
種目
藤原　大輝 １１．０４ 岡井　陽平 １１．１２ 市原　大輝 １１．２３ 浜本　康平 １１．２４ 佐川　竜斗 １１．２８ 平尾　希望 １１．３２ 東岡　晃生 １１．３３ 西村　誠悟 １１．４５
鳥取城北２ +2.3 鳥取大学３ +2.3 鳥取大学４ +3.2 鳥取商業２ +2.3 鳥取城北１ +2.3 鳥取城北３ +2.3 鳥取城北２ +2.3 鳥取城北３ +3.2
藤原　大輝 ２２．５２ 東岡　晃生 ２２．５７ 岡井　陽平 ２２．８１ 浜本　康平 ２２．８３ 木下　祐貴 ２３．１８ 平尾　希望 ２３．６３ 伊藤　　臨 ２３．６４ 石井　峻介 ２３．７７
鳥取城北２ +2.3 鳥取城北２ +2.3 鳥取大学３ +2.3 鳥取商業２ +1.5 鳥取西３ +1.5 鳥取城北３ +2.3 鳥取西３ +2.3 鳥取商業３ +2.3
石井　峻介 ５２．２６ 河上　昌宏 ５２．３３ 谷口　飛翔 ５３．７２ 小倉　大貴 ５４．１４ 高垣　駿弥 ５４．８４ 萩原　舜 ５５．９６ 古田　真吾 ５６．６０ 薮内　直樹 ５７．８１
鳥取商業３ 八頭３ 鳥取商業２ 鳥取西１ 岩美３ 鳥取湖陵３ 鳥取東１ 岩美３
住谷　俊亮 １．５８．９８ 中井　啓太 ２．０１．０６ 西垣　創真 ２．０４．４０ 若原　怜汰 ２．０５．６４ 竹山　朝陽 ２．０６．７３ 平井　晴己 ２．０７．２４ 中土井　侑己 ２．０７．４５ 西尾　将樹 ２．０８．０８
鳥取商業３ 鳥取城北１ 鳥取城北２ 鳥取城北３ 鳥取城北１ 岩美３ 鳥取城北３ 鳥取城北２
奥本　祐貴 ４．１３．４３ 川上　勇大 ４．１３．８２ 田中　ひかる ４．１５．５９ 若原　怜汰 ４．１９．１５ 田中　庸介 ４．２０．０６ 澤本　拓真 ４．２２．３９ 西垣　創真 ４．２３．４８ 盛本　佑介 ４．２４．８２
鳥取西２ 鳥取東３ 気高郡 鳥取城北３ 鳥取西３ 鳥取城北３ 鳥取城北２ 八頭３
三浦　智紘 ９．２２．７８ 西川　雄貴 ９．２５．７４ 木原　昴 ９．２８．８１ 竹内　陸翔 ９．３４．６２ 下田　洸瑠 ９．３５．０６ 車井　隆太 ９．３６．２６ 湯栗　健太 ９．４４．５０ 山中　大介 ９．５０．１３
鳥取東１ 八頭１ 八頭１ 八頭１ 鳥取城北１ 鳥取城北１ 鳥取城北１ 鳥取城北１
川上　将尚 １５．２８．６３ 徳安　祐輔 １５．５６．９２ 池本　裕 １５．５８．４６ 浅見　義之 １５．５８．８７ 吉村　隆盛 １６．００．４４ 西村　龍星 １６．００．６１ 西原　大貴 １６．０１．３３ 山田　健太郎 １６．０２．５０

