
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 西口　そら(1) 13.99 山口　紗知(1) 14.26 佐伯　天風(1) 14.60 中原 しおり(1) 15.02 和湯　瑞姫(1) 15.41 河本　　愛(1) 15.42 井奥　ゆり(1) 15.92 山﨑　葵衣(1) 15.94

風:-2.1 東伯 北条 赤碕 大栄 東郷 大栄 倉吉東 倉吉西

２年１００ｍ 伊丹　樹里(2) 13.85 桑本　茅奈(2) 14.42 土井 なつみ(2) 14.55 定常 和歌子(2) 14.63 坂西　和華(2) 14.68 森本　陽菜(2) 14.68 佐伯　有凜(2) 15.08 灘口　祐美(2) 15.21

風:-1.7 河北 河北 河北 東伯 東伯 北溟 東伯 倉吉東

３年１００ｍ 薮本　香倫(3) 13.67 福井　瑠夏(3) 13.91 小林 星乃陸(3) 13.92 坂本　かや(3) 13.95 西條　碧那(3) 14.60 杉信　るな(3) 14.62 小林　咲希(3) 14.74 以下なし

風:-0.1 河北 東伯 倉吉東 河北 北溟 久米 大栄

２００ｍ 伊丹　樹里(2) 28.18 佐伯　天風(1) 28.89 高見　泉舞(2) 29.15 安田　茉央(1) 29.80 山田　茉央(2) 29.93 和湯　瑞姫(1) 30.85 小林　咲希(3) 30.95 灘口　祐美(2) 31.01

風:+0.6 河北 赤碕 東伯 三朝 河北 東郷 大栄 倉吉東

１年８００ｍ 土海　梨桜(1) 2.34.34 福羅　　和(1) 2.38.63 小椋　好花(1) 2.42.80 林原　優妃(1) 2.44.16 前田　優羽(1) 2.53.42 以下なし

 東郷 東郷 三朝 赤碕 倉吉東

８００ｍ 前田　リロ(2) 2.36.38 髙尾　真由(2) 2.36.41 前田　愛菜(3) 2.37.18 福本　舞衣(2) 2.38.11 芦谷　乃彩(2) 2.39.28 松浦　舞那(3) 2.40.52 丸山　智子(3) 2.42.89 山田　夏美(3) 2.43.95

 赤碕 赤碕 倉吉東 北溟 赤碕 東伯 東伯 久米

１５００ｍ 福本　舞衣(2) 5.15.60 木村　美結(3) 5.25.01 前田　愛菜(3) 5.27.13 西村　美咲(3) 5.30.50 髙尾　真由(2) 5.35.47 芦谷　乃彩(2) 5.36.77 田中 つかさ(2) 5.50.25 松本 愛歌華(3) 5.57.18

 北溟 赤碕 赤碕 久米 赤碕 赤碕 大栄 北溟

１００ｍＨ(0.762m/8.0m) 河本　美祐(3) 15.04 薮本　香倫(3) 15.98 中村　香子(2) 16.72 杉信　るな(3) 18.02 以下なし

風:-1.9 倉吉西 河北 河北 久米

低学年４×１００ｍ 大栄 59.64 以下なし

 河本　　愛(1)

 杉川　怜菜(1)

 前田 由香子(2)

 福光 茉都梨(2)

全学年４×１００ｍ 河北Ａ 52.03 東伯 53.69 河北Ｂ 54.45 大栄 55.97 倉吉東 56.45 倉吉西 57.33 以下なし

 桑本　茅奈(2) 定常 和歌子(2) 山田　茉央(2) 山下　舞子(2) 勇　　沙彩(3) 岩本　珠空(3)

 伊丹　樹里(2) 福井　瑠夏(3) 土井 なつみ(2) 中原 しおり(1) 小林 星乃陸(3) 河本　美祐(3)

 坂本　かや(3) 高見　泉舞(2) 吉田　花帆(2) 宮内　彩希(3) 灘口　祐美(2) 岩野　夏希(2)

 薮本　香倫(3) 西口　そら(1) 中村　香子(2) 小林　咲希(3) 山口　春花(2) 山﨑　葵衣(1)

走高跳 山田　純名(3) 1m40 中村　香子(2) 1m35 入江 さくら(2) 1m30 谷本　　華(2) 1m25 森本　陽菜(2) 1m15 以下なし

 北溟 河北 北条 赤碕 北溟

走幅跳 河本　美祐(3) 5m06 坂本　かや(3) 4m67 宮内　彩希(3) 4m36 定常 和歌子(2) 4m31 吉田　花帆(2) 4m28 山田　茉央(2) 4m26 杉川　怜菜(1) 4m17 中原 しおり(1) 3m88

 倉吉西 +0.6 河北 +1.8 大栄 -0.4 東伯 +0.8 河北 +0.5 河北 +1.2 大栄 +0.7 大栄 +0.5

砲丸投(2.721kg) 山田　純名(3) 9m10 山口　春花(2) 8m05 伊田 沙由里(3) 7m71 福井　瑠夏(3) 7m62 吉田　花帆(2) 7m51 濱本 かれん(3) 7m11 吉岡　佑菜(3) 6m94 藤井　優月(3) 6m48

 北溟 倉吉東 倉吉東 東伯 河北 北溟 河北 東伯

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 赤熊　　琴(1) 27.95 福光 茉都梨(2) 16m52 前田 由香子(2) 15m95 河本　優菜(1) 11m62 以下なし

 三朝 大栄 大栄 東伯

【気象】 10:00 　［天候］曇り　［気温］24.0℃　　［風向］北西  　　［風速］0.3m  　［湿度］76%　
11:00 　［天候］晴れ　［気温］25.0℃　　［風向］東南東　  ［風速］1.7m  　［湿度］70%　
12:00 　［天候］曇り　［気温］24.5℃　　［風向］西北西 　 ［風速］1.9m  　［湿度］64%　
13:00 　［天候］曇り  ［気温］23.0℃　  ［風向］西  　    ［風速］1.5m  　［湿度］69%　
14:00 　［天候］曇り　［気温］24.0℃　　［風向］北西　    ［風速］1.9m  　［湿度］64%　
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