
８位入賞者一覧表
土曜記録会 中部地区（１９３１０７０２） 平成３１年４月１３日(土)

 

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

小学男子 100m
第１レース 萬場　心太 14.61 山本　翔介 14.63 細井　凪人 14.65 中村　琉聖 14.86 梶尾　秀汰 14.91 足立　有翼 15.20 山本　章太 15.90 石原　八智与 16.12

風： TF倉吉６ -2.2 河北SS６ -2.2 小鴨小５ -2.3 TF倉吉６ -2.2 TF倉吉６ -2.2 河北SS６ -2.2 河北SS６ -2.2 河北SS５ -2.3

小学男子 100m
第２レース 細井　凪人 14.22 萬場　心太 14.32 中村　琉聖 14.49 梶尾　秀汰 14.66 高岡　奏 15.93 田上　遥斗 16.05 細井　琥右 17.57 以下なし

風：+0.1 小鴨小５ TF倉吉６ TF倉吉６ TF倉吉６ 北谷小５ TF倉吉６ 小鴨小４

小学男子 1000ｍ 高岡　奏 3’31”76 石原　八智与 3’40”18 長田　塁 3’45”31 馬場　洸太 4’47”69 以下なし

北谷小５ 河北SS５ TF倉吉３ 河北SS２

小学男子 走幅跳 山本　翔介 3ｍ68 西田　直樹 3m46 足立　有翼
3ｍ33
+3.3 里田　まさあき 3ｍ29 藤原　真心朗 3m20 山本　章太 2m82 福井　愛樹 2ｍ63 以下なし

河北SS6 +1.5 河北SS +1.2 河北SS5
公認

記録なし
河北SS6 ＋0. 7 河北SS5 +1.3 河北SS6 +1.0 河北SS6 +0.1

小学女子 100m
第１レース 山田　英真 15.50 福田　春乃 15.53 松尾　凛歩 15.58 長田　埜乃 15.73 山中　悠衣 16.10 井上　采沙 16.38 井上　万悠子 16.44 7位　宮部　理楽 16.44

風： 河北SS5 -1.7 河北SS5 -2.3 TF倉吉6 -2.3 TF倉吉6 -2.3 河北SS5 -1.7 TF倉吉5 -1.7 河北SS6 -2.3 河北SS6 -2.3

小学女子 100m
第２レース 松尾　凜歩 15.41 山中　悠衣 15.98 井上　采沙 16.44 高岡　すず音 17.88 山中　りこ 18.02 高岡　音々華 20.33 以下なし

風：-1.0 TF倉吉６ TF倉吉５ TF倉吉５ 北谷小３ TF倉吉３ 北谷小１

小学女子 800ｍ 長田　埜乃 2.48.38 宮本　りこ 2.59.91 山中　悠衣 3.06.55 高岡　すず音 3.13.00 山中　りこ 3.19.75 生田　采希 3.29.30 福井　るあ 3.39.30 以下なし

TF倉吉6 河北SS6 TF倉吉5 北谷小３ TF倉吉3 TF倉吉３ 河北SS３

小学女子 走幅跳 井上　采沙 3ｍ66 岩本　友利愛 3ｍ33 野見莉央奈 3ｍ24 福田　春乃
3ｍ23
+2.8 井上　万悠子 3ｍ06 宮部　理楽 3ｍ04 津村　芽玖 3ｍ00 宮本　りこ 2ｍ88

TF倉吉5 ＋1.4 河北SS5 +1.3 TF倉吉6 +0.6 河北SS5
公認
3ｍ06
-0.4

河北SS6 +0.6 河北SS6 +0.7 河北SS6 +1.9 河北SS6 -0.5

中学男子 100ｍ
第1レース 坂本　晴紀 12.14 高塚　祥生 12.43 花池　昂 12.48 ３位　井上　澪音 12.48 ３位　米村　駿克 12.48 松本　海希 12.55 ６位　井上　詞倭 12.55 竹内　歩 12.61

風： 久米３ -2.4 赤碕３ -2.4 倉吉西３ -2.4 河北３ -1.3 大栄２ -1.3 赤碕３ -2.4 倉吉西２ -2.4 倉吉西３ -1.3

中学男子 100ｍ
第2レース 坂本　晴紀 12.17 高塚　祥生 12.23 米村　駿克 12.44 井上　詞倭 12.47 花池　昂 12.48 松本　海希 12.50 岩本　怜大 12.53 山本　蓮 12.57

風： 久米３ -0.7 赤碕３ -0.7 大栄２ ＋0.2 倉吉西２ -0.7 倉吉西３ -0.7 赤碕３ -0.7 湯梨浜３ -0.7 倉吉東３ ＋0.2

中学男子 200ｍ 井上　澪音 25.13 井上　詞倭 25.40 石川　遥斗 25.43 松本　海希 25.48 高塚　祥生 25.82 川福　大介 26.63 長谷川　聖宇 26.79 朝井　優太 26.89

