
開催日：平成３０年４月２９日（日）

【　高校・一般　】 記録主任：　森本克巳

種　　目

１００ｍ 山下　嘉幾(3) 11.21 河本　優太(2) 11.25 畠山　由渡(3) 11.35 井之上　匠(1) 11.46 松本　　隼(3) 11.50 坂田　　匠(3) 11.62 大嶋　健太(2) 11.66 山根　浩輔(2) 11.81

倉吉東高 +3.1 倉吉東高 +3.1 倉吉総産高 +1.9 鳥取育英高 +1.7 倉吉総産高 +3.1 倉吉北高 +3.1 倉吉東高 +1.9 鳥取育英高 +3.1

１００ｍ 山下　嘉幾(3) 11.54 河本　優太(2) 11.66 坂田　　匠(3) 11.69 畠山　由渡(3) 11.71 大嶋　健太(2) 11.80 谷本　葵一(2) 12.12 米田  恭平(2) 12.23 谷岡　直輝(3) 12.39

第２レース 倉吉東高 -1.1 倉吉東高 -1.1 倉吉北高 -1.1 倉吉総産高 -1.1 倉吉東高 -1.1 倉吉東高 -0.5 倉吉東高 -0.5 倉吉東高 -0.5

２００ｍ 河本　優太(2) 23.34 大嶋  健太(2) 24.03 谷本　葵一(2) 24.74 中村　浩幸(2) 26.01 以下無し

倉吉東高 -0.4 倉吉東高 -0.4 倉吉東高 -0.4 倉吉農高 -0.4

４００ｍ 山下　嘉幾(3) 52.61 米田  恭平(2) 55.66 渋川　慈思(1) 1.03.05 角　　安範 1.10.67 以下無し

倉吉東高 倉吉東高 倉吉東高 鳥取マスターズ

８００m 小林　凌也(2) 2.06.21 荒川　大樹(1) 2.21.12 平田　勇斗(1) 2.24.78 以下無し

倉吉東高 倉吉東高 倉吉東高

１５００m 定常　颯太(3) 4.27.79 石田　光希(1) 4.40.32 表　　響希(1) 4.40.32 仲井　竜馬(3) 4.57.80 加藤　哲也 5.06.30 吉田　　平 5.12.54 山根　定雄 5.16.33 以下無し

倉吉東高 倉吉西高 鳥取育英高 倉吉総産高 北栄町 北栄町 北栄町

高１・３０００ｍ 門積　征汰(1) 9.53.49 以下無し

鳥取育英高

５０００m 仲井　竜馬(3) 18.13.20 以下無し

倉吉総産高

１１０ｍＪＨ(0.990m) 西谷　美輝(3) 14.70 牧野　晃大(1) 15.57 谷岡　直輝(3) 15.97 以下無し

鳥取育英高 -0.6 鳥取育英高 -0.6 倉吉東高 -0.6

１１０ｍＨ(1.067m) 谷岡　直輝(3) 16.35 以下無し

倉吉東高 -0.2

走高跳 岩崎　晃大(3) 1m80 西村　優人(1) 1m65 以下無し

鳥取育英高 倉吉総産高

棒高跳 有効記録なし

走幅跳 松原　國喜 6m31 以下無し

島根大学 +0.5

三段跳 今西　弘汰(2) 12m99 門脇　卓也(1) 11m37 以下無し

倉吉北高 +1.4 倉吉西高 +2.0

円盤投(1.750kg) 石井　龍成(3) 35m38 片山　太貴(3) 25m20 以下無し

倉吉総産高 鳥取育英高

ハンマー投(6.0kg) 小谷 龍之介(3) 47m84 清水　泰成(2) 45m98 以下無し

倉吉総産高 倉吉総産高

やり投 谷尾　俊樹(3) 59m76 石井　龍成(3) 46m57 宮崎　　怜(1) 42m51 衣笠　功一(2) 35m51 以下無し

倉吉北高 倉吉総産高 倉吉北高 倉吉東高
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第５７回　鳥取県記録会（中部地区）
主催：　鳥取陸上競技協会　 会場：倉吉市営陸上競技場

