
ト ラ ッ ク 審 判 長 松本　豊文

記 録 主 任 伊田　敬哲

日付 種目

上治　大琉(6) 13.49 土橋　禅旅(6) 13.90 今西　瑛大(5) 14.12 石見　だいや(6) 14.24 下根　魁莉(6) 14.31 原田　辿地(6) 14.32 木田　煌大(5) 14.48 中野　揚大(6) 14.48
兵　庫・但馬AC 鳥　取・布勢TC 兵　庫・但馬AC 鳥　取・TF倉吉 兵　庫・但馬AC 鳥　取・布勢TC 大　阪・コスモＡＣ 兵　庫・但馬AC
布勢ＴＣＡ 55.25 ＫＹ鳥取Ａ 56.09 ＴＦ倉吉 57.37 河北ＳＳ 57.45 ＫＹ鳥取Ｂ 57.56 大栄クラブ 1:01.02 末恒ＲＣＡ 1:02.40
村上　大貴(5) 橋本　蒼太(6) 亀井　瑛太(6) 伊田　葵陽(6) 松本　駿(5) 鍛川　晴人(6) 山根　孝介(6)
土橋　禅旅(6) 竹内　楓麻(6) 田村　海翔(6) 田中　旬(6) 橋本　誉史(5) 鹿島　煕倖(5) 本間　ひかり(6)
原田　辿地(6) 塩見　裕真(6) 重信　太壱(6) 平木　聡馬(6) 松本　侑大(6) 吉田　零(5) 大森　世梛(6)
山崎　雄生(5) 本田　晟哉(6) 石見　だいや(6) 福井　涼太(6) 石田　歩夢(5) 日置　康太(6) 木村　幸雅(6)
玉木　翠(3) 11.72 安田　零唯(3) 11.90 平尾　美命(3) 12.03 橋本　充輝(3) 12.04 小島　拓真(2) 12.06 浜野　雄気(3) 12.15 井上　慧大(3) 12.15 星山　郁人(3) 12.23
鳥　取・鳥取北中 愛　知・扇台 鳥　取・湖東中 鳥　取・河北中学校 愛　知・扇台 岡　山・吉備中 鳥　取・河北中学校 鳥　取・鳥大附中
山口　大凱(3) 11.09 宮本　一樹(3) 11.39 岡崎　凌大(3) 11.68 桐山　誠二郎(3) 11.77 稲垣　良行(3) 11.82 山田　遼太郎(3) 11.83 伊藤　大翔(2) 11.88
鳥　取・鳥大附中 鳥　取・河北中学校 鳥　取・若桜学園中 愛　知・御幸山 愛　知・扇台 鳥　取・鳥大附中 愛　知・扇台
扇台 44.38 鳥大附中 44.97 河北中学Ａ 45.20 御幸山 46.26 湖東中Ａ 46.50 鳥取南中 47.38 吉備中Ａ 48.27
安田　零唯(3) 星山　郁人(3) 山下　将弥(3) 宮崎　瑞生(2) 岡野　翔天(3) 前田　真良(3) 嘉数　一秀(3)
西垣　拓音(3) 山口　大凱(3) 宮本　一樹(3) 桐山　誠二郎(3) 平尾　美命(3) 岸田　和真(3) 浜野　雄気(3)
稲垣　良行(3) 山田　遼太郎(3) 橋本　充輝(3) 藤田　湧大(2) 戸田　哉汰(3) 西山　莉功(3) 丸山　悠輝(3)
伊藤　大翔(2) 竹本　昌人(3) 井上　慧大(3) 岡　登夢(2) 近藤　竜馬(2) 西本　蓮(3) 徳森　祐也(2)
藤本　峻介(3) 10.71 梨本　真輝 10.73 仲島　諒 10.75 桐原　勇斗(1) 10.84 服部　匡恭　(3) 10.87 森田　翔音(3) 10.92 久住　巧己(2) 11.02
三　重・岐阜経済大 三　重・NTN 福　井・ユティック 島　根・島根大学 愛　知・中京大中京 大　阪・大塚高校 兵　庫・環太平洋大
申　珉圭 10.43 川端　公人 10.44 ?　日煥 10.54 室谷　翔太郎(3) 10.55 田村　朋也 10.56 藤原　大輝(1) 10.68 大久保　公彦(3) 10.73 川面　聡大 12.45
韓国・韓国 新　潟・新潟ALB 韓国・韓国 北海道・中央大学 兵　庫・住友電工 鳥　取・環太平洋大 神奈川・中央大学 東　京・ミズノ
小久保　翔太 14.59 乾　颯人(4) 14.66 岡本　真太朗(3) 14.74 寺木　慎一郎(2) 14.76 田中　春紀(3) 14.78 山口　大我(2) 14.92 宮井　拓夢(2) 14.98
東　京・日本生命 三　重・皇學館大 奈　良・中京大 福　井・駿河台大学 高　知・高知大学 長　崎・順天堂大学 大　阪・大塚高校
屋宜　孝志(4) 14.11 柿原　仁一朗(3) 14.36 小林　隼(4) 14.38 谷口　祥太郎(4) 14.39 西谷　美輝(2) 14.44 若山　陽(2) 14.46 福田　博之 14.50 河野　凌太(4) 14.57
