
８位入賞者一覧表
第62回倉吉市陸上競技選手権大会　兼 スポレク祭予選会
第21回東伯郡陸上競技選手権大会 平成２８年６月１２日(日)

 
倉吉市営陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

４年１００ｍ 福井　涼太 15.88 田中　一護 15.93 田村　海翔 16.23 亀井　瑛太 16.37 福井　悠太 17.22 常村　廉永 17.44 中村　友哉 17.33 野儀　旺慎 19.30

風:+0.4 河北小 上小鴨小 TF倉吉 上小鴨小 西郷小 西郷小 社小 上小鴨小

５年１００ｍ 井上　詞倭(5) 14.46 永田　倫也(5) 14.95 高本　龍斗(5) 15.29 吉田　泰輔(5) 15.71 門脇　大晴(5) 15.73 日置　遥愛(5) 16.05 小湯　腹隼(5) 16.28 森　　硫聖(5) 17.03

風:-0.4 ＴＦ倉吉 上小鴨 上小鴨 上北条 上北条 上北条 小鴨 小鴨

６年１００ｍ 井上　澪音(6) 13.48 本多　春樹(6) 13.52 金光　　希(6) 14.17 山本　祐希(6) 14.65 原田　弐翔(6) 14.80 花池　　昴(6) 14.90 上林　洸稀(6) 15.15 松本　紡玖(6) 15.29

風:+0.4 ＴＦ倉吉 上北条 関金 関金 ＴＦ倉吉 ＴＦ倉吉 小鴨 社

８００ｍ 井上　詞倭(5) 2.41.83 三浦　永遠(6) 2.49.66 福井　涼太(4) 2.52.33 伊東　大輝(6) 2.52.69 門脇　大晴(5) 2.53.83 竹内　功真(4) 2.54.63 岡本　蓮汰(5) 2.55.04 綱本　幸栄(5) 3.01.24

 ＴＦ倉吉 上北条 河北 上北条 上北条 上小鴨 社 社

４×１００ｍ ＴＦ倉吉 56.54 関金小 58.02 上北条小A 59.77 社小A 1.01.50 河北小 1.01.60 上北条小B 1.01.66 上小鴨小A 1.02.38 小鴨小 1.02.71

 井上詞倭 清水陽仁 岡　龍和 清水大翔 福井涼太 山田真輝人 谷本啓太 柴田蒼太

 原田弐翔 金光　光 伊東大輝 松本紡玖 尾坂健輔 門脇大晴 高本龍斗 小湯原隼

 花池　昴 岸原士竜 長棟星稀 須貝憂星 堂本貴勢 日置遥愛 野儀悠生 山下　純

 井上澪音 山本祐希 本多春樹 河原泰星 宮本悠里 吉田泰輔 永田倫也 上林洸稀

走高跳 山下　　純(6) 1m20 三浦　永遠(6) 1m15 上林　洸稀(6) 1m15 長棟　星稀(6) 1m05 清水　大翔(6) 1m00 以下なし

 小鴨 上北条 小鴨 上北条 社

走幅跳 金光　希（6） 4ｍ36 本多　春樹（6） 4ｍ12 花池　昴（6） 4ｍ05 高本　龍斗（6） 3ｍ85 日置　遥愛（5） 3ｍ61 岡　龍和（6） 3ｍ57 細川　秀太（6） 3ｍ36 小湯　原隼（5） 3ｍ26

 関金 +0.3 上北条 +0.7 ＴＦ倉吉 +1.0 上小鴨 +0.6 上北条 +1.5 上北条 -0.3 上北条 -0.2 小鴨 +0.5

ソフトボール投 川本 遼太郎(6) 48m91 井上　澪音(6) 48m62 谷本　啓太(5) 45m47 竹内　晶梧(5) 40m48 山田　瑛心(5) 37m35 尾坂　健輔(6) 36m58 吉田　泰輔(5) 36m54 森　　硫聖(5) 36m22