１　　位 ２　　位



開催日：平成３０年４月２９日（日）

【　高校・一般　】 記録主任：　森本克巳

種　　目

１００m 土井   あかり(1) 13.17 井垣  広美(3) 13.24 瀬戸川　咲(2) 13.52 森本　　咲(1) 13.66 丸山　紗代(2) 14.41 木村　和佳(3) 14.66 兵主　朱音(1) 14.68 坂手　歩実(3) 14.78

倉吉東高 +0.3 倉吉東高 +0.3 倉吉東高 +0.3 倉吉総産高 -0.6 鳥取育英高 -0.6 倉吉西高 -0.6 倉吉農高 -0.6 倉吉東高 -0.6

１００ｍ 土井   あかり(1) 13.28 井垣  広美(3) 13.34 森本　　咲(1) 13.62 瀬戸川　咲(2) 13.77 西村　華乃(1) 14.18 兵主　朱音(1) 14.71 坂手　歩実(3) 14.93 以下無し

第２レース 倉吉東高 -0.7 倉吉東高 -0.7 倉吉総産高 -0.7 倉吉東高 -0.7 倉吉東高 -0.7 倉吉農高 -0.7 倉吉東高 -0.7

２００ｍ 土井   あかり(1) 27.50 以下無し

倉吉東高 -0.2

４００ｍ 瀬戸川　咲(2) 1.03.19 井垣  広美(3) 1.05.07 以下無し

倉吉東高 倉吉東高

８００m 橋谷　優奈(2) 2.33.35 門脇　優夢(1) 2.48.63 角田　妃吹(3) 2.49.19 森山　美結(3) 2.53.18 杉本 亜有佳(3) 3.11.09 以下無し

倉吉西高 倉吉東高 倉吉農高 倉吉東高 倉吉西高

１５００m 徳井　紗英(2) 5.21.14 石寶　楓夏(3) 5.27.71 山本　　空(3) 5.29.02 津村　碧美(1) 5.31.55 吉岡　里紗(3) 5.46.23 角田　妃吹(1) 5.58.21 保田　夏凜(1) 6.07.58 以下無し

倉吉西高 倉吉総産高 倉吉総産高 倉吉東高 倉吉東高 倉吉農高 倉吉東高

100mH(0.762m/8.5m) 河本　美祐(3) 15.45 桑本　茉奈(3) 16.39 西村　華乃(1) 16.75 以下無し

倉吉西中 -1.7 鳥取育英高 -1.7 倉吉東高 -1.7

棒高跳 杉山　和奏 2m90 以下無し

倉吉北高

走幅跳 有本　吏里(2) 5m49 坂手　歩実(3) 4m78 以下無し

倉吉東高 -0.6 倉吉東高 -0.7

砲丸投(4.0kg) 山本　める(3) 10m27 以下無し

鳥取商高

円盤投(1.0kg) 濱本   さくら(2) 31m00 樋口　美咲(1) 17m32 以下無し

倉吉総産高 倉吉北高

ハンマー投(4.0kg) 福山　愛羅(2) 44m79 山本　める(3) 40m33 濱本  さくら(2) 39m48 以下無し

倉吉北高 鳥取商高 倉吉総産高

やり投 野崎　祥花(3) 33m96 松田  ひなた(2) 32m49 以下無し

倉吉東高 倉吉北高

第５７回　鳥取県記録会（中部地区）
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主催：　鳥取陸上競技協会　 会場：倉吉市営陸上競技場

７　　位 ８　　位５　　位 ６　　位



開催日：平成３０年４月２９日（日）

【　中学　】 記録主任：　森本克巳

種　　目

中１　１００m 萬場　凰介(1) 13.14 井上　詞倭(1) 13.26 森本　晴大(1) 13.37 永田　倫也(1) 13.55 米村　駿克(1) 13.57 阪本　晴也(1) 14.06 高本　龍斗(1) 14.07 久野　泰誠(1) 14.24

