
８位入賞者一覧表
第64回倉吉市陸上競技選手権大会　兼 スポレク祭予選会
第23回東伯郡陸上競技選手権大会
第43回中部総体陸上競技の部 中部予選会 平成３０年６月９日(土)

 
倉吉市営陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１年１００ｍ 森本　晴大(1) 13.09 米村　駿克(1) 13.22 萬場　凰介(1) 13.27 井上　詞倭(1) 13.28 松原　汰朗(1) 13.46 中本　征汰(1) 13.66 阪本　晴也(1) 13.74 中本　秀汰(1) 13.97

風:-1.0 北溟 大栄 北溟 倉吉西 三朝 三朝 大栄 倉吉東

２年１００ｍ 川本　玲央(2) 12.18 岩本　怜大(2) 12.43 川福　大介(2) 12.59 松本　海希(2) 12.67 井上　澪音(2) 12.72 花池　　昂(2) 12.81 長谷川 聖宙(2) 13.02 石川　遥斗(2) 13.08

風:+1.2 北溟 北溟 久米 赤碕 河北 倉吉西 倉吉東 倉吉東

３年１００ｍ 宮本　一樹(3) 11.60 横山　千尋(3) 11.74 森　　鳴響(3) 11.81 井上　慧大(3) 12.01 橋本　充輝(3) 12.07 福井 虹太郎(3) 12.20 枡本　楓生(3) 12.23 加藤　　旭(3) 12.59

風:-0.6 河北 赤碕 倉吉東 河北 河北 倉吉西 三朝 倉吉東

２００ｍ 宮本　一樹(3) 23.41 井上　慧大(3) 23.75 坂本　晴紀(2) 24.74 山下　将弥(3) 25.24 川本　玲央(2) 25.57 松本　海希(2) 25.63 上林　洸希(2) 26.46 石川　遥斗(2) 26.50

風:-0.9 河北 NGR 河北 久米 河北 北溟 赤碕 倉吉西 倉吉東

４００ｍ 山下　将弥(3) 54.19 香川　晏司(3) 55.53 福井 虹太郎(3) 57.36 明石　太成(3) 57.47 清水　大翔(2) 1.00.79 水口　　尊(2) 1.01.12 中村　大作(3) 1.02.21 森　　伊吹(3) 1.07.02

 河北 北溟 倉吉西 東伯 久米 大栄 河北 久米

８００ｍ 中本　京吾(3) 2.17.66 南　　柾憲(2) 2.18.38 丸　　幸範(3) 2.23.08 中本　匠美(2) 2.24.61 米田　　伶(2) 2.27.01 北濵　　凌(1) 2.29.25 矢木 聖一朗(2) 2.30.96 向井　楓真(2) 2.33.73

 三朝 北溟 大栄 北溟 大栄 大栄 三朝 三朝

１年１５００ｍ 矢田　裕夢(1) 5.03.43 長田　　迅(1) 5.04.97 藤枝　颯太(1) 5.07.90 遠藤　竜伎(1) 5.08.98 山本　祐一(1) 5.15.13 北濵　　凌(1) 5.16.64 前田　琉翔(1) 5.26.05 前田　壱成(1) 5.26.67

 久米 北溟 東伯 北溟 久米 大栄 北溟 倉吉西

１５００ｍ 山田　雅貴(2) 4.20.09 山本　陽介(3) 4.29.83 長安　雄大(3) 4.41.54 川北　宇宙(2) 4.42.48 仲井　翔馬(2) 4.48.65 田村　叶夢(3) 4.53.50 川本　翔太(2) 4.54.16 隅　　直也(2) 4.57.92

 北溟 北溟 三朝 三朝 久米 倉吉西 三朝 倉吉東

３０００ｍ 山田　雅貴(2) 9.21.43 山本　陽介(3) 9.29.93 南　　柾憲(2) 9.35.24 丸　　幸範(3) 10.22.65 松井　颯士(3) 10.52.98 田總　大悟(2) 11.01.67 中川　愛夢(2) 11.18.68 小谷　亮介(2) 11.33.50

