
記録主任：伊田敬哲
種目

笹鹿晶裕 11.10 妻木裕太郎 11.33 佐伯博嗣 11.44 前畑良一 11.50 生田　亘 11.53 中村海奈斗 11.54 平林　匠 11.55 松下　薫 11.56
鳥取ＡＳ -0.4 鳥大医学 -0.4 三菱自動車 -0.4 鳥取ＡＳ -0.4 米子東高 -0.4 島根大 -0.4 鳥取ＡＳ -0.4 米子北斗高 -0.9
山脇竜徳 51.47 安田成輝 52.36 池田和志 52.93 小田紘己 53.03 池田晴介 53.28 山田雄太 54.02 落合祐太 54.12 大森崇嗣 54.16
鳥取ＡＳ 米子北高 米子西高 島根大 米子東高 米子北高 米子北高 米子西高
池本大介 4.07.47 奥田政弘 4.19.08 濱田晋太郎 4.30.96 橋岡賢典 4.32.72 原田健弘 4.40.90 奥田和樹 4.41.45 郡　健帆 4.47.18 村上弘樹 4.48.43
自衛隊米子 自衛隊米子 鳥大医学 米子西高 米子工高 米子東高 米子西高 米子工高
水野麻奈人 16.20.70 濱田晋太郎 17.58.77 以下なし
自衛隊米子 鳥大医学
鳥大医学 43.89 以下なし

藤居研考
澤田将平
前垣雅哉
妻木裕太郎
檜　拓哉 1.80 多賀　涼 1.70 森元虎一郎 1.65 太田尚吾 1.60 渡部亮将 1.50 以下なし
米子西高 米子工高 米子西高 米子西高 米子西高
前垣雅哉 6.65 三村崚太 5.99 神田健介 5.92 吉岡征輝 5.82 橋本　駿 5.49 藤本康行 5.46 木村海登 5.43 黒見亮太 5.31
鳥大医学 +0.7 米子東高 -0.2 島根大 -0.4 米子西高 -0.5 米子南高 +1.0 米子東高 +2.5 米子西高 +1.5 米子西高 -0.9
薮田　優 9.27 以下なし
島根大
中村大河 7.42 以下なし
米子松蔭高
勝部悠介 43.05 薮田　優 31.09 以下なし
島根大 島根大
多賀駿平 53.49 岩尾順平 44.85 川上英輔 40.89 中村太河 31.85 以下なし
米子工高 米子南高 米子西高 米子松蔭高
岡﨑穂乃香 13.30 山根美紗 13.69 西小野佳子 13.80 石上彩佳 13.88 谷本知香 13.92 野口真帆 13.96 中川涼香 14.46 谷川晴香 14.55
米子東高 -1.0 米子南高 -1.0 米子北高 -1.0 米子西高 -1.0 米子東高 -1.0 米子西高 -1.0 米子北斗高 -1.0 米子北高 -1.1
森本結布 1.00.55 大森真歩子 1.02.21 藤井　麗 1.08.63 以下なし
米子東高 米子東高 島根大
北尾見優希 5.04.24 山本彩未 5.23.95 影本　絢 5.25.19 福本菜摘 5.44.01 遠藤花奈 5.46.09 深田弥来 5.53.01 白波瀬理佳 6.12.96 持田恵里 6.20.09
米子東高 米子西高 米子西高 鳥大医学 米子東高 米子西高 鳥大医学 鳥大医学
松岡日菜 1.35 吉木明日香 1.30 以下なし
米子東高 米子高
藤井　麗 5.17 時光直美 4.87 柴田友理 4.43 内田愛里 4.16 浅井瑶子 3.81 周防知花 3.51 以下なし
島根大 +0.4 米子南高 +2.4 米子東高 +2.3 米子南高 +1.7 鳥大医学 +2.8 米子南高 -0.6
手島彩乃 8.65 以下なし
島根大
手島彩乃 31.15 山本春菜 17.99 以下なし
島根大 鳥大医学

馬田あすか 30.41 山本春菜 26.72 江原慧奈 23.31 森田彩李 17.60 以下なし
米子東高 鳥大医学 米子南高 米子南高
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【高校一般】 会場：どらドラパーク米子陸上競技場　　 開催日：平成２６年６月７日(土)
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記録主任：伊田敬哲
種目

