
第19回鳥取県小学生陸上競技大会

期　日：平成28年9月25日（日） ト ラ ッ ク 審 判 長 松本　豊文

主　催：一般財団法人鳥取陸上競技協会 跳 躍 審 判 長 湊　英之

会　場：コカ・コーラウェストスポーツパーク陸上競技場 投 て き 審 判 長 加嶋　秀
招 集 所 審 判 長 長井　貴徳
記 録 主 任 伊田　敬哲

日付 種目

今西　瑛大(3) 15.69 西村　優真(3) 16.08 田中　凰我(3) 16.16 岡本　拓哉(3) 16.19 鹿島　熙倖(3) 16.49 松本　駿(3) 16.50 村上　大貴(3) 16.54 橋本　誉史(3) 16.56
兵　庫・但馬AC 鳥　取・TF米子 鳥　取・KY鳥取 兵　庫・竹野小 鳥　取・大栄ｸﾗﾌﾞ 鳥　取・賀露小 鳥　取・布勢TC 鳥　取・KY鳥取
上治　大琉(4) 14.76 筧　光希也(4) 15.10 原田　辿地(4) 15.34 今﨑　脩太(4) 15.43 塩見　裕真(4) 15.51 本田　晟哉(4) 15.68 渡邉　颯太(4) 15.73 前田　温翔(4) 15.77
兵　庫・但馬AC 鳥　取・加茂小 鳥　取・布勢TC 鳥　取・賀露小 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・賀露小 鳥　取・智頭小
岩井　光大(5) 13.55 大谷　悠真(5) 13.98 大坪　新歩(5) 14.28 井上　詞倭(5) 14.38 中本　征汰(5) 14.55 永田　倫也　(5) 14.67 阪本　晴也(5) 14.83 吉原　貴絆(5) 14.87
鳥　取・世紀小 鳥　取・布勢TC 鳥　取・布勢TC 鳥　取・TF倉吉 鳥　取・三朝南小 鳥　取・TF倉吉 鳥　取・大栄ｸﾗﾌﾞ 鳥　取・TF米子
永見　海(6) 12.98 高塚　祥生(6) 13.15 井上　澪音(6) 13.16 谷本　真輝(6) 13.49 小林　蒼空(6) 13.60 近藤　竜馬(6) 13.95 大谷　幸輝(6) 14.04 斉尾　悠暉(6) 14.12
鳥　取・SMTCｼﾞｭﾆｱ 鳥　取・船上小 鳥　取・TF倉吉 鳥　取・上小鴨小 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・大山陸上
小林　蒼空(6) 2:58.38 河本　大成(6) 3:06.87 廣瀬　創大(6) 3:12.81 渡辺　陽翔(6) 3:13.17 斉尾　悠暉(6) 3:13.58 小谷　亮介(6) 3:14.82 岩井　光大(5) 3:20.17 倉光　一冴(5) 3:20.76
鳥　取・KY鳥取 GR 鳥　取・小鴨小 兵　庫・但馬AC 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・大山陸上 鳥　取・赤碕小 鳥　取・世紀小 鳥　取・布勢TC
竹内　元春(6) 12.94 倉光　一冴(5) 14.15 松本　楓月(5) 14.67 田中　遥登(6) 14.96 石賀　翔伍(6) 15.14 山崎　新世(6) 15.76 松本　葉月(5) 16.16 小山　惟斗(5) 16.69
鳥　取・布勢TC 鳥　取・布勢TC 鳥　取・布勢TC 鳥　取・SMTCｼﾞｭﾆｱ 鳥　取・八橋小 鳥　取・布勢TC 鳥　取・布勢TC 鳥　取・布勢TC
KY鳥取A 53.16 TF倉吉 54.16 布勢TCA 55.48 上小鴨小 55.52 赤碕小A 55.65 大山陸上A 55.65 船上小 57.38 小鴨小 57.38
田中　大翔(6) 井上　詞倭(5) 大坪　新歩(5) 天野　翔太(6) 柳澤　快斗(6) 川島　和流(6) 前田　天星(5) 上林　洸稀(6)
小林　蒼空(6) 原田　弐翔(6) 竹内　元春(6) 谷本　真輝(6) 小谷　亮介(6) 髙田　翔輝(6) 高塚　祥生(6) 中本　涼陽(6)
近藤　竜馬(6) 花池　昂(6) 茗荷　駿多(5) 藤田　侑希(6) 太田　舷暉(6) 谷本　海(6) 鷲田　大翔(6) 中本　修陽(6)
大谷　幸輝(6) 井上　澪音(6) 大谷　悠真(5) 小原　蒼大(6) 松本　海希(6) 斉尾　悠暉(6) 前田　隼人(6) 河本　大成(6)
北中　誉大(6) 1m33 矢木　聖一朗(6) 1m25 川上　恭路(6) 1m25 平尾　大翔(6) 1m25 松本　海希(6) 1m20 庄見　樹(5) 1m15 武良　壮真(5) 1m15
鳥　取・TF倉吉 鳥　取・三朝西小 鳥　取・TF米子 鳥　取・湖南学園小 鳥　取・赤碕小 鳥　取・赤碕小 鳥　取・SMTCｼﾞｭﾆｱ

