
８位入賞者一覧表
第４９回鳥取県ジュニア陸上競技選手権大会 平成３０年８月２５日(土)～８月２６日(日)

 
倉吉市営陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

26日 100m サフィ ブルハン(6) 13.33 石見 だいや(6) 13.55 落合　陽音(6) 13.60 筧 光希也(6) 13.84 土橋　禅旅(6) 13.88 玉木　來輝(6) 14.14 山崎　雄生(5) 14.17 伊澤　健斗(6) 14.28

風：-0.1 米子陸上クラブ TF倉吉 TF米子 加茂小 布勢TC ＳＭＴＣ　Ｊｒ． 布勢TC TF米子

26日 800m 藤本　幸樹(6) 2.33.64 西村　里音(6) 2.34.04 伊澤　陽(6) 2.34.30 松本　寛希(6) 2.36.57 渡辺　陽和世(6) 2.37.07 高塚　大智(5) 2.37.42 福井　涼太(6) 2.38.25

TF米子 にちなんAC アスリート米子 鳥取ジョイナス KY鳥取 アスリート米子 河北ＳＳ

佐々木　海斗(6) 2.38.25

TF米子

26日 4x100mR 布勢TC 54.75 TF米子 55.34 KY鳥取-A 55.92 KY鳥取-C 57.56 米子陸上クラブ 57.71 TF倉吉 58.38 河北ＳＳ-A 59.36

前田　渉吾(5) 佐藤　翼(6) 本田　晟哉(6) 松本　駿(5) 鎌田 悠右(5) 亀井　瑛太(6) 平木　聡馬(6)

土橋　禅旅(6) 伊澤　健斗(6) 竹内　颯麻(6) 杉本　悠真(5) 周山 敬(6) 重信　太壱(6) 田中　旬(6)

原田　辿地(6) 小椋　敬介(5) 塩見　裕真(6) 石田　歩夢(5) 沼田 紅葉(6) 衣笠　慎一(6) 足立　有翼(5)

山崎　雄生(5) 落合　陽音(6) 田中　凰我(5) 橋本　誉史(5) サフィ ブルハン(6) 石見 だいや(6) 福井　涼太(6)

大栄クラブ 57.71

鹿島　煕倖(5)

財賀　右京(5)

吉田　零(5)

日置　康太(6)

26日 走幅跳 田中　旬(6) 4m61 玉木　來輝(6) 4m43 牧　明紀(5) 4m29 亀井　瑛太(6) 4m23 財賀　右京(5) 4m22 鹿島　煕倖(5) 4m10 山本　翔介(5) 3m98 伊田　葵陽(6) 3m97

河北ＳＳ -1.5 ＳＭＴＣ　Ｊｒ． -1.1 久世クラブ +0.5 TF倉吉 -0.5 大栄クラブ +0.4 大栄クラブ -2.3 河北ＳＳ +0.9 河北ＳＳ +0.8

26日 走高跳 石見 だいや(6) 1m41 衣笠　慎一(6) 1m20 坂西　優友(5) 1m15 以下なし

TF倉吉 TF倉吉 浦安クラブ

26日 ソフトボール投げ サフィ ブルハン(6) 64m16 野津　敦史(6) 45m95 衣笠　慎一(6) 44m90 長谷　淑伸(6) 44m10 平木　聡馬(6) 43m06 山田　唯(5) 41m92 松本　琉己(6) 40m73 山本　章太(5) 27m05

米子陸上クラブ 大山陸上 TF倉吉 KY鳥取 河北ＳＳ 末恒RC 大山陸上 河北ＳＳ

26日 100m 細井 凪人(4) 14.67 吉尾　匠生(4) 15.27 大本　寿以喜(4) 15.30 横山　想太(3) 15.36 馬野　獅斗(4) 15.58 田中　昊平(4) 15.76 徳山　色(4) 15.84 徳山　天(4) 15.97

風：-1.3 小鴨小 KY鳥取 アスリート米子 KY鳥取 羽合小 大栄クラブ 大栄クラブ 大栄クラブ

26日 100m 中本　唯愛(6) 13.72 中村　仁香(6) 14.00 中尾 萌々果(6) 14.21 山口　星音(6) 14.49 鍋島　のどか(6) 14.54 大橋　凜(6) 14.56 増井　海遥(6) 14.68 以下なし

風：-2.0 KY鳥取 アスリート米子 小鴨小 KY鳥取 アスリート米子 TF倉吉 河北ＳＳ

26日 800m 清水　美礼(6) 2.36.04 中村　仁香(6) 2.36.84 金子　りん(6) 2.36.92 森本　亜都(6) 2.42.44 下田　心陽(6) 2.43.23 山口　星音(6) 2.44.33 永見　咲葉(6) 2.44.80 尾崎　妃夏(5) 2.45.11

布勢TC アスリート米子 布勢TC アスリート米子 KY鳥取 KY鳥取 TF米子 アスリート米子

26日 4x100mR KY鳥取-A 54.92 布勢TC 56.07 TF倉吉-A 57.45 TF米子-A 57.84 河北ＳＳ-A 58.21 ＳＭＴＣ　Ｊｒ． 59.88 KY鳥取-B 1.00.93 アスリート米子-A 1.01.13

山口　星音(6) 清水　美礼(6) 岩野　真南(6) 森安　一華(6) 福田　美葵(6) 加納　有紗(6) 下田　心陽(6) 尾崎　百夏(5)

中本　唯愛(6) 小林　日和(6) 大橋　凜(6) 永見　奏葉(6) 増井　海遥(6) 松本　春香(6) 伊田　祐那(6) 鍋島　のどか(6)

池本　理子(6) 冨林　和花(6) 蔵増 彩希(6) 高野　華菜子(6) 山田　由南(6) 大徳　美蘭(5) 大谷　茉莉(6) 尾崎　妃夏(5)

宮本　真優(6) 金子　りん(6) 中田　実羽(6) 内藤　咲姫(6) 中西　ひなた(6) 渡邊　七海(5) 小幡　真希(6) 森本　亜都(6)

26日 走幅跳 鍋島　のどか(6) 4m15 蔵増 彩希(6) 4m10 増井　海遥(6) 4m10 松本　春香(6) 4m03 大徳　美蘭(5)
3m68
+2.1 福田　美葵(6) 3m62 中村　菜々(6) 3m61 前川　にこ(6)

3m60
+2.1

アスリート米子 +1.3 TF倉吉 +0.5 河北ＳＳ +1.8 ＳＭＴＣ　Ｊｒ． -0.2 ＳＭＴＣ　Ｊｒ．

公認
3ｍ67
+0.8 河北ＳＳ +0.1 大栄クラブ +0.1 布勢TC

公認
3ｍ57
-0.3

26日 走高跳 浅田　純伶(5) 1m10 以下なし

にちなんAC

26日 ソフトボール投げ 鋤崎 希歩(6) 44m28 前川　にこ(6) 34m90 秦岡 凛(6) 34m52 冨林　和花(6) 33m59 宮部　理楽(5) 11m06 以下なし

TF倉吉 布勢TC 米子陸上クラブ 布勢TC 河北ＳＳ

26日 100m 福田　春乃(4) 15.66 林原 陽莉(4) 15.93 山田　英真(4) 16.14 眞明　希実(4) 16.30 磯上　結香(4) 16.41 井上　采沙(4) 16.60 椿 玲奈(4) 16.76 木下　うた(3) 16.89

風：+0.1 河北ＳＳ 米子陸上クラブ 河北ＳＳ ＳＭＴＣ　Ｊｒ． 大栄クラブ TF倉吉 TF倉吉 KY鳥取
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