 上北条 ＴＦ倉吉 上小鴨 小鴨 小鴨 河北 上北条 小鴨

４年１００ｍ 中尾 萌々果(4) 15.74 照下　結彩(4) 16.00 岩野　真南(4) 16.37 保田　芹菜(4) 16.61 山中 奈々美(4) 16.63 山田　由南(4) 17.04 福井　菜那(4) 17.08 中西 ひなた(4) 17.17

風:+0.4 小鴨 小鴨 ＴＦ倉吉 ＴＦ倉吉 小鴨 河北 西郷 河北

５年１００ｍ 伊東　美羽(5) 15.75 岩間　優璃(5) 15.85 伊藤　愛紗(5) 15.93 山本　楓簾(5) 16.78 恩田　二葉(5) 16.79 前田　優羽(5) 17.04 以下なし

風:+1.0 上北条 上北条 小鴨 ＴＦ倉吉 小鴨 ＴＦ倉吉

６年１００ｍ 伊丹　樹里(6) 14.39 桑本　茅菜(6) 14.60 中村　香子(6) 14.78 西古　愛唯(6) 14.90 吉田　花帆(6) 15.11 山口　美優(6) 15.25 土井 なつみ(6) 15.28 角田 ひかり(6) 15.46

風:+0.8 上北条 河北 上北条 ＴＦ倉吉 河北 河北 河北 上北条

８００ｍ 伊丹　樹里(6) 2.44.56 上野　涼夏(5) 2.47.75 津村　朱璃(6) 2.50.27 山田　茉央(6) 2.52.57 岩間　優璃(5) 2.53.01 三谷　望天(6) 2.53.65 渋谷　花妃(5) 2.59.19 澤　ひな美(4) 3.04.16

 上北条 小鴨 河北ＳＳ 河北ＳＳ 上北条 河北ＳＳ 小鴨 西郷

４×１００ｍ 上北条小 58.51 河北小 59.03 TF倉吉 1.01.49 河北SS 1.02.76 小鴨小A 1.05.21 小鴨小B 1.05.42 上小鴨小A 1.06.64

 角田ひかり 土井なつみ 前田優羽 三谷望天 恩田二葉 長石舞那 荒金璃子

 伊丹樹里 吉田花帆 定常和歌子 津村朱璃 上野涼夏 山下玲奈 立光愛莉

 岩間優璃 山口美優 岩野夏希 山田茉央 日名愛華 渋谷花妃 佐伯憂奈

 中村香子 桑本茅菜 西古愛唯 北山美月 伊藤愛紗 冨田伶奈 中里桃子

走高跳 中村　香子(6) 1m20 角田 ひかり(6) 1m15 土井 なつみ(6) 1m10 冨田　怜奈(5) 1m10 伊藤　愛紗(5) 1m05 安藤　仁美(4) 1m00 北山　美月(6) 1m00 以下なし

 上北条 上北条 河北 小鴨 小鴨 小鴨 河北

走幅跳 定常 和歌子(6) 3m82 吉田　花帆(6) 3m77 山田　茉央(6) 3m58 清水　彩花(6) 3m55 山口　美優(6) 3m53 伊東　美羽(5) 3m35 福田　瑠那(5) 3m28 鋤崎　希歩(4) 3m22

 ＴＦ倉吉 +0.7 河北 +0.4 河北 -0.0 河北ＳＳ +0.1 河北 +0.3 上北条 +0.5 上北条 -0.0 ＴＦ倉吉 +1.2

ソフトボール投 桑本　茅菜(6) 46m49 安藤　仁美(4) 19m55 以下なし

 河北 小鴨
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８位入賞者一覧表
第62回倉吉市陸上競技選手権大会　兼 スポレク祭予選会
第21回東伯郡陸上競技選手権大会 平成２８年６月１２日(日)

 
倉吉市営陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

４年１００ｍ 谷口　大地 15.19 高尾　　和 15.90 日置　康太 16.04 磯江　　和 16.32 森本　大介 16.36 新井　大貴 16.45 中村　海音 16.51 福間　碧空 16.54

