
ト ラ ッ ク 審 判 長 田中　康史

ス タ ー ト 審 判 長 門脇　　隆

招 集 所 審 判 長 長井　貴徳

記 録 主 任 安達　暢

日付 種目

佐々木　宗輔(6) 14.84 山内　新大(4) 14.85 村岡　歩 (6) 14.95 片山　凌玖(6) 15.00 田中　葵(5) 15.24 濱田　悠葵(6) 15.27 落合　漣(6) 15.29
鳥　取・河北ＳＳ 鳥　取・米子陸上クラブ 鳥　取・大栄クラブ 鳥　取・大栄クラブ 鳥　取・ＫＹ鳥取 鳥　取・ＫＹ鳥取 鳥　取・河北ＳＳ
川北　煌晟(6) 13.23 乙加　健空雄(6) 13.36 長濱　説成(5) 14.09 長田　塁(5) 14.51 森原　渉太(6) 14.63 富山　耀太(5) 14.63 岡本　隼弥(6) 14.78 加賀田　健瑠(5) 14.87
鳥　取・TF倉吉 鳥　取・SMTC.Jr 鳥　取・TF倉吉 鳥　取・TF倉吉 鳥　取・ＫＹ鳥取 鳥　取・末恒ＲＣ 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・布勢ＴＣ
塩見　裕真(3) 12.01 木村　幸雅(3) 12.13 古谷　龍彦(3) 12.29 德田　稔己(3) 12.30 新井　大貴(3) 12.53 松岡　優(2) 12.54 中村　琉聖(2) 12.58
鳥　取・鳥取西中 鳥　取・湖東中学校 鳥　取・智頭中 鳥　取・河原中 鳥　取・三朝中学校 鳥　取・湖東中学校 鳥　取・倉吉西中
筧　光希也(3) 11.42 村口　誠仁(3) 11.60 土橋　禅旅(3) 11.65 松本　駿(2) 11.94 橋本  誉史(2) 11.99 原田　辿地(3) 12.02 谷口　智哉(3) 12.14
鳥　取・加茂中 鳥　取・鳥取大学附属中 鳥　取・鳥取大学附属中 鳥　取・湖東中学校 鳥　取・ＫＹ鳥取 鳥　取・鳥取大学附属中 鳥　取・智頭中