鳥取東２ 気高郡 布勢ＡＣ 布勢ＡＣ 鳥取東２ 鳥取城北２ 鳥取城北２ 鳥取城北３
市原　大輝 ５５．９４ 本城　和貴 ５６．０３ 小泉　健 ５９．２３ 谷口　飛翔 １．００．５３ 松本　省吾 １．０３．０８ 岡本　瑠衣 １．０４．６４ 水川　笙吾 １．０６．８７ 以下なし
鳥取大学４ 八頭３ 鳥取城北２ 鳥取商業２ 鳥取西３ 鳥取城北１ 岩美２
長谷川　迅平 1m75 以下なし
鳥取西１
西村　誠悟 6m68 村田　頼昭 6m04 平木　啓太 5m96 松岡　直哉 5m34 中居　潤稀 5m33 浦田　亮介 5m30 池松　優希 5m29 三木　俊和 5m10
鳥取城北３ +1.2 鳥取西２ +1.7 東部消防 +1.1 鳥取西１ +2.6 鳥取城北１ +2.3 岩美３ +0.7 岩美３ +1.1 鳥取西１ +2.3
小林　陽介 14m30 中井　廉 13m19 井登　峻太 12m15 以下なし
天理大学M２ +1.4 鳥取城北３ +0.9 鳥取城北１ +2.1
石川　拓哉 10m36 山根　伶仁 9m79 森下　玄也 8m31 清水　総一郎 24m79 山根　伶仁 21m18 横川　和真 18m07 以下なし
鳥取商業２ 鳥取西１ 鳥取商業２ 鳥取西１ 鳥取西１ 岩美３
川村　拓矢 37m10 向井　亮太 32m19 谷尻　友也 31m17 横川　和真 7m13 以下なし
八頭３ 岩美３ 鳥取城北３ 岩美３
黒田　剛志 42m50 米井　龍 25m91 以下なし
岡山大学４ 鳥取大学２
山地　拓哉 50m97 黒田　剛志 46m73 高垣　駿弥 45m09 前島　浩二 44m67 米井　龍 43m03 三谷　諒 39m79 萩原　舜 38m08 米井　潤風 27m17
鳥取大学３ 岡山大学４ 岩美３ 鳥取ＳＡＣ 鳥取大学２ 鳥取西３ 鳥取湖陵３ 鳥取東２
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　　　　第５５回　鳥取県陸上競技記録会（東部地区）
　　　　　　　　主催：鳥取陸上競技協会　　　　　　　　　　　　　　会場：コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場　　　　　　　　　　開催日：平成２８年４月２４日（日）　　　　　　　　　記録主任：浦林雅樹
【一般・高校男子】
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種目
上田　真悠 １２．３８ 松本　真奈 １２．７３ 東上　紗耶 １２．７９ 足立　春菜 １３．０７ 岡村　玲音 １３．２２ 中島　恋 １３．３２ 前田　夏美 １３．４５ 田上　雪乃 １３．５４
鳥取城北３ +2.0 鳥取城北２ +2.0 鳥取商業３ +2.0 鳥取西２ +2.0 鳥取城北３ +1.2 八頭２ +1.2 鳥取城北１ +2.0 鳥取城北１ +1.2
東上　紗耶 ２６．２９ 松本　真奈 ２６．６６ 岡村　玲音 ２７．４０ 土居　あゆみ ２７．５３ 伊井野　のぞみ ２８．１２ 山下　玲奈 ２９．４７ 以下なし
鳥取商業３ 鳥取城北２ 鳥取城北３ 鳥取大学３ 鳥取商業２ 鳥取商業２
上田　真悠 １．００．５７ 土居　あゆみ １．０１．６７ 德田　絢子 １．０３．９３ 以下なし
鳥取城北３ 鳥取大学３ 鳥取西１
角谷　充代 ２．２４．１４ 瀧山　雅 ２．２８．４１ 赤堀　仁美 ２．２９．２９ 濱上　千景 ２．３１．１８ 森谷　菜々子 ２．３１．３０ 竹内　遥 ２．３１．８５ 川崎　眞子 ２．３１．９５ 坂本　華奈 ２．３２．８０
鳥取城北３ 八頭２ 鳥取城北１ 鳥取城北１ 鳥取西３ 八頭２ 八頭１ 青谷２
角谷　充代 ４．５８．１９ 入江　ちはゆ ５．０１．７２ 西尾　祐香 ５．０３．４６ 谷口　桜 ５．０４．７７ 濱上　千景 ５．０５．０３ 田口　音々 ５．０７．１９ 瀧山　雅 ５．０８．２０ 花房　百伽 ５．０９．０２
鳥取城北３ 八頭２ 鳥取西２ 八頭３ 鳥取城北１ 八頭１ 八頭２ 鳥取城北２
西尾　祐香 １０．３０．９７ 花房　百伽 １０．３９．１２ 秋田　真実 １０．４１．７４ 西尾　香乃 １０．４７．２３ 谷口　桜 １０．５８．０９ 坂田　こころ １１．１２．６０ 國岡　朋実 １１．１２．６０ 八木　ひかる １１．２１．１９