大石直徹 11.78 岩村真希 12.57 中村大輔 12.70 下村翔太 12.75 大峯敬俊 12.92 黒澤薫史 13.01 吹野文哉 13.09
後藤ヶ丘２ -0.6 後藤ヶ丘３ -0.6 米子北斗３ -0.6 福米１ -0.6 箕蚊屋１ -0.0 後藤ヶ丘２ -0.6 福米２ -0.6

加藤柳世 12.92
弓ヶ浜３ -0.4

恩部義弘 59.33 細田幹也 59.70 以下なし
福米２ 後藤ヶ丘３
清水寛大 4.37.84 三澤祐太朗 4.51.88 井上遙平 5.05.33 赤石　駿 5.13.34 林原優仁 5.14.25 今吉崇登 5.14.75 栄　麟 5.16.10 日下部佑磨 5.16.82
尚徳３ 大会新 弓ヶ浜３ 東山１ 米子北斗２ 東山２ 米子北斗３ 米子北斗２ 米子北斗２
後藤ヶ丘 46.23 福米 49.67 箕蚊屋 52.88 以下なし

岩村真希 大会新 広瀬歩真 箕浦颯人
大石直徹 下村翔大 松本海虎
黒澤薫史 恩部義弘 山浦隆雅
大井敦誠 吹野文哉 大峯敬俊
坂金　颯 1.65 松田志亜音 1.35 以下なし
後藤ヶ丘３ 福生１
加藤柳世 5.17 黒澤薫史 4.87 松本海虎 4.61 下村翔太 4.53 坪倉賢太 4.31 松原昂兵 4.28 山浦隆雅 3.91 宅和尚之 3.58
弓ヶ浜３ -0.3 後藤ヶ丘２ +1.4 箕蚊屋１ -1.0 福米１ ＋0.6 後藤ヶ丘２ ＋1.4 福生１ ＋2.5 箕蚊屋１ +0.0 福米１ -0.9
箕浦颯人 4.93 以下なし
箕蚊屋１ 　
安達香奈 13.27 山田　葵 13.53 福井向日葵 13.74 黒木日菜子 13.99 蒲生陽南 14.05 北窓莉央 14.07 高梨和香 14.24 入江聖奈 14.25
弓ヶ浜２ -0.8 後藤ヶ丘３ -0.3 福米３ -0.3 福生１ -2.1 福米３ -0.3 尚徳１ -0.3 後藤ヶ丘３ -1.4 後藤ヶ丘２ -2.1
安達香奈 27.18 北窓莉央 29.28 平井茉莉愛 31.27 多久和朱理 32.87 以下なし
弓ヶ浜２ -1.6 尚徳１ -1.6 尚徳１ -1.6 後藤ヶ丘１ -1.6

大会新
笹木桃香 2.36.50 石飛遥奈 2.38.16 清水　花 2.39.37 大庭こころ 2.46.09 高橋美和 3.24.56 以下なし
尚徳３ 尚徳３ 尚徳１ 福米２ 東山２
後藤ヶ丘 53.29 福米 54.03 福生 55.96 尚徳 56.79 東山 57.18 以下なし

4×100m 三明秋穂 蒲生陽南 高野　蕗 鏡谷　葵 森村七海
山田　葵 嶋本　茜 黒木日菜子 北窓莉央 長田美緒
弓田三結 井山咲良 本多悠那 坂本　葵 金尾憧子
坂本恵美 福井向日葵 南川奈々子 清水　花 田中　恵
西山江利奈 1.40 植草七星 1.30 坂本　葵 1.30 鏡谷　葵 1.25 以下なし
福米３ 後藤ヶ丘２ 尚徳１ 尚徳１
蒲生陽南 4.55 坂本恵美 4.48 嶋本　茜 4.19 高野　蕗 4.14 島田寛世 3.90 児島麻鈴 3.82 古賀彩香 3.52 竹本玲奈 3.28
福米３ +1.9 後藤ヶ丘２ +0.5 福米３ 0.0 福生３ +0.9 後藤ヶ丘３ 0.0 福米１ +0.1 福生２ +1.6 福生２ -0.4
小畑亜美 8.13 島津瑠衣 7.41 中園椋子 7.10 以下なし
後藤ヶ丘３ 後藤ヶ丘３ 後藤ヶ丘３
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会場：どらドラパーク米子陸上競技場　　 開催日：平成２６年６月７日(土)
1位 2位 3位 4位 5位 6位