山崎　雄生(2) 11.99
鳥　取・鳥取大学附属中

桒原　拓也(4) 10.30 九鬼　巧 10.42 矢橋　寛明 10.42 平野　翔大(3) 10.42 宮城　辰郎 10.43 安田　圭吾(4) 10.52 川西　裕太(2) 10.54 竹田　一平 10.58
兵　庫・関学大 三　重・NTN 三　重・VT三重 熊　本・大東文化 静　岡・日星電気 東　京・大東文化 大　阪・近畿大学 静　岡・スズキ
山縣　亮太 9.95 多田　修平 10.01 小池　祐貴 10.13 東田　旺洋 10.18 永田　駿斗 10.22 ケンブリッジ飛鳥 10.28 遠藤　泰司 10.36
東　京・セイコー NR,GR 大　阪・住友電工 =GR 東　京・住友電工 栃　木・栃木スポ協 兵　庫・住友電工 東　京・Nike 滋　賀・新日本住設
川上　拓也 10.47 平尾　裕希 10.61 竹内　璃生(3) 10.68 酒井　翼(4) 10.73 藤本　峻介 13.64
大　阪・大阪ガス 千　葉・東亜道路 石　川・大東文化 徳　島・近畿大学 三　重・南部自動車
古田 涼介(3) 10.85 岩﨑　鵬春(1) 10.97 玉木　翠(3) 11.06 澤　佳介(3) 11.06 大谷悠真(1) 11.08 笹鹿　晶裕 11.12 清水　一秀(1) 11.21 徳本　和訓 11.24
鳥　取・鳥取城北 島　根・開星高校 鳥　取・鳥取西高 鳥　取・鳥取城北 鳥　取・鳥取城北 鳥　取・鳥取AS 鳥　取・鳥取西高 鳥　取・鳥取AS
山路　竣哉 11.20
東　京・LINE
松本　武尊 12.53
東　京・ACKITA
石田　駆(4) 10.94
岐　阜・愛知学院大学
芦田　創 11.92
愛　知・TOYOTA
生馬　知季 14.37
島　根・WORLD-AC
佐藤　大志 13.70 清水　功一朗(4) 13.72 矢澤　航 13.79 吉間　海斗 13.82 山田　那衆(4) 13.87 小池　綾(3) 13.93 西尾　拓巳 14.09 尾﨑　俊祐 14.12
東　京・昭和電工 大　阪・関学大 東　京・ﾃﾞｻﾝﾄ 大　阪・ISApa 新　潟・日本大学 大　阪・大塚高校 岐　阜・岐阜陸協 神奈川・日油
金井　大旺 13.40 石川　周平 13.48 高山　峻野 13.48 野本　周成 13.66 河嶋　亮太 13.77 藤井　亮汰 13.79 大室　秀樹 13.80
福　井・ミズノ 東　京・富士通 広　島・ゼンリン 徳　島・愛媛陸協 大　阪・旭油業 三　重・三重県スポ協 徳　島・大塚製薬
岩元　楓磨(2) 14.25 香取　直樹(4) 14.27 西谷　美輝(3) 14.33 金井　太一(4) 14.33 福田　博之 14.48 川尻　章史(3) 14.51 吉歳　匠吾(2) 14.60 奥野　遼平 14.76
大　阪・大阪体育大学 静　岡・大東文化 鳥　取・城西大学 大　阪・摂南大学 兵　庫・茗友クラブ 岐　阜・立命館大学 大　阪・摂南大学 千　葉・Accel
志食　真陽瑠(2) 14.64 園山　天志(3) 15.20 坂本　晴紀(2) 15.54 三浦　伊織(M2) 15.61
島　根・島根大学 島　根・開星高校 鳥　取・倉吉東高 島　根・島根大学
KY鳥取A 54.35 KY鳥取B 54.58 TF倉吉A 57.68 布勢TC B 57.72 布勢TC A 58.67 河北SS A 1:00.31 大山陸上A 1:02.41
石田　千歩(6) 山中　咲季(6) 髙岡 すず音(5) 加賀田　健瑠(5) 木下　菜花(6) 福井　るあ(5) 野中　遥日(6)
空浜　昊輝(6) 田中　漣(6) 風爐田 美月(6) 倉光　颯人(5) 濵本　桃那(6) 落合　漣(6) 中本　希咲(4)
阿部　まりん(6) 福長　正翔(6) 長濱　説成(5) 宮田　瑚子(6) 岡本　隼弥(6) 西谷　心那(6) 精山　暖葵(5)
横山　想太(6) 前田　もも(5) 川北　煌晟(6) 山根　みひろ(6) 松浦　拓真(6) 佐々木　宗輔(6) 金川　雅広(6)
鳥取大学附属中 45.27 八頭中学校A 47.79 倉吉西中 48.00 鳥取南中 48.19 八頭中学校B 48.40 鳥取北中 48.88 東伯中 49.65
原田　辿地(3) 勝原　温(3) 永田　倫太郎(2) 藤岡　孝太(3) 富士原康平(2) 房安　玲(3) 中原　優月(2)
土橋　禅旅(3) 木下　翔(3) 亀井　瑛太(3) 山内　義仁(1) 鎌谷　十蔵(2) 西原　顕臣(3) 山根　ひかる(2)
山崎　雄生(2) 森木　快(3) 田村　海翔(3) 藤田　陽丞(3) 澤田　望夢(2) 前　優太(2) 新福　颯汰(2)
村口　誠仁(3) 新藤　雄大(3) 中村　琉聖(2) 前田　健翔(3) 佐藤パトリック(2) 高見　亮(3) 倉光　翔多(2)

