉(4) 柏崎T&F
アオキ　ミナミ カシワザキティーアンドエフ

2 32 青木　実南(4) 柏崎T&F

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
コマノ　カノ カシワザキティーアンドエフ

1 34 駒野　華埜(6) 柏崎T&F

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
センカイ　リン ミズホ

1 862 仙海　凜(1) 柏崎･瑞穂中

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
コセキ　ユア カシワザキダイサン

1 796 小関　結愛(2) 柏崎･第三中
シライ　ユイ ミズホ

2 892 白井　優衣(2) 柏崎･瑞穂中
ワタナベ　ハル カシワザキダイサン

3 800 渡邉　波瑠(2) 柏崎･第三中
カネコ　ルキ カシワザキヒガシ

4 1006 金子　瑠希(2) 柏崎･東中

29

1組

小学４年 女子 走高跳 22/7/30 09:30  
大会記録   1.00 村田光槻 新道小 2021

1組

小学６年 女子 走高跳 22/7/30 09:30  
大会記録   1.32 村山朋美 大洲小 1989

1組

1.45 石川茉紀 瑞穂中 2006

中学２年 女子 走高跳 22/7/30 09:30  
大会記録   1.45 渡邉宇海 第三中 2018

1組

中学１年 女子 走高跳 22/7/30 09:30  
大会記録   1.45 品田法子 刈羽中 2001



ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
モトイ　ニナ カシワザキティーアンドエフ

1 28 元井　新菜(5) 柏崎T&F
ホリ　マオ ビワジマ

2 44 堀　茉桜(5) 柏崎・枇杷島小

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
ハラダ　タマミ ビワジマ

1 48 原田　珠実(6) 柏崎・枇杷島小

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
イトウ　アヤメ ニシヤマ

1 1082 伊藤　あやめ(1) 柏崎･西山中
アベ　ウネ カシワザキミナミ

2 947 阿部　采祢(1) 柏崎･南中
イシグロ　ココナ ミズホ

3 861 石黒　心那(1) 柏崎･瑞穂中
ナカムラ　スズネ カシワザキミナミ

4 946 中村　涼音(1) 柏崎･南中

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
マツヤ　コハル ミズホ

1 894 松谷　心温(2) 柏崎･瑞穂中
リョウタ　アコ ミズホ

2 896 両田　亜子(2) 柏崎･瑞穂中

30

1組

小学５年 女子 走幅跳 22/7/30 09:30  
大会記録   3.78 松浪由子 比角小 1993

1組

小学６年 女子 走幅跳 22/7/30 09:30  
大会記録   4.18 甫仮洋美 大洲小 1993

1組

中学１年 女子 走幅跳 22/7/30 11:00  
大会記録   4.62 両田亜子 瑞穂中 2021

1組

中学２年 女子 走幅跳 22/7/30 11:00  
大会記録   5.13 野口　愛 第二中 2004



ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
イトウ　ミワ ニシヤマ [6.68]

1 1102 伊東　美和(1) 柏崎･西山中

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
タマイ　ココア ミズホ [5.54]

1 893 玉井　心愛(2) 柏崎･瑞穂中

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 記録
タムラ　ミオ ジョウトウ

1 62 田村　美桜(2) 上越･城東中

31

1組

中学１年 女子 砲丸投2.72k(6#) 22/7/30 09:30  
大会記録   8.14 小山恵里奈 高柳中 2008

1組

中学２年 女子 砲丸投2.72k(6#) 22/7/30 09:30  
大会記録   10.21 赤堀　舞 第二中 2012

U16女子円盤投 [1.0kg]

〈〈 決勝 〉〉

1組



 競  技  役  員 

 

 

総   務   佐藤 光介（第三）B       

総 務 員   毛見 哲也（瑞穂）A 

技術総務員   齋藤 夏樹（第二）B  藤巻 久之（陸協）B  大宗 竜功（枇杷島小）    

審 判 長    

（トラック）  坂井 和之（陸協）Ｓ 

（フィールド） 花井 憲雄（陸協）Ｓ 

ジュリー    渡邉  亘（陸協）Ｓ   村山 忠利（陸協）Ａ        

    

