
第2回土曜記録会

ヤマタスポーツパーク陸上競技場

種目

男子 副田　舜 11.57 橋目　蓮平 11.75 橘　奏汰 11.78 山崎　雄生 11.92 村口　誠人 12.08 中川　昊太 12.09 花島　寛大 12.52 岡部　仁志 12.50

鳥取大学(3) +2.2 鳥取城北高(3) +2.2 鳥取大学 +2.2 鳥大附属中(3) +2.2 鳥取東高(1) +1.2 国府中(3) +2.2 鳥大附属中(3) +2.2 国府中(3) +2.2

山崎　雄生 24.20 花島　寛大 25.63

鳥大附属中(3) +1.8 鳥大附属中(3) +1.8 以下なし

日置　翔太 1.59.60 平井　壮一郎 2.03.19 川井　建人 2.10.07

鳥取大学 鳥取大学 鳥取大学 以下なし

藤島　大暉 4.29.15 小谷　将生 4.59.70 藤森　詠 5.01.60 寺坂　拓真 5.02.05 藤原　栄司 5.06.72 安川　凌太郎 5.10.85 中野　紘 5.12.55 寺坂　拓也 5.24.09

鳥大附属中(3) 河原中(3) 智頭中(3) 智頭中(3) 雲南陸協 鳥大附属中(3) 鳥大附属中(1) 智頭中(3)

森下　久 9.15.75 岡部 大樹 9.23.36 古川　孝之 9.32.53

東伯郡 鳥取AS 東伯郡 以下なし

小栗　拓海 6m21 吉澤　滉基 4m84

アルクス +1.4 智頭中(3) +0.6 以下なし

平尾　晃平 5m16

智頭中(3)

森本　康平 10m42 大久保　拓馬 10m01

鳥取東高(3) 鳥取東高(3) 以下なし

大久保　拓馬 26m40 森本　康平 21m04

鳥取東高(3) 鳥取東高(3) 以下なし

黒田　剛志 42m44

鳥取陸協 以下なし

中井　智也 53m23 前島　浩二 44m08 新藤　雄大 19m95

鳥取大学(2) 鳥取パラ陸協 鳥取東高（1) 以下なし
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女子 冨林　和花 １３．８９ 小泉　汐那 １４．００ 山根　みひろ １４．２４ 西尾　七月葉 １４．３５ 林 夏希 １４．３７ 岩田　釉月 １４．４３ 森田　結心 １４．６４ 寺坂　南美 １４．７１

鳥取東高(1) ＋０．６ 国府中(3) ＋０．６ 河原中(1) ＋０．６ 河原中(3) ＋０．６ 鳥取大学医学部(4) ＋０．６ 智頭中(2) ＋１．４ 岩美中(3) ＋１．８ 智頭中(3) ＋１．４

岸本　七海 28.69 山根　みひろ 29.94 前田 　彩羽 30.37 安達　ひかり 30.60 濵田　咲桜 32.04

国府中(3) -0.1 河原中(1) -0.1 鳥取東髙(1) -0.1 河原中(2) -0.1 国府中(3) -0.1 以下なし

居川　日向子 1.27.65

鳥取西中(3) 以下なし

西川　乃愛 2.44.22 上田　杏 2.46.61 小倉　悠 2.49.58 寸田　和加子 2.49.92 德田　悠 2.50.00 小山　流加 2.50.77 西尾　愛琉 2.52.60 片岡　知紗希 3.07.97

国府中(3) 河原中(3) 鳥大附属(1) 鳥大附属(1) 河原中(2) 智頭中(3) 国府中(3) 鳥西中(2)

上﨑　柊侑 5.20.71 野々崎　莉華 5.32.44 上田　杏 5.38.33 宮脇　花恋 5.44.89 西垣　柚咲 5.48.78 德田　悠 5.58.36 別所　裕夏 6.05.31 藤島　千暖 6.16.63

鳥取大学(1) 河原中(2) 河原中(3) 国府中(3) 国府中(3) 河原中(3) 鳥取西中(2) 鳥大附属中(1)

国府中 56.22

　 稻田　ひまり(3)

　 岸本　七海(3)

  濵田　咲桜(3)

  小泉　汐那(3) 以下なし

西尾　七月葉 ４ｍ２９ 黒岩　優 3m65

河原中（３） ＋１．４ 智頭中（２） +0.3 以下なし

衣笠　日陽 16m63 冨林　和花 14m03

鳥取東高（1) 鳥取東高（1) 以下なし
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