智頭中 48.40
竹田　壮佑(2)
谷口　智哉(3)
古谷　龍彦(3)
吉澤　滉基(2)

鳥取城北 42.34 鳥取東高 43.84
近藤竜馬(3) 竹本　昌人(3)
大谷悠真(1) 宇﨑　凌太(2)
澤　佳介(3) 岸田　和真(3)
古田 涼介(3) 岡崎　凌大(3)
川谷　凪紗(5) 14.59 山根　夕鶴(5) 14.62 鵜飼　そよか(6) 14.65 髙岡 すず音(5) 15.24 砂原　真里菜(5) 15.25 竹部　颯華(4) 15.35 岡本 彩那(5) 15.49 田中　梨愛(4) 15.52
島　根・カッツエーシー 鳥　取・ジョイナス 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・TF倉吉 鳥　取・KRC 鳥　取・三朝AC 鳥　取・TF倉吉 鳥　取・河北ＳＳ
川岡　ひより(6) 13.63 濵本　桃那(6) 14.11 山根　みひろ(6) 14.42 西山　美咲(5) 14.60 杉谷　咲和(5) 14.62 木下　菜花(6) 14.76 宮田　瑚子(6) 14.80
島　根・カッツエーシー 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・KRC 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・布勢ＴＣ

沼田　茜(6) 14.62
鳥　取・米子陸上クラブ

6月6日 一般・高校男子4X100mR

6月6日
小学女子100m 

風：+3.3

6月6日
小学女子100m(2) 

風：+2.0

6月6日 小学混合4X100mR

6月6日 中学男子4X100mR

6月6日
GP 110mH(1.067m) Men(2) 

風：+1.8

6月6日
GP-W-110mH(1.067m) Men 

風：+2.0

6月6日
一般・高校男子
110mH(1.067m) 

風：+1.8

6月6日
Ｔ47男子100m 

風：+2.3

6月6日
Ｔ54男子100m 

風：+2.3

6月6日
GP 110mH(1.067m) Men 

風：+2.0

6月6日
Ｔ12男子100m 

風：+2.3

6月6日
Ｔ36男子100m 

風：+2.3

6月6日
Ｔ46男子100m 

風：+2.3

6月6日
GP 100m Men(2) 

風：+2.0

6月6日
GP-W-100m Men 

風：+0.2

6月6日
一般・高校男子100m 

風：+1.9

6月6日
中学男子100m(2) 

風：+2.0

6月6日
GP 100m Men 

風：+1.7

8位

6月6日
小学男子100m 

風：+1.0

6月6日
小学男子100m(2) 

風：+1.3

6月6日
中学男子100m 

風：+1.7

Fuse Sprint 2021 【21310004】 
Tottori Prefectual Stadium 【311010】 
2021/06/05 ～ 2021/06/06