アナウンサー    重野 典子（翔洋）Ｂ  渡邉 美優（ 南 ） 

報 道 係   佐藤 光介（第三）Ｂ 

写真判定員   柳  勝司（陸協）Ｂ  重野 正毅（陸協）Ｂ 山本 健二（西山） 

松井 一史（東）        江川 義法（城東）Ａ※ 

情 報 記 録   遠藤 春治（陸協）Ｂ   岩田  諒（第一）   佐藤 貴信（枇杷島小）  

毛見 哲也（瑞穂）Ａ 

番組編成員   近藤 悠司（第一）Ｂ 

賞   状   近藤 悠司（第一）Ｂ  遠藤 春治（陸協）Ｂ 

マーシャル     韮澤  守 駒野 治雄       吉野  正 

医  務  員   小林 礼美 

競 技 者 係     福永 勝康（陸協）Ｂ  近藤 清光（陸協）Ｂ  金崎 俊幸（瑞穂） 

出 発 係   古川 孝史（西山）   竹石 三彦（三和）※ 

役 員 係   佐藤 光介（第三）Ｂ 

表 彰 係   小林 克之（陸協）Ｂ  角山 稔（陸協）Ｂ 中山 博迪（陸協）Ｂ 

庶 務 係   原  由紀（鏡が沖）Ｂ  

風力計測員   吉田 建夫（陸協）Ｂ  太田  聡（第二） 

用 器 具 係   齋藤 夏樹（第二）Ｂ  藤巻 久之（陸協）Ｂ  大宗 竜功（枇杷島小）  

決勝審判員     

計 時 員   小栗 俊郎（陸協）Ｂ  星野  勤（陸協）Ａ 

周回記録係           

監 察 員   宮川  光（陸協）Ｂ   武藤 宣義（陸協）S  村山 良平（陸協）Ｂ    

石川  勝（陸協）Ｂ   中川 大輔（陸協）Ｂ  浅利 親男（陸協）Ｂ 

土田健太郎（鯖石小）  竹内  伸（刈羽中）   若井 光星（比角小） 

 



        南保 賢治（城西）Ｂ※ 齋藤 夏樹（第二）Ｂ※  原  由紀（鏡が沖）Ｂ※ 

スターター   綱島  浩（瑞穂）Ｂ  千野 瑞貴（第一）Ｂ  品田 克久（陸協）Ｂ 

長谷川泰澄（陸協）Ｂ  樋口  隆（吉川）Ｂ※ 

跳躍審判員 主任上野 忠英Ｂ 

（幅）上野 忠英（陸協）Ｂ  高野  彰（陸協）Ａ  中村  豊（陸協）Ａ 

松井 和夫（陸協）Ｂ  飯田  博（陸協）Ａ   栗岩 知美（鏡が沖） 

（高）柴野  太（陸協）Ａ  前澤 仁也（第三） 

（三）渡邊 貴司（新井）Ｂ  前澤 仁也（第三）   松井 和夫（陸協）Ｂ 

   上野 忠英（陸協）Ｂ  中村  豊（陸協）Ａ  栗岩 知美（鏡が沖） 

投擲審判員（砲）外山  昇（陸協）Ｂ   中林左知男（陸協）Ａ  岡崎 郁美（翔洋） 

     （ジャ）松井 勝矢（能生）Ｂ※ 小池 寿子（春日）Ｂ※ 関澤 敬子（名立）※ 

        寺野 善陽（城東）Ｂ※   中林左知男（陸協）Ａ 

     （円）松井 勝矢（能生）Ｂ※ 小池 寿子（春日Ｂ）※ 関澤 敬子（名立）※ 

        寺野 善陽（城東）Ｂ※  中林左知男（陸協）Ａ 

補 助 員   齋藤 夏樹（第二）Ｂ  藤巻 久之（陸協）Ｂ  大宗 竜功（枇杷島小） 

 

 

 

 補  助  員 

 

【中学校】 

第 一     本部記録・番組編成（４）、用器具（ハードルセット） 

第 二     風力（４）、用器具（ハードルセット） 

第 三     走幅跳（３）、走高跳（２）、出発（３）、用器具（ハードルセット） 

鏡が沖     出発（３）、用器具（ハードルセット） 

瑞 穂     スターター（４）、用器具（ハードルセット） 

松 浜     庶務（４）、用器具（ハードルセット） 

南      出発（３）、用器具（ハードルセット） 

東      写真判定（２）用器具（ハードルセット） 

西 山     投擲（３）、用器具（ハードルセット） 

翔 洋     アナウンス（２）、用器具（ハードルセット） 

刈 羽     投擲（３）、用器具（ハードルセット） 