風： 河北３ -1.8 倉吉西２ -0.4 倉吉東３ -1.8 赤碕３ -1.8 赤碕３ -1.8 久米３ -1.8 倉吉東中３ -0.4 倉吉西３ -1.8

中学男子 400ｍ 上林　洸稀 58.51 石川　遥斗 59.81 清水　大翔 1.00.68 川上　拓也 1.00.71 大田　和寛 1.03.96 以下なし

倉吉西中3 倉吉東中3 久米中3 久米中3 久米中3

中学男子 800ｍ 小谷　亮介 2.16.60 中川　愛夢 2.23.92 牧野　雄斗 2.26.23 以下なし

赤碕中3 久米中3 倉吉東中2

中学男子1500ｍ 南　柾憲 4.41.38 小谷　亮介 4.45.87 遠藤　竜伎 4.49.71 隅　直也 4.56.59 長田　迅 4.56.69 北村　斗 5.13.58 前田　壱成 5.25.15 岩本　裕志 5.26.00

湯梨浜3 赤碕3 湯梨浜2 倉吉東中3 湯梨浜2 鴨川中2 倉吉西中2 倉吉西中2

中学男子110ｍH
（0.914m/9.14m) 坂本　晴紀 16.26 竹内　歩 18.07 山下　純 18.45 上林　洸稀 18.54 以下なし

風： -1.3 久米中３ 倉吉西３ 倉吉西中３ 倉吉西中３

中学男子 走高跳 山下　純 1ｍ55 以下なし

倉吉西中３

中学男子 走幅跳 阪本　晴也 5m92 花池　昂　 5m57 髙本　龍斗
5m31
+2.1 中本　秀汰 5m27 井上　詞倭 5m03 道祖尾　啓介 4m81 原田　弐翔 4m45 亀井　瑛太 4m27

風： 大栄中2 -0.6 倉西中3 +0.3 倉西中2
公認
5m02
+0.3

倉東中2 -0.2 倉西中2 -0.3 倉西中3 -0.3 河北中3 -0.9 倉吉西中１ +0.3

中学男子 棒高跳 竹歳　大輝 2m70 金光　希 2m70 以下なし

大栄中3 鴨川中3

中学男子 砲丸投 山根　拓海 8m96 中原　世賀 8m69 西本　正彦 6m91 伊藤　亮太 6m40 進木　凌也 6m29 朝倉　宏隆 4m70 以下なし

（5.0kg） 久米中3 湯梨浜中3 倉吉東中2 倉吉西2 倉吉東中2 久米中2

中学女子 100ｍ
第１レース 伊丹　樹里 13.68 西口　そら 13.81 吉田　花帆 13.99 佐伯　天風 14.05 桑本　茅奈 14.20 中原　しおり 14.24 中村　香子 14.52 中尾　萌々果 14.54

風： 河北中３ -1.6 東伯中2 -1.6 河北中3 -1.3 赤崎中2 -1.6 河北中３ -1.6 大栄中2 -1.3 河北中３ -1.3 倉吉西中1 -1.6

中学女子 100ｍ
第２レース 佐伯　天風 14.10 中原　しおり 14.25 中尾　萌々果 14.38 土井　なつみ 14.75 河本　愛 14.80 岩野　真南 14.84 山中　菜々美 14.98 岩野　夏希 15.05

風： 赤崎中2 -1.3 大栄中2 -1.3 倉吉西中1 -1.3 河北中3 -1.3 大栄中2 -1.9 倉吉西中1 -1.9 倉吉西中1 -1.3 倉吉西中3 -1.9

中学女子 200ｍ 佐伯　天風 28.96 山中　菜々美 30.77 岩野　夏希 31.35 山﨑　葵衣 31.94 以下なし

風：-0.9 赤崎中2 倉吉西中1 倉吉西中3 倉吉西中2

中学女子 800ｍ 福本　舞衣 2.34.89 高尾　真由 2.37.03 林原　優妃 2.39.44 福羅　和 2.45.15 芦谷　乃彩 3.02.43 以下なし

湯梨浜3 赤碕3 赤碕2 湯梨浜2 赤碕3

中学女子 1500ｍ 高尾　真由 5.34.78 林原　優妃 5.43.29 芦谷　乃彩 6.13.57 以下なし

赤碕3 赤碕2 赤碕3

中学女子 走高跳 井奥　ゆり 1ｍ45 谷本　華 1ｍ20 以下なし

倉吉東中２ 赤碕中３

中学女子 走幅跳 山田　茉央 4m30 吉田　花帆 4m29 山中　奈々美 3m97 大橋　凜 3m90 岩野　真南 3m89 蔵増　彩希 3m87 中尾　萌々果 3m87 保田　芹葉 3m75

風： 河北中3 +1.1 河北中3 +0.3 倉西中1 -0.9 TF倉吉（中1） +0.1 倉西中1 +1.1 TF倉吉（中1） +0.6 倉西中1 -0.4 倉西中1 -0.0