北溟 +1.4 倉吉西 +0.4 北溟 +1.4 倉吉西 +1.4 大栄 +2.4 大栄 +0.4 倉吉西 +1.4 北条 +0.4

中２　１００ｍ 川福　大介(2) 12.05 川本　玲央(2) 12.12 花池　　昴(2) 12.49 岩本　怜大(2) 12.49 松本　海希(2) 12.50 井上　澪音(2) 12.63 上林　洸希(2) 12.65 金光　　希(2) 12.75

久米 +1.9 北溟 +1.9 倉吉西 +1.9 北溟 +1.9 赤碕 -0.3 河北 +1.9 倉吉西 -0.4 鴨川 -0.4

中３　１００ｍ 宮本　一樹(3) 11.69 横山　千尋(3) 11.87 井上　慧大(3) 12.06 橋本　充輝(3) 12.19 福井　虹太郎(3) 12.20 枡本　楓生(3) 12.33 加藤　　旭(3) 12.60 生田　光輝(3) 12.69

河北 -0.1 赤碕 -0.1 河北 -0.1 河北 -1.2 倉吉西 -0.1 三朝 -0.1 倉吉東 +0.4 北溟 +0.4

中１　１００m 井上　詞倭(1) 13.36 萬場　凰介(1) 13.46 森本　晴大(1) 13.69 永田　倫也(1) 14.21 久野　泰誠(1) 14.62 山本　裕一(1) 14.65 高本　龍斗(1) 14.66 矢田　裕夢(1) 14.81

第２レース 倉吉西 -1.1 北溟 +0.1 北溟 -1.1 倉吉西 -2.1 北条 -2.1 久米 -1.1 倉吉西 -2.1 久米 +0.1

中２　１００ｍ 川本　玲央(2) 12.32 井上　澪音(2) 12.74 花池　　昴(2) 12.75 川福　大介(2) 12.76 岩本　怜大(2) 12.78 松本　海希(2) 12.91 山本　　蓮(2) 12.98 上林　洸希(2) 13.14

第２レース 北溟 -0.9 河北 -0.9 倉吉西 -0.9 久米 -2.2 北溟 -0.9 赤碕 -0.9 倉吉東 -0.9 倉吉西 -2.2

中３　１００ｍ 宮本　一樹(3) 11.76 横山　千尋(3) 11.85 井上　慧大(3) 12.24 福井　虹太郎(3) 12.25 橋本　充輝(3) 12.33 加藤　　旭(3) 12.89 河本　翔太(3) 13.03 片岡　大翔(3) 13.08

第２レース 河北 -0.7 赤碕 -0.7 河北 -0.7 倉吉西 -0.7 河北 -1.1 倉吉東 -1.1 倉吉西 -1.1 久米 -0.7

２００ｍ 宮本　一樹(3) 24.13 井上　慧大(3) 24.72 福井　虹太郎(3) 25.02 山下　将弥(3) 25.14 松本　海希(2) 25.63 河本　翔太(3) 26.14 石川　遥斗(3) 26.79 片岡　大翔(3) 27.29

河北 -0.5 河北 -0.5 倉吉西 -0.5 河北 -1.5 赤碕 -1.5 倉吉西 -0.5 倉吉東 -1.5 久米 -0.5

４００ｍ 山下　将弥(3) 54.85 福井　虹太郎(3) 57.72 明石　太成(3) 58.02 清水　大翔(2) 1.04.31 中村　大作(3) 1.06.53 森　　伊吹(3) 1.07.75 以下無し

河北 倉吉西 東伯 久米 河北 久米

８００m 川上　拓也(2) 2.30.18 北濱　　凌(1) 2.33.18 以下無し

久米 大栄

中１　１５００m 遠藤　竜伎(1) 5.18.45 長田　　迅(1) 5.24.39 前田　琉翔(1) 5.47.02 前田　壱成(1) 6.00.98 以下無し