沖　縄・駿河台大学 東　京・駿河台大学 兵　庫・京教大 石　川　・中京大 鳥　取・鳥取育英 新　潟・駿河台大学 兵　庫・茗友クラブ 宮　崎・中京大
中京大中京 41.45 環太平洋大 41.55 鳥取城北Ａ 42.08 倉敷工業高 42.26 鳥取ＡＳ 42.32 鳥大医学部 42.47 報徳学園 43.05 鳥取城北Ｂ 43.47
神谷　翔矢(2) 福澤　亮太(3) 宮本　温志(2) 石井　開(2) 石原　寛之 藤居   研考(6) 泉　翔太(1) 廣瀬　歩真(2)
富田　大智(2) 藤原　大輝(1) 下村　翔太(2) 西　陸斗(2) 笹鹿　晶裕 原　健太朗(6) 山岡　右京(2) 木原　颯太(3)
服部　匡恭　(3) 久住　巧己(2) 佐川　竜斗(3) 茅野　友輝(2) 前畑　良一 妻木　裕太郎(6) 高橋　侑汰(1) 下村　聖也(1)
清水　章吾　(2) 竹元　敦也(4) 福庭　陽成(2) 木口　翔(2) 前垣　雅哉 池田　弘佑(5) 松田　慎太郎(1) 奥谷　俊介(1)
竹田　一平 10.44 原　翔太 10.45 大瀨戸　一馬 10.47 猶木　雅文 10.50 東田　旺洋 10.51 九鬼　巧 10.54 呉　京洙 10.56 染谷　佳大 10.70
埼　玉・中央大学 静　岡・スズキ 福　岡・安川電機 大　阪・大阪ガス 奈　良・筑波大学 三　重・NTN 韓国・韓国 茨　城・中央大学
山縣　亮太 10.12 飯塚　翔太 10.21 ケンブリッジ飛鳥 10.21 小池　祐貴 10.24 金　國栄 10.26 長田　拓也 10.30 多田　修平 10.40 川上　拓也 10.40
東　京・セイコー 静　岡・ミズノ 東　京・Nike 東　京・ANA 韓国・韓国 東　京・富士通 大　阪・関西学院大 大　阪・大阪ガス
札塲　大輝 13.91 石田トーマス　東(3) 13.99 高田　奨太 14.01 西澤　真徳 14.03 玉置　将吾 14.34 寺田　享平(2) 14.39 藤井　亮汰 14.45 畑中　悠志　 14.60
群　馬・ヤマダ電機 静　岡・国際武道大 京　都・立命館大学 鳥　取・鳥取陸協 和歌山・順天堂大学 鳥　取・国際武道大 鳥　取・順天堂大学 大　阪・大阪体育大
金井　大旺 13.52 高山　峻野 13.67 尾形　晃広 13.71 石川　周平 13.86 和戸　達哉 13.88 鍵本　真啓 13.93 田中　新也 14.25
福　井・福井県体協 神奈川・ゼンリン 東　京・ゴールド 岩　手・筑波大学 岐　阜・麗澤瑞浪 奈　良・立命館大学 茨　城・kplus
小西　正明 11.67 山路　喬哉 11.69 鈴木　裕二 11.70
東　京・ｺﾛﾝﾋﾞｱｽﾎﾟｰﾂ 東　京・メルカリ 東　京・内田治療院
藤原　明絆(6) 13.76 中尾　萌々果(6) 14.09 中田　実羽(6) 14.28 清水　美礼(6) 14.32 藤本　凛(5) 14.36 澤野　琴音(6) 14.45 小滝　楓(6) 14.47 松村　あかり(6) 14.50
兵　庫・但馬AC 鳥　取・小鴨クラブ 鳥　取・TF倉吉 鳥　取・布勢TC 兵　庫・但馬AC 兵　庫・但馬AC 兵　庫・照来小学校 兵　庫・但馬AC
ＫＹ鳥取Ａ 54.36 布勢ＴＣＡ 55.95 アスリート米子 55.98 ＴＦ倉吉Ａ 56.17 河北ＳＳＡ 57.99 布勢ＴＣＢ 58.21 ＴＦ倉吉Ｂ 58.70 ＳＭＴＣ 1:01.62
山口　星音(6) 聲高　未来(6) 前田　結衣(5) 岩野　真南(6) 福田　美葵(6) 清水　美礼(6) 谷口　佳奈美(6) 加納　有紗(6)
中本　唯愛(6) 小林　日和(6) 鍋島　のどか(6) 大橋　凜(6) 増井　海遥(6) 福田　萌木(6) 西村　陽菜(6) 松本　春香(6)
池本　理子(6) 冨林　和花(6) 尾﨑　妃夏(5) 鋤崎　希歩(6) 山田　由南(6) 山本　小蒔(6) 山本　希華(6) 大徳　美蘭(5)
宮本　真優(6) 金子　りん(6) 中村　仁香(6) 中田　実羽(6) 中西　ひなた(6) 前川　にこ(6) 片山　杏樹(6) 松本　真実(5)
中村　芽吹(3) 13.64 薮本　香倫(3) 13.64 長島　杏樹(3) 13.95 石田　佳澄(3) 14.01 桑本　茅奈(2) 14.04 坂本　かや(3) 14.11 安田  凜(3) 14.16
愛　知・扇台 鳥　取・河北中学校 愛　知・扇台 岡　山・吉備中 鳥　取・河北中学校 鳥　取・河北中学校 鳥　取・鳥取南中

