
（東部）土曜記録会③【20310713】

布勢総合運動公園陸上競技場【311010】

審判長 新田　明彦

記録主任 山根　賢士

種目

男子 垣田　隼一朗(3) +1.1 足立龍之介(3) +1.1 玉木　翠(2) +1.1 岡崎　凌大(2) +1.1 前垣　雅哉 +1.1 副田　舜 +1.5 徳本　和訓 +1.8 上坂　創一 +1.0

米子西高 10.81 境高 11.03 鳥取西高 11.09 鳥取東高 11.13 鳥取AS 11.27 鳥取大学 11.37 鳥取AS 11.49 鳥取大学 11.53

垣田　隼一朗(3) +1.5 玉木　翠(2) +1.5 岡崎　凌大(2) +1.5 前垣　雅哉 +1.5 副田　舜 +1.9 犬持　智 +1.9 上坂　創一 +1.9 秦　麟太(3) +1.5

米子西高 10.75 鳥取西 11.10 鳥取東高 11.13 鳥取AS 11.17 鳥取大学 11.35 鳥取大学 11.36 鳥取大学 11.53 米子西高 11.56

足立龍之介(3) +1.6 上坂　創一 +1.6 徳本　和訓 +1.6 浅井　晴貴(2) +1.6 西谷　元揮(2) +0.7 有田　純(3) +0.7 太田　咲真(3) +1.6 川西　一馬(2) +0.7

境高 22.30 鳥取大学 23.27 鳥取AS 23.64 米子西高 23.66 八頭高 23.83 鳥取南中 23.96 鳥取東中 24.14 八頭高 24.51

森安　一冴(2) 野々山　開 岩井　光大(3) 井上　詞倭(3) 戸田　哉汰(2) 岡崎　凌大(2) 太田　咲真(3) 宇﨑　凌太(1)

米子西高 49.05 鳥取大学 49.36 高草中 50.76 倉吉西中 51.97 鳥取東高 52.74 鳥取東高 54.59 鳥取東中 55.16 鳥取東高 55.18

前垣　雅哉 +1.5 市村　莉玖斗(2) +1.6 諸遊　慎武(3) +3.1 清水　大地(2) +2.7 山本　奏人(2) +2.4

鳥取AS 7m21 八頭高 6m16 大山中 6m10 八頭高 5m26 岩美中 4m84 以下なし

衣笠　瑛一(2) 阪本　晴也(3) 衣笠　慎一(2)

倉吉東高(2) 4m75 大栄中 3m60 鴨川中 3m40 以下なし

森本　康平 中嶋　武琉 國岡　拓海 大久保拓馬

鳥取東高 8m50 鳥取東高 8m45 鳥取東高 8m19 鳥取東高 7m10 以下なし

黒田　剛志

鳥取陸協 42m30 以下なし

湯川　玲之(2) 佐古　龍哉 國岡　拓海(1) 中村　彩太(1)

岩美高 59m92 鳥取大学 35m38 鳥取東高 35m17 岩美高 21m23 以下なし

女子 角　良子(2) -0.7 吉田　明香里(3) -0.7 髙橋　萌木子 -0.7 大橋　凜(2) -0.7 後藤　真実(1) -0.1 中本　唯愛(2) -0.7 門脇　志歩(3) -0.1 中尾萌々果(2) -0.7

倉吉東高 12.09 鳥取商高 12.46 ワールドウイング 12.50 三朝中 12.73 鳥取西高 12.83 岩美中 12.96 鳥取東中 12.99 倉吉西中 13.01

角　良子(2) +1.3 吉田　明香里(3) +1.3 髙橋　萌木子 +1.3 脇田　千穂(3) +1.8 大橋　凜(2) +1.3 加河　鈴菜(2) +1.3 中本　唯愛(2) +1.3 中尾萌々果(2) +1.3

倉吉東高 11.86 鳥取商高 12.24 ワールドウイング 12.43 名和中 12.70 三朝中 12.73 倉吉東高 12.75 岩美中 12.76 倉吉西中 12.95

後藤　真実(1) +1.3 門脇　志歩(3) +1.3 内田  美咲(1) +1.3 山内  郁芽(1) +1.5 中村　仁香(2) +1.3 足立　日向(1) +1.5

鳥取西高 26.37 鳥取東中 26.42 八頭高 27.60 八頭高 27.80 名和中 28.23 岩美中 30.80 以下なし

原田　真暢(1) 尾﨑　莉沙(2) 平木  心彩(1) 安田　優香(2) 森本　彩月(2) 小林 こころ(1) 尾崎　心春(2) 別所　裕夏(1)

鳥取東高 1.02.54 鳥取商高 1.05.30 八頭高 1.06.72 鳥取東高 1.06.79 鳥取東高 1.07.29 八頭高 1.09.88 鳥西中 1.14.03 鳥西中 1.23.90

谷本　望実 +2.6 戸板　実穂(3) +1.8 山下　美木 +1.5 中村　ここみ(1) +1.7 森田　結心(1) +0.9

鳥取大学 5m15 鳥西中 4m50 鳥取陸協 3m96 岩美中 3m67 岩美中 3m01 以下なし

坂口ｼﾞｬｽﾐﾝ(2)

倉吉北 3m20 以下なし

西口　月（3) 有村　日万里(2)

高草中 9m64 鳥西中 8m18 以下なし

吉村　あずさ（2) 森本  明日香(1) 細田　知花(1)

岩美中 7m93 八頭中 7m30 鳥取東高 6m86 以下なし

後藤莉々果(3) 見塚　成美

鳥取城北高校 38m85 鳥取大学 30m68 以下なし

グランドコンディション

時間 天候

10：00 晴 31.0 ℃ 66.0 ％ 1.0 m

11：00 晴 30.0 ℃ 72.0 ％ 1.4 m

12：00 晴 31.0 ℃ 70.0 ％ 1.1 m
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