鳥取西２ 鳥取城北２ 鳥取城北２ 湖東中３ 八頭３ 鳥取城北２ 八頭３ 鳥取城北３
木下　来海 １５．７２ 以下なし

鳥取商業１ +0.8

澤田　佳詩乃 １７．０２ 岩本　紗季 １７．９５ 以下なし

鳥取西２ +1.2 鳥取西２ +1.2

澤田　佳詩乃 １．０８．５５ 伊井野　のぞみ １．１０９５ 大田　詩穏 １．１２．９０ 岩本　紗季 １．１４．１３ 山下　玲奈 １．１４．４８ 以下なし
鳥取西２ 鳥取商業２ 鳥取城北２ 鳥取西２ 鳥取商業２
梶原　美悠 1m61 吉田　樹璃 1m45 小島　萌絵 1m35 以下なし
鳥取城北１ 鳥取城北３ 鳥取大学２
山下　美木 4m38 以下なし
ＹＭＡＣ +2.2
猪口　あかり 9m14 山本　める 8m28 古井　春菜 7m43 以下なし
鳥取東２ 鳥取商業１ 鳥取東３
北山　莉沙 26m43 岡村　夏々 25m10 橋本　奏子 19m33 以下なし
鳥取東３ 鳥取城北２ 鳥取東２
小林　鈴奈 32m01 岡村　夏々 30m50 猪口　悠翔 26m95 田中　美帆 22m60 栗本　樹里 21m17 猪口　あかり 21m09 以下なし

鳥取城北１ 鳥取城北２ 鳥取東２ 岩美２ 鳥取東２ 鳥取東２
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　【一般・高校女子】
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種目
山口　大凱 １１．９９ 岡崎　凌大 １２．５５ 山田　遼太郎 １２．５７ 玉木　翠 １３．０７ 上田　瑞樹 １４．２０ 以下なし
鳥大附属１ 若桜学園１ 鳥大附属１ 鳥取北１ 河原１
河本　和樹 １２．１０ 松本　悠人 １２．２４ 山下　郁己 １２．２４ 奥谷　俊介 １２．３９ 新　博喜 １２．４４ 吉田　怜治 １２．５２ 高田　壱吹 １２．５６ 野々口　真紘 １２．６３
気高２ 鳥取東２ 岩美２ 岩美２ 青谷２ 鳥取西２ 鳥取北２ 国府２
宮本　温志 １１．４０ 田中　悠暉 １１．９０ 福庭　陽成 １１．９５ 安養寺　陽人 １２．２６ 山本　涼雅 １２．３０ 森　聡史 １２．５２ 高垣　來空 １２．５７ 長谷　亮汰 １２．９２
鳥取西３ +1.4 鳥大附属３ +1.4 国府３ +1.4 中ノ郷３ +1.4 国府３ +1.4 鳥大附属３ +1.4 岩美３ 福部未来３
宮本　温志 ２４．１２ 田中　悠暉 ２４．３９ 山口　大凱 ２５．２０ 松本　悠人 ２５．４１ 田中　聖也 ２５．９７ 高垣　來空 ２６．０５ 奥谷　俊介 ２６．７６ 松本　侑斗 ２７．３９
鳥取西３ -0.1 鳥大附属３ -0.1 鳥大附属１ 0.0 鳥取東２ 0.0 福部未来３ -0.1 岩美３ -0.1 岩美２ -0.1 鳥大附属３ 0.0
並河　秀太 ２．０８．５６ 森　一将 ２．１４．２９ 岩崎　風新 ２．１４．９９ 田中　秀磨 ２．１６．２４ 山根　健介 ２．３５．８８ 野々崎　春哉 ２．４０．１４ 倉本　大地 ２．５８．９４ 以下なし
鳥取北３ 鳥大附属３ 鳥取東２ 鳥取北３ 鳥取東２ 青谷２ 河原２
足立　勝太 ５．２２．１４ 中村　歩夢 ５．５０．４６ 以下なし
岩美１ 岩美１
安田　翔太 ４．２３．２４ 小林　凌也 ４．２９．４８ 別所　響 ４．３２．５３ 濱野　航 ４．３６．５４ 谷口　唯翔 ４．３８．５１ 岩崎　風新 ４．３８．８８ 村上　良馬 ４．４３．３３ 保木本　能己 ４．４４．３８
中ノ郷３ 鳥大附属３ 福部未来２ 岩美３ 鳥取北３ 鳥取東２ 久米南２ 鳥大附属２
荻原　諒也 ９．５２．５４ 田中　良弥 １０．３８．３６ 石谷　強 １１．０７．７８ 以下なし
鳥取北３ 鳥取北２ 青谷３
吉田　怜治 １８．０７ 谷口　駿太 １９．１９ 松井　秀憲 ２０．７４ 河本　和樹 ２１．５３
鳥取西２ 鳥取東２ 鳥大附属２ 気高２
出場者なし