北溟 北溟 北溟 倉吉西

共通　１５００ｍ 南　　柾憲(2) 4.40.08 川北　宇宙(2) 4.46.10 長安　雄大(3) 4.53.37 小谷　亮介(2) 4.55.64 中本　京吾(3) 4.57.55 中川　愛夢(2) 4.58.43 河本　真翔(2) 5.00.57 水口　　尊(2) 5.00.74

北溟 三朝 三朝 赤碕 三朝 久米 倉吉東 大栄

共通　３０００ｍ 山田　雅貴(2) 9.25.75 南　　柾憲(2) 9.48.10 上山　　修(3) 10.15.91 仲井　翔馬(2) 10.31.17 中本　匠美(2) 10.40.73 小谷　亮介(2) 10.55.27 松井　颯士(3) 11.08.36 以下無し

北溟 北溟 北溟 久米 北溟 赤碕 赤碕

110mH(0.914m) 枡本　楓生(3) 15.90 坂本　晴紀(2) 18.24 香川　晏司(3) 18.54 上林　洸稀(2) 18.65 金光　　希(2) 20.62 竹内　　歩(2) 20.76 以下無し

三朝 -0.2 久米 -0.2 北溟 -0.2 倉吉西 -0.2 鴨川 -0.2 倉吉西 -0.2

走高跳 平岩　　優(3) 1m70 山下　純(2) 1m45 村上　祐斗(3) 1m45 以下無し

北溟 倉吉西 河北

棒高跳 衣笠　瑛一(3) 3m40 以下無し

鴨川

走幅跳 横山　千尋(3) 5m70 橋本　充輝(3) 5m55 生田　光輝(3) 5m51 花池　　昴(2) 5m41 河本　翔太(3) 5m35 岩本　怜大(2) 5m33 阪本　晴也(1) 4m97 高本　龍斗(1) 4m76

赤碕 +2.0 河北 -0.6 北溟 +0.7 倉吉西 +0.1 倉吉西 +1.2 北溟 +1.9 大栄 +0.1 倉吉西 +1.7

砲丸投(5.0kg) 西村　星連(3) 9m57 村上　祐斗(3) 8m04 田中　理巧(2) 7m87 以下無し

赤碕 河北 久米

円盤投(1.5kg) 田中　理巧(2) 17m60 以下無し

久米

ジャベリックスロー 濱中　皆貴(3) 51m53 以下無し

北溟

第５７回　鳥取県記録会（中部地区）

１　　位 ２　　位 ３　　位 ４　　位 ５　　位

主催：　鳥取陸上競技協会　 会場：倉吉市営陸上競技場
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開催日：平成３０年４月２９日（日）

【　中学　】 記録主任：　森本克巳

種　　目

中１　１００ｍ 佐伯　天風(1) 14.74 山口　紗知(1) 14.94 中原 しおり(1) 15.11 河本　　愛(1) 15.80 杉川　怜奈(1) 16.29 林原　優妃(1) 16.89 山﨑　葵衣(1) 17.00 平井　心乃(1) 17.42

赤碕 -1.9 北条 -1.9 大栄 -1.9 大栄 -1.9 大栄 -1.9 赤碕 -1.9 倉吉西 -1.9 赤碕 -1.9

中２　１００ｍ 伊丹　樹里(2) 13.90 中村　香子(2) 14.03 桑本　茅奈(2) 14.11 土井 なつみ(2) 14.37 山田　茉央(2) 14.39 定常 和歌子(2) 14.40 森本　陽菜(2) 14.51 岩野　夏希(2) 14.67

河北 -1.2 河北 +2.6 河北 -1.2 河北 -1.2 河北 +2.6 東伯 +2.6 北溟 +2.6 倉吉西 -1.2

中３　１００ｍ 河本　美祐(3) 13.21 吉岡　佑菜(3) 13.69 薮本　香倫(3) 13.74 坂本　かや(3) 13.92 福井　瑠夏(3) 14.12 小林 星乃陸(3) 14.32 西條　碧那(3) 14.35 谷口 瑠々子(3) 14.79