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



聲高　未来(3) 13.23 出店　優花(3) 13.34 井上　璃子(2) 13.37 西本　光(3) 13.46 保田 芹葉(3) 13.52 岡田　悠杏(3) 13.83 橋本　麻央(2) 13.84 日高　心羽(2) 13.99
鳥　取・鳥取大学附属中 島　根・瑞穂中 鳥　取・鳥取大学附属中 鳥　取・鳥取大学附属中 鳥　取・倉吉西中 鳥　取・智頭中 鳥　取・ＫＹ鳥取 島　根・瑞穂中
野田　一葉(3) 12.39 近藤　未來(2) 12.66 中尾 萌々果(3) 12.67 宮本　真優(3) 12.86 松尾　凜歩(2) 12.94 中原　紗奈(2) 13.16 林原　陽莉(1) 13.22 田中　楓(3) 13.58
島　根・瑞穂中 鳥　取・湖東中学校 鳥　取・倉吉西中 鳥　取・ＫＹ鳥取 鳥　取・河北中学校 島　根・瑞穂中 鳥　取・福生中 鳥　取・河北中学校
壹岐　いちこ 11.66 三浦　由奈(2) 11.74 福島　千里 11.78 大城　珠莉(2) 11.81 松本　沙耶子 11.84 中本　葵(3) 11.87 藏重　みう(2) 11.87 和田　麻希 12.01
福　井・ユティック 宮　城・筑波大 東　京・セイコー 愛　知・至学館大学 宮　城・七十七銀行 埼　玉・埼玉栄高校 愛　知・中京大中京高校 京　都・ミズノ
御家瀬　緑 11.57 名倉　千晃 11.59 世古　和 11.61 君嶋　愛梨沙 11.69 田路　遥香(2) 11.70 吉田　紗弓 11.71 鶴田　玲美 11.82 市川　華菜 11.82
大　阪・住友電工 三　重・NTN 三　重・CRANE 長　野・土木管理総合 東　京・中央大 愛　知・愛知高AC 鹿児島・南九州FM 愛　知・ミズノ
島田　沙絵 11.83 喜田　奈南子 11.98 鈴木　塔子 12.00 上川　結 12.11 前原　ゆい(3) 12.32
長　崎・チョープロ 神奈川・大松運輸 三　重・孔官堂 山　口・下関市陸協 大　阪・生野高校
田中　里菜(3) 12.47 脇田　千穂(2) 12.49 黒岩あまね(2) 12.73 後藤　真美(2) 12.83 門脇志歩(1) 12.89 氏家慈香(2) 12.91 加河　鈴菜(3) 13.01 山口　紗知(1) 13.04
鳥　取・鳥取西高 鳥　取・倉吉東高 鳥　取・鳥取城北 鳥　取・鳥取西高 鳥　取・鳥取城北 鳥　取・鳥取城北 鳥　取・倉吉東高 鳥　取・倉吉東高
高田　千明 13.70
東　京・ほけんの窓口
高松　佑圭 13.76 竹村　明結美 14.01
大　阪・ローソン 大　阪・アシックス
辻　沙絵 12.81
東　京・日本体育大学
髙桑　早生 13.07 中西　麻耶 13.94
東　京・NTT東日本 兵　庫・阪急交通社
兎澤　朋美 15.78 前川　楓 16.37
東　京・富士通 大　阪・新日本住設
中島　ひとみ 13.20 田中　佑美 13.36 相馬　絵里子 13.59 小柳　結莉 13.61 田中　陽夏莉 13.64 大松　由季 13.64
兵　庫・長谷川体育 東　京・富士通 茨　城・関彰商事 長　崎・ジャパネット 山　梨・富士山の銘水 愛　知・愛教大ク名

大村　美香 13.61
鹿児島・南国殖産

青木　益未 12.87 寺田　明日香 12.89 鈴木　美帆 13.01 木村　文子 13.18 清山　ちさと 13.20 大久保　有梨 13.21 藤原　未来 13.26 紫村　仁美 13.29
宮　城・七十七銀行 =NR,GR 東　京・ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾘｴｲﾄ GR 神奈川・長谷川体育 広　島・エディオン 宮　崎・いちご 福　井・ユティック 兵　庫・住友電工 福　島・東邦銀行
岡崎　汀(3) 13.79 梶木　菜々香(3) 13.84 中司　菜月 13.93 國本　美柚(1) 14.18 福嶋　ひなた(2) 14.26 髙松　奈未(4) 14.26 熊谷　友花 14.35 濟藤　未夢 14.53
鳥　取・甲南大 栃　木・中央大 大　阪・YOSHU 大　阪・甲南大 鳥　取・鳥取中央育英 福　岡・福岡大学 東　京・ジーケー 神奈川・ﾊﾋﾟﾈｽ
河本　美祐(3) 15.18 冨田　宥夏(3) 15.89 松浦　ひか莉(1) 16.49 實繁　悠菜(1) 17.26
鳥　取・倉吉東高 鳥　取・鳥取西高 島　根・開星高校 鳥　取・倉吉東高
瑞穂中 51.15 河北中学校 51.38 倉吉西中 51.84 鳥取大学附属中 51.92 八頭中学校 52.94 東伯中A 54.71 大山中 54.78 智頭中 55.30
中原　紗奈(2) 増井　海遥(3) 岩野 真南(3) 橋本　実怜(2) 福井　虹七(2) 荒木　夏帆(2) 伊澤 想良(3) 黒岩　真羽(3)
野田　一葉(3) 松尾　凜歩(2) 中尾 萌々果(3) 西本　光(3) 衣笠　日陽(3) 前田　利菜(2) 田中　花音(2) 岡田　悠杏(3)
出店　優花(3) 福田　春乃(1) 保田 芹葉(3) 聲高　未来(3) 山本　寧々(2) 小林　心音(2) 提嶋 ゆい(3) 寺坂　南美(2)
日高　心羽(2) 田中　楓(3) 川嶋 凛華(3) 井上　璃子(2) 池本　理子(3) 髙松　亜弥(3) 遠藤 咲季(3) 聲高　優奈(2)
鳥取城北 50.26 鳥取東高 52.28
田中ひなの(3) 原田　真暢(2)
麻木菜々美(3) 安田　優香(3)
黒岩あまね(2) 森本　彩月(3)
門脇志歩(1) 髙田　瑞季(2)
Japan 49.43
山路　竣哉
高桑　早生
高松　佑圭
生馬　知季