風:+0.4 船上 GR 赤碕 北条 大栄 羽合 三朝西 八橋 東郷

５年１００ｍ 金本　瑛希(5) 14.49 中本　征汰(5) 14.80 阪本　晴也(5) 14.88 前田　一晟(5) 15.15 米村　駿克(5) 15.38 北濵　　凌(5) 15.69 庄見　　樹(5) 15.74 石田　　司(5) 16.05

風:+0.2 八橋 南 大栄 船上 大栄 大栄 赤碕 三朝西

６年１００ｍ 高塚　祥生(6) 13.23 小谷　亮介(6) 13.97 松本　海希(6) 14.17 柳澤　快斗(6) 14.29 高田　翔輝(6) 14.62 池本　樹栄(6) 14.73 大橋　英真(6) 14.96 松本　和也 15.05

風:+0.3 船上 赤碕 赤碕 赤碕 船上 北条 三朝西 三朝西

８００ｍ 小谷　亮介(6) 2.30.40 礒江　　温(6) 2.39.34 山岡　祐成(6) 2.40.05 岡本　　功(6) 2.41.91 中本　征汰(5) 2.42.45 水口　　尊(6) 2.42.67 石田　　司(5) 2.44.48 鷲田　大翔(6) 2.45.28

 赤碕 大栄 浦安 北条 三朝南 大栄 三朝西 船上

４×１００ｍ 赤碕小A 55.56 船上小A 55.64 大栄小A 1.00.05 浦安小 1.01.12 大栄小B 1.01.74 羽合小 1.03.02 赤碕小B 1.05.72 東郷小A 1.05.78

 柳澤快斗 高田翔暉 鹿島一侑紀 勝原良多 北濱　凌 長田　迅 屋内壮馬 河村泰寛

 小谷亮介 高塚祥生 竹歳大輝  山岡祐成　 米村駿克 牧田慶次 上田敦生 宮本優弥

 太田舷暉 鷲田大翔 水口　尊 原口颯汰 中本陽希 筏津理斗 大本浩平 長綱柊弥

 松本海希 石賀慎梧 磯江　温 木村蓮矢 阪本晴也 嶋本航大 庄見　樹 高橋　永

走高跳 牧野　堅心(6) 1m25 石賀　慎梧(6) 1m25 松本　海希(6) 1m20 上田　敦生(5) 1m20 庄見　　樹(5) 1m15 前田　一晟(5) 1m10 以下なし

 八橋 船上 赤碕 赤碕 赤碕 船上

走幅跳 橋本　　洋(6) 4m21 竹歳　大輝(6) 4m01 阪本　晴也(5) 3m94 鷲田　大翔(6) 3m86 鹿島 一侑紀(6) 3m70 金本　瑛希(5) 3m68 小椋　遥斗(6) 3m67 高塚　祥生(6) 3m61

 赤碕 +0.6 大栄 +1.1 大栄 +0.7 船上 +0.3 大栄 +0.4 八橋 +0.0 三朝西 +0.0 船上 +0.5

ソフトボール投 太田　舷暉(6) 51m91 嶋本　航大(6) 51m48 牧田　慶次(6) 43m75 宮本　優弥(6) 43m71 高田　翔輝(6) 42m28 長綱　柊弥(6) 39m64 有福　天漣(4) 37m87 以下なし

 赤碕 羽合 羽合 東郷 船上 東郷 浦安

４年１００ｍ 大橋　凛 15.71 山本　希華 15.76 内田　　遥 16.43 中田　実羽 16.47 安田　早希 16.53 中村　菜々 16.98 小谷ちひろ 15.71 以下なし

風:-0.1 三朝西 羽合 船上 三朝西 三朝南 大栄 赤碕

５年１００ｍ 西口　そら(5) 14.15 佐伯　天風(5) 15.11 山口　紗知(5) 15.22 小椋　緩奈(5) 15.48 土海　梨桜(5) 15.65 河坂　美穂(5) 15.66 山口　梨織(5) 15.77 田熊　りか(5) 15.92