山田　凪紗(2) 14.11
愛　知・扇台

須崎　心優(3) 12.32 佐々木　真歩(2) 12.38 青山　理奈(3) 13.20 中島　明香(2) 13.22 嶌田　百那(2) 13.45 小倉　彩愛(3) 13.46 松本　愛由(3) 13.54 松浦　紗良(1) 13.56
愛　知・御幸山 GR 鳥　取・東山中 愛　知・御幸山 愛　知・扇台 愛　知・御幸山 愛　知・扇台 愛　知・御幸山 愛　知・御幸山
成和中 49.62 御幸山 50.18 瑞穂中 50.38 鳥大附中 50.66 後藤ヶ丘中 51.69 河北中学Ａ 52.12 八頭中学Ａ 52.22 扇台 52.23
冨田　藍梨(3) 松本　愛由(3) 金子　継(2) 原田　真暢(2) 田中　悠稀(3) 坂本　かや(3) 佐々木　彩奈(3) 山田　凪紗(2)
柿谷　沙弥(3) 須崎　心優(3) 日野　山未羽(3) 後藤　真実(2) 高梨　舞夏(2) 伊丹　樹里(2) 内田　美咲(2) 中島　明香(2)
若杉　乙佳(3) 嶌田　百那(2) 志村　南(3) 清水　美京(3) 竹下　みらん(2) 桑本　茅奈(2) 垣本　月海(3) 小倉　彩愛(3)
中野　さらさ(3) 青山　理奈(3) 上木　杏香音(3) 安本　奏海(3) 加河　鈴菜(3) 薮本　香倫(3) 氏家　慈香(2) 中村　芽吹(3)
三宅　真理奈(3) 12.28 大橋　沙季(4) 12.42 平松　紗季(3) 12.46 百足　千香(3) 12.47 中世古　祥恵(3) 12.51 荒木　希実 12.56 外園　愛梨(2) 12.57 冨塚　日南々(3) 12.69
岡　山・甲南大学 兵　庫・園田女子大 愛　知・中京大中京 兵　庫・園田女子大 三　重・皇學館大 奈　良・奈良教育大 愛　知・中京大中京 愛　知・中京大中京

布勢スプリント2018兼第33回布勢リレーカーニバル 【18310003】 
コカコーラボトラーズジャパンスポーツパーク陸上競技場 【311010】 
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

6月3日
小学男子100m 

風：-0.6

6月3日 小学男子4X100mR

6月3日
中学男子100m 

風：-1.6

6月3日
中学男子100m(2) 

風：-1.1

6月3日 中学男子4X100mR

6月3日
一般男子100m 

風：+0.1

6月3日
一般男子100m(2) 

風：+0.4

6月3日
一般男子110mH(1.067m) 

風：+1.0

6月3日
一般男子110mH(1.067m)(2) 

風：+1.9

6月3日 一般男子4X100mR

6月3日
GP男子100m 

風：-0.1

6月3日
GP男子100m(2) 

風：-0.7

6月3日
GP男子110mH(1.067m) 

風：+2.0

6月3日
GP男子110mH(1.067m)(2) 

風：+0.5

6月3日
Ｔ12男子100m 

風：+2.3

6月3日
小学女子100m 

風：-0.3

6月3日 小学女子4X100mR

6月3日
中学女子100m 

風：-0.3

6月3日
中学女子100m(2) 