中学女子 砲丸投 山口　春花 8m99 以下なし

（2.7kg） 倉吉東中3

中学女子 桑本　芽奈 38m40 滝澤　紗英 16m16 以下なし

ジャベリックスロー 河北中3 河北中2

高校・一般男子 100ｍ
第１レース 相生　敦海 11.33 河本　優太 11.79 松原　國喜 11.97 大嶋　健太 12.09 米田　恭平 12.23 杉山　奏 12.44 桝本　楓生 12.79 奥村　悠介 12.93

風： 倉吉東高３ -1.5 倉吉東高１ -1.5 島根大学 -1.5 倉吉東高３ -1.5 倉吉東高３ -1.6 倉吉東高１ -1.6 倉吉東高１ -1.6 倉吉西高2 -1.5

高校・一般男子 100ｍ
第２レース 相生　敦海 11.29 杉山　奏 12.73 枡本　楓生 12.78 河本　翔太　 13.07 中村　大作 13.53 以下なし

風：-1.1 倉吉東高３ 倉吉東高１ 倉吉東高１ 倉吉東高１ 倉吉東高１

高校・一般男子 200ｍ 枡本　楓生 25.36 河本　翔太 25.60 杉山　奏 26.26 以下なし

風：-0.4 倉吉東高１ 倉吉東高１ 倉吉東高１

高校・一般男子 400ｍ 河本　優太 53.10 米田　恭平 53.90 石田　光希 55.09 大嶋　健太 55.60 角　安範 1.06.34 以下なし

倉吉東高3 倉吉東高3 倉吉西高2 倉吉東高3 鳥取マスターズ

高校・一般男子 800ｍ 岡部　大樹 2.06.60 石坂　悠真 2.07.60 前田　暖斗 2.14.35 荒川　大樹 2.15.56 平田　勇斗 2.18.72 中本　京吾 2.22.45 須貝　憂星 2.37.57 以下なし

鳥取AS 倉吉東高3 倉吉西高2 倉吉東高2 倉吉東高 倉吉東高1 倉吉東高3

高校・一般男子 1500ｍ 石坂　悠真 4.24.14 平田　勇斗 4.50.69 以下なし

倉吉東高3 倉吉東高

高校・一般男子 110ｍH
(1.067ｍ/9.14ｍ) 衣笠　功一 17.81 以下なし

風：-2.6 倉吉東高３

高校・一般男子 走高跳 衣笠　功一 1ｍ70 以下なし

倉吉東高３

高校・一般男子 走幅跳 松尾　直樹 6m57 松原　國喜 6m23 角　安範 4m55 以下なし

風： 鳥取陸協 +1.9 島根大学 -0.7 鳥取マスターズ陸上 +0.7

高校・一般男子 やり投 宮﨑　伶 45m35 以下なし

倉吉北高2

高校・一般男子 円盤投
（1.75㎏） 広橋　龍弥 22m60 以下なし

倉吉東高2

高校・一般女子 100ｍ
第１レース 加河　鈴菜 13.00 土井　あかり 13.19 杉本　鈴夏 13.58 清水　美郷 13.68 河本　美祐 14.07 西村　華乃 14.27 山本　明香理 14.62 以下なし

風： 倉吉東高１ -1.6 倉吉東高2 -1.6 倉吉東高2 -2.0 倉吉東高2 -2.0 倉吉東高1 -2.0 倉吉東高2 -2.0 倉吉東高2 -1.6

高校・一般女子 100ｍ
第２レース 有本　吏里 13.05 加河　鈴菜 13.13 土井　あかり 13.29 山本　明香理 14.72 以下なし

風：-2.4 倉吉東高3 倉吉東高１ 倉吉東高2 倉吉東高2

高校・一般女子 200ｍ 土井　あかり 27.04 加河　鈴菜 27.39 山本　明香理 29.63 以下なし

風： -0.9 倉吉東高2 倉吉東高１ 倉吉東高2

高校・一般女子 800ｍ 渡辺　日向 2.37.76 保田　夏凜 2.43.07 門脇　優夢 2.47.63 津村　碧美 2.52.60 以下なし

倉吉東高3 倉吉東高2 倉吉東高2 倉吉東高2

高校・一般女子 1500ｍ 津村　碧美 5.36.95 以下なし

倉吉東高2

高校・一般女子 100ｍYH
(0.762m/8.5m) 杉本　鈴夏 15.50 河本　美祐 15.87 西村　華乃 16.66 清水　美郷 17.54 以下なし

風：-1.3 倉吉東高2 倉吉東高1 倉吉東高2 倉吉東高2

高校・一般女子 走幅跳 有本　吏里 5m55 以下なし

風： 倉東高3 +0.6

高校・一般女子 やり投 松田　ひなた 34m25 田中　愛海 22m40 以下なし

倉吉北高3 倉吉北高2

高校・一般女子 円盤投 清水　彩名 27m70 樋口　美咲 16m26 以下なし

（1.00㎏） 倉吉北高2 倉吉北高2

高校・一般女子 ハンマー投 福山　愛羅 44m30 樋口　美咲 35m02 清水　彩名 25m00 以下なし

（4.00㎏） 倉吉北高3 倉吉北高2 倉吉北高2

倉吉市営陸上競技場
（３１３０７０）