水内　紀希(6) 1m25
鳥　取・布勢TC

永見　海(6) 4m91(+0.9) 大田　丈(6) 4m86(+1.4) 谷本　真輝(6) 4m73(+0.3) 大坪　新歩(5) 4m39(+1.7) 岩本　怜大(6) 4m39(+0.8) 石原　心汰朗(6) 4m38(+1.9) 橋本　洋(6) 4m12(+1.4) 川島　和流(6) 4m05(-0.4)
鳥　取・SMTCｼﾞｭﾆｱ 鳥　取・大田陸上 鳥　取・上小鴨小 鳥　取・布勢TC 鳥　取・羽合小 鳥　取・SMTCｼﾞｭﾆｱ 鳥　取・赤碕小 鳥　取・大山陸上
山田　雅貴(6) 64m80 德井　崚(6) 46m12 太田　舷暉(6) 43m34 松田　侑槻(6) 43m21 高橋　永(5) 42m87 笹野　柊磨(5) 42m56 森澤　知慶(5) 42m37 中本　修陽(6) 40m15
鳥　取・泊小 鳥　取・泊小 鳥　取・赤碕小 鳥　取・泊小 鳥　取・東郷小 鳥　取・にちなんAC 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・小鴨小
福長　正翔(1) 9.09 ジュバテ　アブドゥライ(1) 9.28 中村　駿也(1) 9.30 川瀬　遼(1) 9.35 横山　想太(1) 9.37 田畑　春真(1) 9.46 川本　瑛太(1) 9.48 佐々木　優真(1) 9.50
鳥　取・KY鳥取 鳥　取・関金小 鳥　取・大栄ｸﾗﾌﾞ 鳥　取・稲葉山小 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・船上小 鳥　取・東郷小 鳥　取・TF米子
國森　慎司(2) 8.45 細井　凪人(2) 8.57 吉尾　匠生(2) 8.61 小川　蒼介(2) 8.70 大本　寿以喜(2) 8.83 藤岡　夢優(2) 8.91 笹野　蒼亮(2) 9.13 福本　陸斗(2) 9.25
鳥　取・赤碕小 鳥　取・小鴨小 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・関金小 鳥　取・船上小 兵　庫・但馬AC 鳥　取・にちなんAC 鳥　取・湖南学園小
前田　結衣(3) 16.58 近藤  未來(3) 16.60 藤原　心奈(3) 16.98 西尾　七月葉(3) 16.99 中村　光菜美(3) 17.04 大徳　美蘭(3) 17.28 松田　奏(3) 17.36 福長  優里(3) 17.37
鳥　取・船上小 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・TF米子 鳥　取・布勢TC 鳥　取・鳥取ｼﾞｮｲﾅｽ 鳥　取・SMTCｼﾞｭﾆｱ 鳥　取・北条ﾛｹｯﾂ 鳥　取・KY鳥取
中尾　萌々果(4) 15.28 澤野　琴音(4) 15.31 中村　仁香(4) 15.32 岩井　咲希(4) 15.47 大橋　凜(4) 15.51 森安　一華(4) 15.80 金子　りん(4) 15.80 小林　日和(4) 16.01