風：+0.2

6月3日 中学女子4X100mR

6月3日
一般女子100m 

風：+0.1



高須　鮎香(2) 11.96 高山　綺音(1) 12.09 高橋　萌木子 12.16 澤谷　柚花(1) 12.17 天神　綾音(3) 12.21 尾上　梨香(1) 12.21 近藤　亜友美(3) 12.28 松葉　みなみ(3) 12.29
愛　知・中京大中京 大　阪・甲南大学 鳥　取・W W 岡　山・甲南大学 愛　知・中京大中京 兵　庫・甲南大学 京　都・園田女子大 三　重・皇學館大
中村　向日葵(2) 14.31 熊谷　友花(3) 14.37 堂本　鈴華(2) 14.51 安達　萌乃(2) 14.59 桑本　茉奈(1) 15.79 江川　可蓮(3) 15.96 西村　華乃(1) 16.25 谷岡　景子(2) 16.61
沖　縄・岐阜経済大 滋　賀・駿河台大学 大　阪・大塚高校 岐　阜・岐阜経済大 鳥　取・鳥取育英 兵　庫・園田女子大 鳥　取・倉吉東高 島　根・島根大学
良知　なつ美(4) 13.77 中島　ひとみ 13.78 安達　楓恋(2) 13.81 木村　瑞穂(4) 13.84 青木　光穂(2) 14.09 藤井　このみ(2) 14.21 岡崎　汀(3) 14.35 新貝　桃子(3) 14.44
静　岡・駿河台大学 兵　庫・長谷川体育 愛　知・中京大中京 大　阪・甲南大学 福　岡・福岡大学 大　阪・大塚高校 鳥　取・倉吉東高 三　重・皇學館大
中京大中京 47.52 鳥取城北Ｂ 50.55 鳥取西高 52.82
安達　楓恋(2) 岸本　梨音(1) 西田　結香(1)
平松　紗季(3) 大田　絵恋(1) 坂田　茉美(3)
天神　綾音(3) 山下　里奈(2) 橋本　彩那(2)
高須　鮎香(2) 横山　暦(2) 田中　萌香(2)
山中　日菜美 11.84 松田　優美 11.85 金　岷志 11.92 今井　沙緒里 12.00 中村　水月 12.06 重永　乃理子 12.09 杉山　美貴 12.15 三宅　奈緒香 12.40
滋　賀・立命館大学 宮　崎・いちご 韓国・韓国 長　野・飯田病院 大　阪・成蹊大AC 福　岡・福岡大学 三　重・デンソー 兵　庫・住友電工
オクケラ　マイリー 11.43 福島　千里 11.46 世古　和 11.50 西尾　香穂 11.69 名倉　千晃 11.71 前山　美優 11.77 島田　沙絵 11.81
ｼﾞｬﾏｲｶ・ジャマイカ 東　京・セイコー 茨　城・クレイン 大　阪・甲南大学 三　重・NTN 新　潟・新潟ALB 東　京・JMSAC
市川　華菜 11.43
愛　知・ミズノ
田中　佑美 13.57 藤原　未来 13.64 鎌田　咲季 13.70 野村　有香 13.73 小柳　結莉 13.89 丸本　佳苗 13.96 坂口　理沙子 14.00 篠原　愛海 14.13
大　阪・立命館大学 兵　庫・住友電工 福　岡・福岡大学 福　井・福井銀行 長　崎・長崎AC 兵　庫・同志社大 奈　良・同志社大 鹿児島・環太平洋大
鄭　蕙林 13.11 紫村　仁美 13.18 福部　真子 13.34 木村　文子 13.41 清山　ちさと 13.44 藤森　菜那 13.66 中村　有希 13.73
韓国・韓国 GR 福　島・東邦銀行 東　京・日本建設 広　島・エディオン 宮　崎・いちご 静　岡・明治大学 広　島・エディオン
高田　千明 14.04
東　京・ほけん窓口
澤田　優蘭 13.10
東　京・ﾏｯｼｭｽﾎﾟｰﾂ NR
佐藤　智美 13.27
福　井・東邦銀行
兎澤　朋美 17.36 大西　瞳 18.11 銭場　望美 21.86
神奈川・日体大 東　京・ｽﾀｰﾄﾗｲﾝ 神奈川・筑波大学

凡例  NR:日本記録 GR:大会記録

6月3日
一般女子100m(2) 

風：+1.4

6月3日
一般女子100mH(0.840m) 

風：+1.0

6月3日
一般女子100mH(0.840m)(2) 

風：+1.6

6月3日 一般女子4X100mR

6月3日
GP女子100m 

風：-0.3

6月3日
GP女子100m(2) 

風：+1.8

6月3日
GP女子100mH(0.840m) 

風：+1.4

6月3日
GP女子100mH(0.840m)(2) 

風：+0.6

6月3日
T11女子100m 

風：+1.0

6月3日
Ｔ12女子100m 

風：+1.0

6月3日
Ｔ13女子100m 

風：+1.0

6月3日
Ｔ63女子100m 

風：+0.3