第３４回米子市陸上競技選手権大会　兼　第１５回鳥取県スポーツレクリエーション祭米子市予選会

【中学生】



記録主任：伊田敬哲
種目
4年 佐々木大毅 15.79 秦　天翔 16.02 石原心汰朗 16.19 植草海月 16.23 余根田風希 16.67 杉本凌太郎 16.69 桑原悠真 16.93 岡田源輝 17.40
100m 成実４ 伯仙４ 境港Ｊ４ 義方４ 弓ヶ浜４ 住吉４ 車尾４ 伯仙４
5年 河本和樹 14.80 元妹聖多 14.89 池ヶ谷航汰 15.01 中山智也 15.13 杉原颯真 15.18 白鳥駿介 15.23 小原広夢 15.24 久白優人 15.36
100m 就将５ 福米西５ 崎津５ 福米東５ 尚徳５ 住吉５ 住吉５ 伯仙５
6年 井之上　匠 13.63 牧野晃大 14.07 下村聖也 14.14 石原　匠 14.14 垣田準一朗 14.16 遠藤新大 14.47 井上瑞葵 14.50 花山由晟 14.70
100m ＴＦ倉吉６ ＴＦ倉吉６ 福米東６ 成実６ 車尾６ 伯仙６ ＴＦ倉吉６ 住吉６

斉木優真 2.32.64 春山天耶 2.39.44 河村謙佑 2.39.88 丸本竜聖 2.40.25 近藤諄弥 2.42.06 小西亮輔 2.42.53 岩﨑照英 2.42.64 田中瑛二郎 2.42.88
義方６ 福生東6 福米東６ 伯仙６ 箕蚊屋６ 尚徳６ 義方５ 車尾５
TF倉吉 54.74 福米東Ａ 57.63 伯仙Ａ 57.83 義方 58.22 五千石 59.83 成実 59.86 福米東Ｂ 1.00.89 車尾 1.00.56

　
井上瑞葵 佐々木雄一 八木遼河 米江龍星 茅野宝清 　坂本恭一 村田敬生 橋本波音
牧野晃大 下村聖也 遠藤新大 児山雄河 三好洸正 石原　匠 中山智也 西村　力
原田歩武 奈賀大輔 丸本竜聖 高梨光史 古屋海弦 森本海斗 今田隼冬 定常勇斗
井之上匠 河村謙佑 秋里公宣 嶋　亮 緒形侑紀 佐々木大毅 中村皇佑 垣田隼一朗
川原真将 1.27 坪井慶太 1.15 本田翔偉 1.15   湯村洸斗　 1.15 　 　 月坂　颯 1.10 永井智也 1.10
和田５ 伯仙６ 伯仙６  福生西６ 　 伯仙６ 崎津５

坂金　嵐 1.15 高原　蓮 1.15   
住吉６ 福米東６  

池ヶ谷航汰 4.23 原田歩武 4.12 高梨光史 4.09 緒方侑紀 3.90 山下拓海 3.83 秋里公宣 3.75 遠藤海七大 3.66 橋本波音 3.65
崎津５ +2.0 ＴＦ倉吉６ -0.2 義方６ +1.8 五千石６ +1.4 伯仙５ +0.0 伯仙６ +1.8 尚徳６ +2.6 車尾６ +2.8
森本海斗 59.44 谷口尚紀 52.50 井田航太 49.74 小林　司 49.62 清水心空 48.43 高塚大輝 47.02 小原悠平 44.05 石原憂真 42.50
成実６ 義方６ 　 箕蚊屋６ 　 車尾５ 　 伯仙６