鳥　取・小鴨小 兵　庫・但馬AC 鳥　取・大山陸上 鳥　取・世紀小 鳥　取・三朝AC 鳥　取・大山陸上 鳥　取・布勢TC 鳥　取・布勢TC
西口　そら(5) 14.13 佐々木　陽菜(5) 14.77 小林　天(5) 14.80 田中　ゆら(5) 15.14 小椋　咲奈(5) 15.25 小椋　緩奈(5) 15.40 小澤　ひなた(5) 15.51 山本　紗矢(5) 15.63
鳥　取・八橋小 鳥　取・大山陸上 鳥　取・TF米子 鳥　取・布勢TC 鳥　取・TF米子 鳥　取・三朝東小 鳥　取・米子陸上ｸﾗﾌﾞ 兵　庫・但馬AC
佐々木　真歩(6) 13.72 原田　真暢(6) 13.79 今川　七海(6) 13.92 田村　倫子(6) 14.12 谷口　彩香(6) 14.20 西尾　心優(6) 14.43 加藤　桃羽(6) 14.67 福嶋　ひなた(6) 14.79
鳥　取・TF米子 鳥　取・布勢TC 鳥　取・TF米子 鳥　取・TF米子 鳥　取・船上小 鳥　取・NAC 兵　庫・但馬AC 鳥　取・米子陸上ｸﾗﾌﾞ
原田　真暢(6) 2:31.48 米田　菜々子(6) 2:33.28 石田　瑞歩(6) 2:36.83 土橋　日菜子(5) 2:38.35 田中　ゆら(5) 2:39.92 田中　つかさ(6) 2:40.41 髙尾　真由(6) 2:41.74 上野　涼夏(5) 2:42.69
鳥　取・布勢TC 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・布勢TC 鳥　取・大栄ｸﾗﾌﾞ 鳥　取・赤碕小 鳥　取・TF倉吉
福嶋　ひなた(6) 13.54 深田　彩名(5) 14.45 松浦　由梨奈(6) 14.47 尾﨑　南美(6) 14.49 前田　七星(6) 16.82 吉本　優花(6) 17.88 田中　直美(5) 20.15
鳥　取・米子陸上ｸﾗﾌﾞ 鳥　取・布勢TC 鳥　取・赤碕小 鳥　取・明倫小 鳥　取・船上小 鳥　取・船上小 鳥　取・赤碕小
TF米子A 54.36 船上小A 56.23 KY鳥取A 57.18 TF米子B 57.45 赤碕小A 58.31 米子陸上ｸﾗﾌﾞ 59.33 但馬AC 59.34
津田　真里愛(6) 森　美月(6) 谷口　真凜(6) 中原　遥子(6) 松浦　由梨奈(6) 北窓　沙羅(5) 山本　紗矢(5)
今川　七海(6) 谷口　彩香(6) 米田　菜々子(6) 竹下　みらん(6) 髙尾　真由(6) 小澤　ひなた(5) 加藤　桃羽(6)
佐々木　真歩(6) 西村　朋香(6) 梅實　莉緒(6) 佐蔵　美咲(6) 井木　絢香(6) 斉木　あさみ(5) 宇野　月那(6)
田村　倫子(6) 谷本　華(6) 石田　瑞歩(6) 高梨　舞夏(6) 芦谷　乃彩(6) 吉栁　美海(6) 大嶋　日那里(6)
米田　涼(6) 1m35 入江　さくら(6) 1m30 小林　天(5) 1m25 池田　愛佳(6) 1m15 清水　杏莉依(6) 1m15 岸下　日菜子(5) 1m15
鳥　取・八橋小 鳥　取・北条ﾛｹｯﾂ 鳥　取・TF米子 鳥　取・三朝AC 鳥　取・布勢TC 鳥　取・布勢TC

