
ト ラ ッ ク 審 判 長 松本豊文

記 録 主 任 伊田敬哲

日付 種目

大谷　悠真(5) 14.06 植松　瑞希(6) 14.09 谷野　佑成(5) 14.26 近藤　竜馬(6) 14.36 田中　大翔(6) 14.37 髙田　翔輝(6) 14.57 大坪　新歩(5) 14.59 小田桐　茂樹(6) 14.60
鳥　取・布勢ＴＣ 兵　庫・但馬AC 岡　山・福浜ＡＣ 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・大山陸上 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・ＴＦ米子
永見　海(6) 12.89 井上　澪音(6) 13.58 小林　蒼空(6) 13.59 竹内　元春(6) 13.61 岩井　光大(5) 13.68 大田　丈(6) 13.95 川上　恭路(6) 14.05 大谷　幸輝(6) 14.15
鳥　取・SMTCJ 鳥　取・TF倉吉 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・世紀小 鳥　取・大田陸上 鳥　取・ＴＦ米子 鳥　取・KY鳥取
和田　蒼汰(2) 12.06 森　聡史(3) 12.07 佐子　理輝人(3) 12.21 山田　遼太郎(1) 12.32 佐川　隼也(2) 12.52 森安　優輝(3) 12.52 原田　歩武(2) 12.55
兵　庫・但馬AC 鳥　取・鳥大附中 鳥　取・中山中 鳥　取・鳥大附中 鳥　取・中山中 鳥　取・中山中 鳥　取・河北中