倉吉西 +0.8 河北 +1.7 河北 +0.8 河北 +0.8 東伯 +1.7 倉吉東 +0.8 北溟 +1.7 赤碕 +1.7

中１　１００ｍ 山口　紗知(1) 15.20 山﨑　葵衣(1) 16.93 平井　心乃(1) 17.39 以下無し

第２レース 北条 -1.5 倉吉西 -1.5 赤碕 -1.5

中２　１００ｍ 伊丹　樹里(2) 13.82 桑本　茅奈(2) 14.26 中村　香子(2) 14.49 土井 なつみ(2) 14.58 岩野　夏希(2) 14.83 定常 和歌子(2) 14.85 森本　陽菜(2) 14.99 山田　茉央(2) 15.12

第２レース 河北 -0.9 河北 -0.9 河北 -0.9 河北 -0.9 倉吉西 -0.9 東伯 -0.9 北溟 -0.9 河北 -0.9

中３　１００ｍ 河本　美祐(3) 13.43 吉岡　佑菜(3) 13.75 薮本　香倫(3) 13.96 福井　瑠夏(3) 14.27 小林 星乃陸(3) 14.59 以下無し

第２レース 倉吉西 -0.3 河北 -0.3 河北 -0.3 東伯 -0.3 倉吉東 -0.3

２００ｍ 伊丹　樹里(2) 28.16 高見　泉舞(2) 30.21 西條　碧那(3) 31.52 佐伯　有凛(2) 31.70 藤井　優月(3) 33.74 以下無し

河北 -1.6 東伯 -1.6 北溟 -1.6 東伯 -1.6 東伯 -1.6

８００ｍ 石田　瑞歩(2) 2.25.06 津村　朱璃(2) 2.38.13 高尾　真由(2) 2.38.98 河田　理子(1) 2.39.46 前田　リロ(2) 2.40.60 前田　愛菜(2) 2.42.47 芦谷　乃彩(2) 2.47.59 福本　舞衣(2) 2.52.92

倉吉西 河北 赤碕 北溟 赤碕 倉吉東 赤碕 北溟

１５００ｍ 石田　瑞歩(2) 4.57.52 津村　朱璃(2) 5.22.23 西村　美咲(3) 5.27.81 福本　舞衣(2) 5.29.15 前田　愛菜(2) 5.39.76 高尾　真由(2) 5.44.00 芦谷　乃彩(2) 5.50.69 田中 つかさ(2) 6.03.86

倉吉西 河北 久米 北溟 倉吉東 赤碕 赤碕 大栄

100mH(0.762m/8.0m) 河本　美祐(3) 15.09 薮本　香倫(3) 16.26 吉岡　佑菜(3) 16.64 中村　香子(2) 16.74 岩野　夏希(2) 17.86 杉信　るな(3) 18.04 桑本　茅奈(2) 18.33 以下無し

倉吉西 +0.6 河北 +0.6 河北 +0.6 河北 +0.6 倉吉西 +0.6 久米 +0.6 河北 +0.6

走高跳 山田　純名(3) 1m30 入江 さくら(2) 1m30 谷本　　華(2) 1m25 以下無し

北溟 北条 赤碕

棒高跳 田中　七海(3) 2m90 以下無し

北条

走幅跳 河本　美祐(3) 4m97 坂本　かや(3) 4m71 岩野　夏希(2) 4m26 山田　茉央(2) 4m08 定常 和歌子(2) 4m06 勇　沙彩(3) 3m55 以下無し

倉吉西 -0.4 河北 +1.2 倉吉西 -0.4 河北 +0.7 東伯 +0.3 倉吉東 +0.0

砲丸投(2.721kg) 山田　純名(3) 8m21 以下無し

北溟

円盤投(1.0kg) 濱本 かれん(3) 17m60 以下無し

北溟
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第５７回　鳥取県記録会（中部地区）
主催：　鳥取陸上競技協会　 会場：倉吉市営陸上競技場
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開催日：平成３０年４月２９日（日）