林　駿斗 5m16 森　聡史 4m99 高濱　宏彰 4m74 山﨑　公平 4m70 近藤　修 4m13 以下なし
青谷２ +0.4 鳥大附属３ +1.2 岩美３ +1.2 鳥大附属３ +1.6 湖東２ +0.8
金谷　晃 7m78 以下なし
智頭２
濵本　洸明 44m40 田中　聖也 34m14 以下なし

青谷２ 福部未来３
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種目
清水　美京 １３．９２ 安本　奏海 １４．６４ 以下なし
鳥大附属１ 鳥大附属１
吉田　明香里 １２．３２ 尾﨑　星 １２．４１ 岸本　百桃 １３．２３ 中口　心 １３．６９ 清水　美郷 １３．９８ 田中　マリア １４．１１ 大田　絵恋 １４．２０ 岡村　紗耶 １４．２３
河原２ +2.6 鳥取西２ +2.6 鳥取西２ +2.6 鳥取西２ +2..6 気高２ +2.6 河原２ +2.6 桜ヶ丘２ +2.6 湖東２ +2.1
上田　理湖 １２．５３ 田中　萌香 １３．１５ 瀬戸川　咲 １３．３６ 横山　暦 １３．７８ 村田　瑞希 １３．８２ 橋本　彩那 １３．８５ 田中　優花 １４．１７ 谷繁　愛美 １４．２６
河原３ +1.8 鳥取西３ +1.8 鳥大附属３ +1.8 桜ヶ丘３ +1.7 中ノ郷３ +1.8 鳥大附属３ +1.8 河原３ +0.4 河原３ +0.4
尾﨑　星 ２５．７５ 上田　理湖 ２５．９３ 吉田　明香里 ２５．９７ 瀬戸川　咲 ２７．５４ 田中　萌香 ２８．０５ 橋本　彩那 ２９．０７ 田中　マリア ２９．２１ 三原　絵利奈 ３０．２４
鳥取西２ +0.1 河原３ +0.1 河原２ +0.1 鳥大附属３ +0.1 鳥取西３ +0.1 鳥大附属３ +0.1 河原２ 0.0 湖東３ 0.0
岸本　百桃 ２．２２．１０ 浅田　海生 ２．３４．１６ 福田　りつか ２．３８．９１ 米本　颯来 ２．３９．６４ 鶴木　麻央 ２．３９．６５ 池井　鈴音 ２．４０．４４ 板倉　由佳 ２．４４．６５ 戸松　もえ ２．４６．７２
鳥取西２ 鳥取北３ 国府３ 鳥大附属２ 福部未来２ 中ノ郷３ 岩美２ 鳥取東２
政田　愛梨 ４．５４．７７ 湯川　令奈 ５．００．００ 上原　彩美 ５．０８．０３ 西尾　香乃 ５．１３．５２ 高木　麻未 ５．１９．５８ 中村　瑠良 ５．２５．７１ 長谷川　楓花 ５．３１．７２ 青木　美里 ５．３３．４６
鳥大附属２ 湖東３ 勝北３ 湖東３ 鶴山３ 鳥取北２ 湖東３ 鳥大附属２
吉澤　美月 １８．１９ 尾﨑　菜都美 １８．６７ 谷繁　愛美 １９．１２ 戸田　菜々香 １９．８３ 以下なし

