
上段：トータルタイム・順位
下段：個人タイム・順位

自治会の部
大会記録：50:28(H28)

大谷

別本　雅治 北水　清貴 北水　悠陽 山本　　杏 井上　啓一 椿　　圭翔 椿　　太郎 岡本　泰征 宮下　裕翔
国坂浜

幸田　吉正 土井　翔太 大嶋　洋輝 山本　　常 松之舎　朋生 北中　洸介 幸田　年史 北中　成実 蓑原　深雲
土下

有福　正樹 矢隅　　健 山根　俊介 徳田　心美 田熊　洋一 矢積　大輔 宇山　　輝 山根　浩樹 徳田　理恵
米里

山根　雄一 日置　悠斗 日置　康文 東地　まあや 岩垣　僚多 後藤　浩仁 前川　弘樹 日置　卓也 東地　時貞
北条島

越野　貴裕 河村　樹正 越野　利庸 請川　真優 木村　太郎 木村　竜児 藤田　明寛 河本　喜彦 近藤　旬一
北尾

根鈴　和弘 中本　卓郎 森脇　大輝 根鈴　夏帆 小矢野　康弘 藤原　優和 奥谷　陵矩 原田　大雅 脇坂　大星
松神

橋谷　晃知 佐々木　千秋 飯田　京佑 淀瀬　靖子 田畑　圭介 北村　まい 野間田　泰幸 淀瀬　公介 淀瀬　凛空
みどり二区

宮﨑　圭吾 穐山　美幸 穐山　佳員 浜田　幸輝 浜田　貴稀 椿原　柚蘭 杉川　大地 中村　明夢 中村　駿也
西園

平田　勇斗 飯田　　憲 福光　壮一郎 飯田　紗知 飯田　浩康 大西　孝弘 引田　啓太 福光　悠司 福木　基裕
大島

山枡　寛大 小椋　優心 竹歳　和也 杉谷　結衣 竹歳　大輔 塩谷　直丈 竹歳　菜穂花 竹歳　浩紀 小椋　心園
由良宿2区

佐藤　　光 河本　　弘 笹山　知樹 丸　　淳子 石丸　一虎 石丸　美幸 丸　　幸慶 笹山　翔太 白井　りゅうま
由良宿3区

吉田　　平 石田　歩夢 清水　一真 佐々木　梓乃 吉田　耕太郎 磯江　　和 磯江　　温 鍛川　晴斗 久文　晴葵
緑ヶ丘団地

中尾　智則 矢田部　正希 松本　崇史 浜口　陽子 阪本　涼介 浜口　靖志 田村　和久 角田　　光 角田　葉月
妻波

浅野　雄二 河本　乙花 梅津　浩治 三浦　愛衣貴 北浜　　凌 河本　　悟 吉見　忠亮 野村　洋平 山本　日出生
大谷

一般の部
大会記録：51:00(H24)
鳥取中央育英高校

西村　　奨 横濱　紘樹 石田　翔太 朝倉　さとみ 磯江　和史 伊東　佑起 山田　　豊 福本　直人 廣戸　啓一郎
倉吉自動車学校

時枝　亮平 井上　智仁 宮川　怜偉 宍戸　史歩 布野　慎也 穐近　早知 岩本　雅志 山枡　正宗 増田　興一郎
北栄町役場

梶本　悠介 田中　啓介 田邊　雄太 川口　亜弓 山田　高之 古井　佑樹 荻原　恭平 小倉　敬右 浅尾　悠介
園芸試験場

山口　育夢 齋尾　龍我 鹿島　煕倖 道祖尾　菜穂 村岡　　歩 井上　祐也 吉田　　零 倉光　凛人 片山　瑠奈
大栄陸上育成会A

中西　茉央 磯江　佑実 松本　和佳 源　　結菜 松原　ひなた 西山　　颯 伊垢離　大琥 山﨑　悠斗 竹内　圭吾
水夢クラブ

阪本　晴也 杉川　純之輔 田中　つかさ 中村　菜々 中本　陽希 山下　舞子 水口　　尊 藤井　優菜 福嶋　望愛
大栄陸上育成会OB

(通過順位・区間順位は自治会・一般の部とオ－プン参加を含めたもの)
オ－プン参加

山田　寛人 中田　愛桜 津島　悠月 坂本　安優 武本　朔夜 大西　愛虎 永田　　海 米田　結香 井上　真緒
北条水泳スポ少

秋下　岳志 山名　正道 岡部　大樹 山崎　健志 佐々木　光弘 大塚　　忍 門脇　卓也 井本　寛諭 川口　　誠
倉吉走ろう会

山根　　蓮 岩床　虹希 岩床　淳弘 鈴木　優奈 鈴木　琉愛 加藤　美穂 西村　敏生 根鈴　晃明 入澤　孝好
ル・サンテリオン北条

和田　悠咲 岡本　蓮汰 吉田　健師 吉田　美穂 松本　治也 橋﨑　真白 和田　浩彰 田中　慎也 長柄　智美
セラトピア

藤田　保輝 宮川　　彰 内川　真之祐 中井　昌幸 宮川　宗悟 加藤　大雅 徳田　敦司 坂田　和靖 田中　達弥
青木･比山

熊谷　勝志 山﨑　泰志 平田　一真 吉田　　悠 伊藤　健二 大平　啓史 山本　公司 蓮佛　克彦 中島　俊一
runrun-renren

財賀　右京 田中　琉貴 村岡　煌琉 磯上　結香 片山　凌玖 安藤　暖馬 津川　悠真 田中　遙太 村岡　莉恋
大栄陸上育成会B
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区間記録：5:50(H27) 区間記録：4:40(H25)

二岡康平(鳥取育英) 小椋貴文(鳥取育英)

令和1年11月17日
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河本夢司(大谷)

９区(1.1Km)

区間記録：6:28(H27)区間記録：7:27(H30) 区間記録：4:37(H25) 区間記録：6:05(H26) 区間記録：3:56(H30) 区間記録：5:45(H26．27) 区間記録：3:41(H30)
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足立由真(鳥取育英)田中海斗(水夢クラブ) 清水翔(鳥取育英) 小倉健尊(園芸試験場) 山本亜利沙(鳥取育英) 大津真士(園芸試験場) 近藤誠志郎(鳥取育英)