風:+0.6 八橋 GR 船上 北条 三朝東 東郷 八橋 三朝東 八橋

６年１００ｍ 松浦 由梨奈(6) 14.85 高橋　陽桜(6) 15.00 森本　陽菜(6) 15.02 西村　朋香(6) 15.07 高見　泉舞(6) 15.25 谷本　　華(6) 15.31 井木　絢香(6) 15.56 谷村　夏実(6) 15.67

風:+0.2 赤碕 三朝西 羽合 船上 浦安 船上 赤碕 羽合

８００ｍ 福羅　　和(5) 2.41.71 田中 つかさ(6) 2.45.34 坂西　和華(6) 2.45.61 長谷川 幸花(6) 2.48.64 相見　涼花(5) 2.48.78 安田　茉央(5) 2.49.29 前田　リロ(6) 2.52.32 川北　真凛(6) 2.57.36

 東郷 大栄 浦安 北条 浦安 三朝南 赤碕 三朝南

４×１００ｍ 船上小 59.33 赤碕小A 1.00.28 浦安小 1.0038 八橋小 1.00.65 北条小A 1.01.65 大栄小 1.02.08 羽合小 1.02.23

 澤田瑞希 松浦由梨奈 坂西和華 毎田花帆 志真来夏 河本　愛 山本希華

 佐伯天風 井木絢香 高見泉舞 西口そら 山本桜姫 中原しおり 森本陽菜

 西村朋香 中野紗歌 藤本真衣 河坂美穂 倉本正美 田中つかさ 松川凜愛

 谷本　華 芦谷乃彩 相見涼花 田熊りか 林かりん 前田由香子 谷村夏実

走高跳 谷本　　華(6) 1m25 森本　陽菜(6) 1m25 高見　泉舞(6) 1m15 藤田　稚子(5) 1m15 池田　愛佳(6) 1m10 稲田　春花(6) 1m05 以下なし

 船上 羽合 浦安 八橋 三朝西 赤碕

走幅跳 高橋　陽桜(6) 3m93 前田 由香子(6) 3m66 井木　絢香(6) 3m58 藤本　真衣(6) 3m54 倉本　正美(6) 3m43 田熊　りか(5) 3m40 西村　朋香(6) 3m37 山下　舞子(6) 3m36

 三朝西 +0.1 大栄 +0.1 赤碕 +1.3 浦安 -0.0 北条 +1.9 八橋 +0.8 船上 +1.0 大栄 +0.1

ソフトボール投 北村　梨央(6) 46m25 松川　凜愛(6) 45m17 赤熊　　琴(5) 39m39 倉本　正美(6) 34m52 藤原 加奈子(6) 31m15 小椋 日万莉(6) 30m39 山口　梨織(5) 28m27 福田　桜穂(4) 23m04

 羽合 羽合 三朝南 北条 三朝南 三朝西 三朝東 三朝南
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第62回倉吉市陸上競技選手権大会　 兼 ス ポレ ク 祭予選会
第21回東伯郡陸上競技選手権大会

2016/6/12

競技場：倉吉市営陸上競技場

日付 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所

2016/6/12 9:20 曇り 30.0℃ 57% 南西 0.1m/s 競技場

10:00 曇り 29.0℃ 60% 南東 1.8m/s 〃

11:00 曇り 31.0℃ 56% 南東 0.8m/s 〃

12:00 曇り 28.5℃ 55% 南西 1.6m/s 〃

13:00 曇り 27.0℃ 73% 西南西 1.6m/s 〃

14:00 雨 25.0℃ 71% 南西 0.5m/s 〃

15:00 晴れ 22.5℃ 52% 北西 1.2m/s 〃

16:00 晴れ 21.5℃ 60% 北西 1.8m/s 〃