【　小学校　】 記録主任：　森本克巳

種　　目

１００ｍ 日置　康太(6) 14.69 亀井　瑛太(6) 15.05 田村　海翔(6) 15.07 吉田　　零(5) 15.31 重信　太壱(6) 15.45 田中　昊平(4) 15.69 田中　翔平(4) 16.27 鍛川　晴人(6) 16.35

第１レース 大栄ク +1.8 ＴＦ倉吉 +1.8 ＴＦ倉吉 +1.8 大栄ク +1.3 ＴＦ倉吉 +1.8 大栄ク +1.3 大栄ク +1.3 大栄ク +1.8

１００ｍ 日置　康太(6) 15.24 亀井　瑛太(6) 15.40 田村　海翔(6) 15.44 吉田　　零(5) 15.55 田中　昊平(4) 16.00 重信　太壱(6) 16.03 田中　翔平(4) 16.53 鍛川　晴人(6) 16.83

第２レース 大栄ク -1.2 ＴＦ倉吉 -1.2 ＴＦ倉吉 -1.2 大栄ク -0.4 大栄ク -0.4 ＴＦ倉吉 -0.4 大栄ク -0.4 大栄ク -1.2

１０００ｍ 山口　育夢(5) 3.52.55 鍛川　晴人(6) 3.54.54 吉田　　零(5) 3.54.63 以下無し

大栄ク 大栄ク 大栄ク

走幅跳 亀井　瑛太(6) 3m70 日置　康太(6) 3m49 重信　太壱(6) 3m19 田村　海翔(6) 3m06 鹿島　煕倖(5) 2m97 以下無し

ＴＦ倉吉 -0.2 大栄ク -0.2 ＴＦ倉吉 -0.8 ＴＦ倉吉 -0.3 大栄ク +0.8

　女子　１００ｍ 中村　菜々(6) 15.82 東原　眞那(6) 16.27 井上　彩沙(4) 16.37 磯上　結香(4) 16.42 東原　寧々(6) 16.44 野見 莉央奈(5) 17.39 西村　梨月(4) 17.65 重信 ひより(4) 18.87

第１レース 大栄ク +0.4 ＴＦ倉吉 +0.4 ＴＦ倉吉 -1.5 大栄ク +0.4 ＴＦ倉吉 +0.4 ＴＦ倉吉 -1.5 ＴＦ倉吉 -1.5 ＴＦ倉吉 -1.5

　女子　１００ｍ 中村　菜々(6) 16.33 東原　眞那(6) 16.65 東原　寧々(6) 16.71 磯上　結香(4) 17.13 野見 莉央奈(5) 17.68 西村　梨月(4) 17.98 安藤　夢夏(1) 24.64 以下無し

第２レース 大栄ク -0.5 ＴＦ倉吉 -0.5 ＴＦ倉吉 -0.5 大栄ク -0.9 ＴＦ倉吉 -0.9 ＴＦ倉吉 -0.9 大栄ク -0.9

８００ｍ 磯上　結香(4) 3.10.23 西村　梨月(4) 3.17.91 以下無し

大栄ク ＴＦ倉吉

走幅跳 中村　菜々(6) 3m61 野見 莉央奈(5) 3m00 以下無し

大栄ク -0.2 ＴＦ倉吉 -0.3
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第５７回　鳥取県記録会
2018/4/29

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

2018/4/29 9:45 晴れ 26.0℃ 34% 南西 2.3m/s 競技場

10:00 晴れ 27.0℃ 34% 南東 3.1m/s 〃

11:00 晴れ 28.5℃ 37% 北北東 1.2m/s 〃

12:00 晴れ 28.5℃ 36% 南東 1.4m/s 〃

13:00 晴れ 29.0℃ 34% 北西 2.0m/s 〃

14:00 晴れ 28.5℃ 38% 北 1.0m/s 〃

15:00 晴れ 26.0℃ 45% 西北西 1.3m/s 〃