谷本　華(6) 1m25 澤田　瑞希(5) 1m15
鳥　取・船上小 鳥　取・船上小

西尾　心優(6) 4m20(+1.2) 梅實　莉緒(6) 4m05(+1.3) 田中　美来(5) 3m93(+1.4) 定常　和歌子(6) 3m90(+0.9) 井木　絢香(6) 3m90(+2.3) 倉本　正美(6) 3m81(+1.0) 谷口　真凜(6) 3m69(+0.5) 佐々木　沙也香(5) 3m61(+0.6)
鳥　取・NAC 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・SMTCｼﾞｭﾆｱ 鳥　取・TF倉吉 鳥　取・赤碕小 公認3m84(+1.2) 鳥　取・北条ﾛｹｯﾂ 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・KY鳥取
桑本　茅奈(6) 45m40 松川　凜愛(6) 44m20 赤熊　琴(5) 44m17 藤原　加奈子(6) 40m77 倉本　正美(6) 35m77 村田　瑞希(6) 35m70 山本　彩冬(6) 31m88 津江　結(6) 30m51
鳥　取・河北SS 鳥　取・羽合小 鳥　取・三朝南小 鳥　取・三朝南小 鳥　取・北条ﾛｹｯﾂ 鳥　取・布勢TC 鳥　取・岩美北小 鳥　取・岩美北小
桑原　優彩(1) 8.77 眞山　咲月(1) 8.81 中原　琴音(1) 9.09 山口　優愛(1) 9.13 加登脇　好(1) 9.14 松村　きらり(1) 9.40 石田  千歩(1) 9.41 山根　真海(1) 9.50
鳥　取・東郷小 TSR,GR 鳥　取・赤碕小 TSR,GR 鳥　取・八橋小 鳥　取・賀露小 鳥　取・赤碕小 兵　庫・但馬AC 鳥　取・KY鳥取 鳥　取・智頭小
林原　陽莉(2) 8.94 磯上　結香(2) 9.12 山田　英真(2) 9.18 川本　円花(2) 9.35 井上　采沙(2) 9.37 小谷　みらい(2) 9.40 山中　悠衣(2) 9.42 米本　ひかる(2) 9.61
鳥　取・米子陸上ｸﾗﾌﾞ 鳥　取・大栄ｸﾗﾌﾞ 鳥　取・河北SS 鳥　取・東郷小 鳥　取・TF倉吉 鳥　取・赤碕小 鳥　取・小鴨小 鳥　取・智頭小

凡例  TSR:県小学記録 GR:大会記録

9月25日
小学２年女子50m 

風：-0.9

9月25日 小学女子走幅跳

9月25日 小学女子ボール投

9月25日
小学１年女子50m 

風：+0.9

9月25日
小学女子80mH 

風：-0.3

9月25日 小学女子4X100mR

9月25日 小学女子走高跳

9月25日
小学５年女子100m 

風：-0.5

9月25日
小学６年女子100m 

風：-0.7

9月25日 小学女子800m

9月25日
小学２年男子50m 

風：-1.3

9月25日
小学３年女子100m 

風：-0.8

9月25日
小学４年女子100m 

風：-0.2

9月25日 小学男子走幅跳

9月25日 小学男子ボール投

9月25日
小学１年男子50m 

風：+0.6

9月25日
小学男子80mH 

風：-1.0

9月25日 小学男子4X100mR

9月25日 小学男子走高跳

9月25日
小学５年男子100m 

風：-0.1

9月25日
小学６年男子100m 

風：-0.7

9月25日 小学男子1000m

9月25日
小学４年男子100m 

風：-0.8

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

9月25日
小学３年男子100m 

風：-0.5