太田　陸(1) 12.32
鳥　取・中山中

市村　知弘(3) 11.40 田中　悠暉(3) 11.59 河本　和樹(2) 11.79 古田　涼介(1) 11.86 山口　大凱(1) 11.90 松本　悠人(2) 11.94 上野　文也(3) 11.94 吉田　怜治(2) 11.96
鳥　取・河北中 鳥　取・鳥大附中 鳥　取・気高中 鳥　取・鳥取西中 鳥　取・鳥大附中 鳥　取・鳥取東中 鳥　取・鳥取東中 鳥　取・鳥取西中
村田　和哉 10.47 猶木　雅文 10.49 白石　黄良々(2) 10.54 坂田　育斗(3) 10.55 渡会　元貴(2) 10.56 松浦　憲吾 10.65 山本　慎吾 10.76 梨本　真輝 10.90
福　井・ユティック 大　阪・大阪ガス 鹿児島・大東文化大 鳥　取・鳥取育英高 愛　知・同志社大 鳥　取・伯耆町教委 大　阪・NOBY 三　重・NTN
山縣　亮太 10.06 桐生　祥秀(3) 10.09 高瀬　慧 10.25 大瀨戸　一馬 10.31 藤光　謙司 10.31 原　翔太 10.31 土手　啓史 10.37 九鬼　巧 10.42
広　島・セイコー GR 埼　玉・東洋大学 =GR 千　葉・富士通 福　岡・法政大学 神奈川・ゼンリン 静　岡・ｽｽﾞｷ浜松AC 兵　庫・住友電工 三　重・NTN
寺田　享平(3) 14.81 小田　想一郎(3) 14.99 進木  康汰(3) 15.27 北﨑　拓哉(3) 15.30 武田　仁志(2) 15.39 知福　隼(3) 15.59 小山　晴輝(2) 15.78 菊井  大輝(3) 15.86
鳥　取・鳥取育英高 宮　崎・環太平洋大 鳥　取・倉吉東高 島　根・島根大学 広　島・環太平洋大 岡　山・環太平洋大 岡　山・倉敷工業高 鳥　取・倉吉東高
矢澤　航 13.47 増野　元太 13.59 大室　秀樹 13.65 西澤　真徳 13.86 岩船　陽一 13.87 佐藤　大志 13.87 和戸　達哉 13.91 札場　大輝 13.96
東　京・デサント GR 東　京・ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ 徳　島・大塚製薬 鳥　取・鳥取陸協 岐　阜・サンメッセ 神奈川・日立化成 岐　阜・岐阜陸協 北海道・ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ
KY鳥取A 53.92 TF倉吉 54.88 布勢TCA 55.16 大山陸上A 56.02 大山陸上B 58.15 大栄クラブ 58.30 布勢TCB 1:00.35 末恒RCA 1:00.40
田中　大翔(6) 井上　詩倭(5) 茗荷　駿多(5) 川島　和流　(6) 三好　風汰(5) 北濱　凌(5) 山崎　新世(6) 橋目　蓮平(6)
小林　蒼空(6) 原田　弐翔(6) 大谷　悠真(5) 髙田　翔輝(6) 諸遊　慎武(5) 水口　尊(6) 倉光　一冴(5) 石井　翔琉(5)
近藤　竜馬(6) 花池　昂(6) 大坪　新歩(5) 林原　俊(6) 田中　幸太(6) 阪本　晴也(5) 松本　楓月(5) 濱野　碧音(5)
大谷　幸輝(6) 井上　澪音(6) 竹内　元春(6) 斉尾　悠暉(6) 谷本　海(6) 竹歳　大輝(6) 松本　葉月(5) 砂澤　樹輝(6)
福米中 44.42 大山中 45.30 出雲第三中 45.41 鳥大附中 47.41 後藤ヶ丘中 47.68 鳥取東中 47.79 河北中A 48.17 箕蚊屋中 49.06
林　凌生(3) 藤原　樹(2) 渡邊　行陽(3) 山﨑　公平(3) 木下　颯(2) 黒田　賢太(2) 山本　直矢(2) 松本　海虎(3)
廣瀬　歩真(3) 高田　龍(3) 土江　仁(3) 森　聡史(3) 浦山　誠二(3) 松本　悠人(2) 市村　知弘(3) 岩田　悠久(2)
下村　聖也(2) 福間　海斗(3) 土江　流空(3) 松本　侑斗(3) 花山　由晟(2) 谷口　駿太(2) 加藤　広晃(3) 箕浦　颯人(3)
下村　翔太(3) 久文　拓海(3) 城　宏樹(3) 田中　悠暉(3) 野村　諒(2) 上野　文也(3) 児玉　壮志(3) 山浦　隆雅(3)
鳥取城北B 42.23 岡山山陽高 42.85 鳥取育英A 43.04 倉吉東高A 43.53 鳥取育英B 43.86 鳥取城北A 44.04 倉吉東高B 44.08 倉敷工業高 44.13
佐川　竜斗(1) 小田　大暉(3) 塩川　直人(2) 福木　健人(2) 田中　創太(1) 西村　誠悟(3) 大石　直徹(1) 中田　龍馬(1)
藤原　大輝(2) 岡田　駿介(2) 塩川　圭吾(3) 菊井  大輝(3) 中村　航大(2) 中井　廉(3) 山下　嘉輝(1) 林　望(2)
米澤　尚宏(1) 森田　圭斗(3) 岩本　恭平(3) 石井　智也(2) 足立　龍之介(1) 平尾　希望(3) 清水　一生(2) 戸髙　珠佑(2)
東岡　晃生(2) 遠藤　浩樹(1) 福見　一城(2) 進木  康汰(3) 米田　渉(2) 谷尻　友也(3) 遠藤　彦輝(2) 小藤　嵐(1)
津田　真里愛(6) 14.58 梅實　莉緒(6) 14.76 松浦　由梨奈(6) 14.78 米田　菜々子(6) 14.94 小林　天(5) 14.98 吉田　花帆(6) 15.00 佐伯　天風(5) 15.04 佐々木　陽菜(5) 15.09
鳥　取・ＴＦ米子 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・TF倉吉 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・ＴＦ米子 鳥　取・河北SS 鳥　取・大山陸上 鳥　取・大山陸上
佐々木　真歩(6) 13.65 田村　倫子(6) 13.85 今川　七海(6) 13.98 原田　真暢(6) 14.04 西尾　心優(6) 14.10 高梨　舞夏(6) 14.19 竹下　みらん(6) 14.20 桑本　茅奈(6) 14.64
鳥　取・ＴＦ米子 鳥　取・ＴＦ米子 鳥　取・ＴＦ米子 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・ＮＡＣ 鳥　取・加茂小学校 鳥　取・ＴＦ米子 鳥　取・河北SS
田中　アリア(2) 13.45 渡邉　かんな(3) 13.54 清水　美京(1) 13.65 大田　絵恋(2) 13.66 中口　心(2) 13.67 竹田　夏梨(3) 13.77 谷川　穂果(3) 14.02
鳥　取・河原中 鳥　取・鳥取西中 鳥　取・鳥大附中 鳥　取・桜ヶ丘中 鳥　取・鳥取西中 鳥　取・鳥取東中 鳥　取・河北中