4年 高梨舞夏 15.33 田村倫子 15.58 佐々木真歩 16.10 西尾心優 16.41 北川紗愛 16.66 森田薫蓮 16.83 大林心海 16.91 松本莉緒 17.05
100m 加茂４ 明道４ 車尾４ 境港Ｊ４ 弓ヶ浜４ 淀江４ 伯仙４ 伯仙４
5年 岸本結郁 14.42 角　良子 14.48 椎木晴菜 15.13 吉岡佑菜 15.17 杉本美月 15.75 青木　咲 15.78 児島乙葉 15.89 加藤里奈 15.93
100m 福米東５ 崎津５ 淀江５ ＴＦ倉吉５ 加茂５ ＴＦ倉吉５ 福米東５ 彦名５
6年 亀居紗楓 13.91 馬淵つぐみ 14.23 足立　渚 14.34 堀尾月奈 14.48 西小野莉子 14.48 宮平亜美 14.74 堀場夏穂 14.88 渡邉佳穏 14.88
100m 明道６ 箕蚊屋６ 福米西６ 福生西６ 福生東６ 彦名６ 就将６ 加茂６

植田萌恵 2.34.52 佐々木飛南 2.37.05 山田　夏 2.44.08 小德芙優 2.48.60 松本亜佳里 2.51.51 北村優奈 2.51.62 岡田梨月 2.56.53 景山彩貴 2.57.57
ＴＦ米子 成実 福米東 福生東 崎津 加茂 車尾 啓成
福生西 58.94 明道 59.02 TF倉吉 59.17 加茂 59.72 成実 1.00.25 彦名　 1.00.42 福米東 1.00.53 箕蚊屋 1.01.76

有藤以瑠 山本彩美 河本美祐 渡邉佳穏 安達あみ 中村育海 栃こゆき 松原桃花
小川夏葉 岡﨑和奏 薮本香倫 河﨑　唯 浦田心優 宮平亜美 岸本結郁 馬淵つぐみ
松浦詩音 林　千花 松本凪海 北村優奈 佐々木飛南 加藤里奈 児島乙葉 田中亜弓海
堀尾月奈 亀居紗楓 吉岡佑菜 森本さや香 北窓玲奈 遠藤友香 伊藤沙恵子 岡本琉花
木浦愛華 1.25 堀尾月奈 1.20 縄本すず 1.15 吉田彩乃 1.10 上山花梨 1.05 足立若菜
車尾６ 福生西６ 住吉６ 福米東６ 車尾６ 福米西６

深田うらら 1.05
尚徳６
安達あみ 1.05
成実６

梅原千佳 4.19 松浦詩音 4.13 池淵ゆらら 3.95 北窓玲奈 3.88 大石真唯子 3.84 薮本香倫 3.68 成田柚佳 3.58 西尾心優 3.44
福米東６ +2.1 福生西６ +2.6 福米東６ +1.2 成実６ +1.5 住吉６ +1.0 ＴＦ倉吉５ +0.6 福生東６ +0.7 境港Ｊ４ +0.7
岡﨑和奏 44.88 中本和奏 40.21 田中亜弓海 39.44 井上彩音 38.44 岡田彩香 37.69 松浦詩音 36.58 田中愛子 36.38 白﨑璃奈 35.86
明道６ 伯仙６ 箕蚊屋５ 福米東５ 啓成５ 福生西６ 箕蚊屋５ 就将６

【天候】 曇 【気温】 21.0℃ 【湿度】 91% 【風向】 東北東 【風速】 2.7m
【天候】 曇 【気温】 21.0℃ 【湿度】 91% 【風向】 東北東 【風速】 1.9m
【天候】 晴 【気温】 21.0℃ 【湿度】 91% 【風向】 東 【風速】 3.4m
【天候】 曇 【気温】 23.0℃ 【湿度】 83% 【風向】 東北東 【風速】 3.7m
【天候】 曇 【気温】 24.0℃ 【湿度】 83% 【風向】 北北東 【風速】 2.2m
【天候】 曇 【気温】 24.0℃ 【湿度】 83% 【風向】 北北東 【風速】 2.4m
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【小学生】 会場：どらドラパーク米子陸上競技場　　 開催日：平成２６年６月７日(土)
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