湖東３ +1.2 青谷２ +1.2 河原３ +1.2 湖東３ +1.2

岡村　紗耶 4m16 川﨑　玲 4m15 清水　美郷 4m12 森本　ことみ 4m03 平本　美夢 3m52 西山　絵理 3m11 以下なし
湖東２ +1.1 中ノ郷３ +0.9 気高２ +2.0 鳥取西２ +1.8 中ノ郷３ +1.2 湖東３ +2.1
有田　早希 9m95 川﨑　玲 8m18 田口　由依 8m11 長谷川　小雪 7m49 臼井　智香 7m25 田口　愛梨 7m06 山根　礼奈 木下　亜美 7m05
河原３ 中ノ郷３ 鳥取西３ 青谷３ 青谷３ 鳥取西２ 湖東３ 中ノ郷３
有田　早希 35m80 田口　由依 24m93 前田　花奈 21m48 元場　ねね 17m70 森下　みのり 14m56 圓井　美友 13m62 以下なし

河原３ 鳥取西３ 中ノ郷３ 湖東２ 湖東２ 中ノ郷２

種目
小林　蒼空 １３．８６ 竹内　元春 １３．９１ 大田　丈 １４．１９ 岩井　光大 １４．３２ 近藤　竜馬 １４．４８ 田中　大翔 １４．６９ 本田　龍哉 １４．９３ 岡本　愛翔 １５．２２
ＫＹ鳥取６ +1.6 布勢ＴＣ６ +1.6 大田陸上６ +1.6 世紀５ +1.6 ＫＹ鳥取６ +1.6 ＫＹ鳥取６ +1.6 ＫＹ鳥取６ +0.6 ＫＹ鳥取６ +0.6
小林　蒼空 ３．１０．２６ 倉光　一冴 ３．２４．６０ 谷　和輝 ３．３０．８０ 福山　天祥 ３．３４．９３ 東田　大輝 ３．３５．１０ 戸松　愛翔 ３．４２．９１ 松本　葉月 ３．４３．６０ 小山　湊生 ３．４９．７６
ＫＹ鳥取６ 布勢ＴＣ５ ＫＹ鳥取５ 布勢ＴＣ５ ＫＹ鳥取５ ＫＹ鳥取５ 布勢ＴＣ５ 末恒ＲＣ５
大田　丈 4m31 水内　紀希 3m42 以下なし
大田陸上６ +1.3 布勢ＴＣ６ +0.9
原田　真暢 １４，９２ 細川　さくら １５．２２ 米田　菜々子 １５．２５ 田中　ゆら １５．４２ 下田　愛音 １５．６８ 清水　美礼 １５．７３ 津村　沙希 １５．８２ 石田　瑞歩 １５．９５
布勢ＴＣ６ +3.2 布勢ＴＣ６ +3.2 ＫＹ鳥取６ +3.2 布勢ＴＣ５ +1.4 ＫＹ鳥取６ +3.2 布勢ＴＣ４ +2.1 末恒ＲＣ５ +3.2 ＫＹ鳥取６ +3.2
石田　瑞歩 ２．４１．１７ 土橋　日菜子 ２．４３．１６ 原田　真暢 ２．４８．２２ 清水　美礼 ２．５０．０１ 米田　菜々子 ２．５１．４２ 田中　ゆら ２．５５．４６ 細川　さくら ２．５６．３５ 金子　りん ２．５８．７８
ＫＹ鳥取６ ＫＹ鳥取５ 布勢ＴＣ６ 布勢ＴＣ４ ＫＹ鳥取６ 布勢ＴＣ５ 布勢ＴＣ６ 布勢ＴＣ４
深田　彩名 3m34 清水　杏莉依 3m20 聲髙　未来 2m84 岸下　日菜子 2m53 以下なし
布勢ＴＣ５ +2.4 布勢ＴＣ６ +2.5 布勢ＴＣ４ +2.5 布勢ＴＣ５ +1.2

9時30分 天候：曇 湿度：63％ 風向：北東 風力：0.9m/s
１０時 天候：曇 湿度：61％ 風向：北北東 風力：1.8m/s
１１時 天候：曇 湿度：66％ 風向：北 風力：1.6m/s
１２時 天候：曇 湿度：64％ 風向；北 風力：1.9m/s
１３時 天候：曇 湿度：69％ 風向：北東 風力：2.6m/s
１４時 天候：曇 湿度：56％ 風向：北 風力：1.5m/s
１５時 天候：曇 湿度：61％ 風向：南東 風力：0.7m/s
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