丸山　紗代(3) 13.67
鳥　取・河北中

瀬戸川　咲(3) 12.72 土井　あかり(2) 12.74 有本　吏里(3) 12.80 田中　萌香(3) 12.94 岸本　百桃(2) 12.98 橋本　彩那(3) 13.36 薮本　香倫(1) 13.38 横山　暦(3) 13.45
鳥　取・鳥大附中 鳥　取・河北中 鳥　取・中山中 鳥　取・鳥取西中 鳥　取・鳥取西中 鳥　取・鳥大附中 鳥　取・河北中 鳥　取・桜ヶ丘中
荒木　希実 11.94 深川　恵充(1) 12.06 上田　理湖(3) 12.10 河村　仁美 12.21 尾﨑　星(2) 12.23 大橋　沙季(2) 12.25 内村　優紀(2) 12.26 今村　亜子(2) 12.32
奈　良・奈良教育大 熊　本・環太平洋大 鳥　取・河原中 山　口・周南市役所 鳥　取・鳥取西中 兵　庫・園田女子大 鹿児島・環太平洋大 宮　崎・環太平洋大
世古　　和 11.57 松田　優美(4) 11.69 和田　麻希 11.77 寺井　美穂 11.81 土井　杏南(3) 11.84 三宅　奈緒香 11.91 伊達　愛美 12.00 吉田　明香里(2) 12.14
茨　城・クレイン 宮　崎・環太平洋大 京　都・ミズノ 福　井・ユティック 埼　玉・大東文化大 兵　庫・住友電工 京　都・中京大学 鳥　取・河原中
下谷　奈央(1) 14.14 田邊　夕佳(4) 14.18 小松　未奈(4) 14.26 近藤　玲名(2) 14.55 岡崎　汀(1) 14.73 西村　佳央(1) 14.80 谷岡  景子(3) 15.38 木下　来海(1) 15.68
広　島・環太平洋大 岡　山・環太平洋大 兵　庫・園田女子大 兵　庫・環太平洋大 鳥　取・倉吉東高 島　根・環太平洋大 鳥　取・倉吉東高 鳥　取・鳥取商高
木村　文子 13.19 紫村　仁美 13.31 青木　益未(4) 13.40 藤原　未来 13.58 野村　有香 13.60 新川　涼香(4) 14.18
広　島・エディオン 福　島・東邦銀行 岡　山・環太平洋大 兵　庫・住友電工 福　井・福井陸協 兵　庫・園田女子大 以下なし