凡例  NR:日本記録 =NR:日本タイ記録 =GR:大会タイ記録 GR:大会記録

6月6日 中学女子4X100mR

6月6日 一般・高校女子4X100mR

6月6日
GP Para 4X100m Universal

relay

6月6日
GP 100mH(0.838m)

Women(2) 
風：+1.8

6月6日
GP-W-100mH(0.838m)

Women 
風：+1.5

6月6日
一般・高校女子
100mH(0.838m) 

風：+2.5

6月6日
Ｔ64女子100m 

風：+2.2

6月6日
Ｔ63女子100m 

風：+2.2

6月6日
GP 100mH(0.838m) Women 

風：+2.0

6月6日
T11女子100m 

風：+2.2

6月6日
T38女子100m 

風：+2.2

6月6日
Ｔ47女子100m 

風：+2.2

6月6日
GP 100m Women(2) 

風：+1.6

6月6日
GP-W-100m Women 

風：+1.7

6月6日
一般・高校女子100m 

風：+0.7

6月6日
中学女子100m 

風：+1.3

6月6日
中学女子100m(2) 

風：+3.0

6月6日
GP 100m Women 

風：+1.6



日付 種目

山路　竣哉 11.27
東　京・LINE =NR
松本　武尊 12.70
東　京・ACKITA
石田　駆(4) 11.20
岐　阜・愛知学院大学
生馬　知季 14.42
島　根・WORLD-AC
山本　篤 13.02
大　阪・新日本住設
高松　佑圭 13.71 竹村　明結美 14.54
大　阪・ローソン NR 大　阪・アシックス
辻　沙絵 12.89
東　京・日本体育大学
髙桑　早生 13.43
東　京・NTT東日本 =AR,=NR
兎澤　朋美 15.75 前川　楓 16.18
東　京・富士通 AR,NR 大　阪・新日本住設

凡例  AR:アジア記録 =AR:アジアタイ記録i NR:日本記録 =NR:日本タイ記録

布勢スプリント２０２１兼第３５回布勢リレーカーニバル 
ヤマタスポーツパーク陸上競技場 【311010】 
2021/06/06 ～ 2021/06/06

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

6月6日
Ｔ12男子100m 

風：+1.7

6月6日
Ｔ36男子100m 

風：+1.7

6月6日
Ｔ46男子100m 

風：+1.7

6月6日
Ｔ54男子100m 

風：+1.7

6月6日
Ｔ63男子100m 

風：+1.7

6月6日
T38女子100m 

風：+1.8

6月6日
Ｔ47女子100m 

風：+1.8

6月6日
Ｔ64女子100m 

風：+1.8

6月6日
Ｔ63女子100m 

風：+1.8