 北溟 北溟 北溟 大栄 赤碕 久米 久米 赤碕

１１０ｍＨ(0.914m) 枡本　楓生(3) 15.75 衣笠　瑛一(3) 16.46 香川　晏司(3) 17.25 上林　洸希(2) 18.68 竹内　　歩(2) 20.03 山下　　純(2) 21.71 金光　　希(2) 26.01 以下なし

風:+0.5 三朝 鴨川 北溟 倉吉西 倉吉西 倉吉西 鴨川

低学年４×１００ｍ 北溟 48.70 倉吉西Ａ 50.25 久米Ａ 51.05 大栄 51.66 倉吉東 52.81 倉吉西Ｂ 53.65 久米Ｂ 53.99 以下なし

 森本　晴大(1) NGR 永田　倫也(1) 山本　祐一(1) 阪本　晴也(1) 長谷川 聖宙(2) 山下　　純(2) 渡邉 誠二郎(1)

 萬場　凰介(1) 花池　　昂(2) 坂本　晴紀(2) 米村　駿克(1) 中本　秀汰(1) 中本　千尋(1) 田中　蒼依(2)

 川本　玲央(2) 井上　詞倭(1) 岸本　　恵(1) 中本　陽希(2) 駒井　柊哉(1) 高本　龍斗(1) 山根　拓海(2)

 岩本　怜大(2) 上林　洸希(2) 川福　大介(2) 竹歳　大輝(2) 須貝　憂星(2) 竹内　　歩(2) 矢田　裕夢(1)

全学年４×１００ｍ 河北Ａ 45.20 北溟 48.46 倉吉西Ａ 48.50 倉吉東 49.34 河北Ｂ 50.55 久米Ａ 50.61 久米Ｂ 57.35 以下なし

 山下　将弥(3) 濵中　皆貴(3) 田村　叶夢(3) 湯淺　孔貴(2) 原田　弐翔(2) 片岡　大翔(3) 丹後　智晴(1)

 宮本　一樹(3) 生田　光輝(3) 福井 虹太郎(3) 山本　　蓮(2) 井上　澪音(2) 田中　理巧(2) 森　　伊吹(3)

 橋本　充輝(3) 平岩　　優(3) 河本　翔太(3) 河本　真翔(2) 橋本　充輝(3) 大田　和寛(2) 田總　琉碧(1)

 井上　慧大(3) 香川　晏司(3) 浅井　優太(2) 石川　遥斗(2) 井上　慧大(3) 松本　紡玖(2) 清水　大翔(2)

走高跳 平岩　　優(3) 1m60 山下　　純(2) 1m50 村上　祐斗(3) 1m50 高本　龍斗(1) 1m35 以下なし

 北溟 倉吉西 河北 倉吉西

棒高跳 衣笠　瑛一(3) 3m20 以下なし

 鴨川

走幅跳 横山　千尋(3) 5m85 生田　光輝(3) 5m67 花池　　昂(2) 5m58 岩本　怜大(2) 5m48 金光　　希(2) 5m47 松本　紡玖(2) 5m35 阪本　晴也(1) 5m31 河本　翔太(3) 5m26

 赤碕 +0.2 北溟 +1.5 倉吉西 +1.1 北溟 +1.3 鴨川 +0.2 久米 +0.7 大栄 +0.0 倉吉西 +0.1

砲丸投(5.000kg) 西村　星連(3) 9m62 山根　拓海(2) 9m52 村上　祐斗(3) 8m57 田中　理巧(2) 8m28 濵中　皆貴(3) 7m69 中原　世賀(2) 7m55 中村　大作(3) 6m71 西本　正彦(1) 6m30

 赤碕 久米 河北 久米 北溟 北溟 河北 倉吉東

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 濵中　皆貴(3) 52m92 山根　拓海(2) 33m77 杉川 純之輔(2) 30m62 中本　千尋(1) 26m15 藤原　透弥(1) 25m76 大田　和寛(2) 22m15 永田　倫也(1) 22m00 中原　世賀(2) 20m08

 北溟 久米 大栄 倉吉西 三朝 久米 倉吉西 北溟
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