TF米子A 55.14 布勢TCA 57.99 河北SSA 58.07 KY鳥取A 58.53 TF米子B 58.72 いまごKC 59.90 河北SSB 1:01.32 大山陸上 1:01.84
津田　真里愛(6) 深田　彩名(5) 土井　なつみ(6) 谷口　真凜(6) 中原　遥子(6) 木村　日香莉(6) 山口　美優(6) 中村　仁香(4)
今川　七海(6) 細川　さくら(6) 吉田　花帆(6) 梅實　莉緒(6) 竹下　みらん(6) 寺川　遥(6) 津村　朱璃(6) 荒田　彩莉(5)
佐々木　真歩(6) 原田　真暢(6) 中村　香子(6) 下田　愛音(6) 足立　結衣(6) 今西　日向(6) 山田　茉央(6) 石賀　春菜(5)
田村　倫子(6) 田中　ゆら(5) 桑本　茅奈(6) 米田　菜々子(6) 小林　天(5) 向根　琴弥(6) 北山　美月(6) 佐々木　陽菜(5)
鳥取西中 49.77 河原中 49.89 河北中A 51.82 後藤ヶ丘中 52.17 鳥大附中 52.54 箕蚊屋中 56.38 河北中B 56.48 中山中 56.66
岸本　百桃(2) 田中　優花(3) 丸山　紗代(3) 縄本　すず(2) 橋本　彩那(3) 前原　小姫(2) 朝倉　澄麗(2) 谷本　萌(2)
尾﨑　星(2) 吉田　明香里(2) 土井　あかり(2) 原　あゆり(2) 瀬戸川　咲(3) 小山　未來(2) 西村　華乃(2) 平谷　南摘(1)
渡邉　かんな(3) 上田　理湖(3) 谷川　穂果(3) 住田　優香(3) 清水　美京(1) 森田　真依(2) 松井　歩笑(2) 中井　琳菜(1)
田中　萌香(3) 田中　アリア(2) 薮本　香倫(1) 吉田　舞(3) 安本　奏海(1) 馬淵 　つぐみ(2) 坂本　琴(3) 荒田　萌里(2)
鳥取城北A 49.23 米子北高 49.61 倉吉東高B 50.32 鳥取城北B 51.13
岡村　玲音(3) 西小野　佳子(3) 谷口  寧那(3) 福山　遥(1)
上田　真悠(3) 福井　向日葵(2) 山本　千尋(2) 前田　夏美(1)
宇野　茜(2) 山田　葵(2) 坂口　詩歩(2) 田中　マリア(1)
松本　真奈(1) 長谷川　咲希(3) 牧野  里香(3) 田上　雪乃(1) 以下なし

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録

1位 2位 3位 4位 5位 6位

6月5日
中学男子100m

風：+3.2

6月5日
中学男子100m(2)

風：+4.0

7位 8位

6月5日
小学男子100m

風：+1.7

6月5日
小学男子100m(2)

風：+1.5

6月5日
一般男子100m

風：+1.4

6月5日
一般男子100m(2)

風：-0.5

6月5日
一般男子110mH(1.067m)

風：+0.4

6月5日
一般男子110mH(1.067m)(2)

風：+1.4

6月5日 小学男子4X100mR

6月5日 中学男子4X100mR

6月5日
中学女子100m

風：+1.8

6月5日
中学女子100m(2)

風：+3.7

6月5日 一般男子4X100mR

6月5日
小学女子100m

風：-0.6

6月5日
小学女子100m(2)

風：+1.6

6月5日
一般女子100m

風：+2.6

6月5日
一般女子100m(2)

風：+0.7

6月5日
一般女子100mH(0.840m)

風：+1.6

6月5日 一般女子4X100mR

6月5日
一般女子100mH(0.840m)(2)

風：+2.3

6月5日 小学女子4X100mR

6月5日 中学女子4X100mR

布勢スプリント２０１６ 兼第３１回布勢リレーカーニバル
主 催：(公財)鳥取県体育協会、日本海テレビジョン放送(株)、(一財)鳥取陸上競技協会
後 援：鳥取県、鳥取市、鳥取県教委、鳥取市教委、鳥取県高体連、鳥取県中体連、

鳥取県小体連、新日本海新聞社、朝日新聞鳥取総局、読売新聞鳥取支局、
毎日新聞鳥取支局、産経新聞鳥取支局、山陰中央新報社

特別協賛：株式会社いない
協 賛：アース製薬、カメヤマ株式会社
競 技 場：コカ・コーラウェストスポーツパーク陸上競技場


