
名簿順位

0 別本　雅治 近藤　右京 山本　　空 山本　　杏 井上　啓一 椿　　太郎 堀尾　和凜 森　　夢則 宮下　大翔 岡本　泰征 椿　　浩司 山本　竜也
1 国坂浜

0 ハリス・クリストファー 幸田　吉正 大嶋　洋輝 山本　　常 松之舎　朋生 松之舎　裕生 北中　佑介 北中　成実 矢追　琉貴亜 土井　翔太 北中　洸介 野田　清孝 細川　　響
2 土下

0 桑田　裕司 矢隅　　健 田村　威公久 徳田　心美 矢積　大輔 田熊　洋一 宇山　　輝 山根　俊介 徳田　理恵 田村　まどか
3 米里

0 山根　雄一 日置　悠斗 日置　康文 日置　心葉 岡崎　大武 前川　弘樹 後藤　浩仁 日置　卓也 岩垣　僚多 岩垣　真中 日置　奈々香 岡崎　美空 山根　未蘭
4 北条島

0 越野　貴裕 藤田　明寛 越野　利庸 請川　まゆ 木村　太郎 木村　竜児 河村　樹正 河本　喜彦 近藤　旬一 河本　　崇
5 北尾

0 大田　英明 河本　耕一 原田　真純 中西　春奈 三谷　慶彦 岩垣　　慎 原田　慈元 三谷　太祐 磯江　英樹
6 弓原

0 森脇　大騎 根鈴　和弘 奥谷　陵矩 原田　琴莉 西尾　たかはる 原田　大雅 河本　健太郎 中本　卓郎 小笹　秀樹 樋口　潤二 斉尾　高弘 根鈴　夏帆 樋口　　剛
7 松神

0 北村　浩司 飯田　京佑 田畑　圭介 北村　まい 小川　ケビン 橋谷　晃知 野間田　泰幸 佐々木　千秋 前田　　力 田中　幸世 鈴木　英典 奥田　竜太 奥田　佑太
8 みどり二区

0 中村　　誠 中村　康博 中村　　真二 中村　　愛 中村　駿也 中村　陽菜乃 中村　拓夢 丸　　直美 表　　智和 浜田　政良 浜田　貴稀 杉川　　海
9 西園

0 平田　勇斗 飯田　晴斗 飯田　陽生 福光　茉都梨 飯田　隆一 福光　浩行 福光　壮一郎 飯田　　憲 福光　優香 福光　　崇 飯田　雄介 福光　　真 飯田　和秀
10 大島

0 谷岡　靖夫 石丸　一虎 徳山　貴将 飯田　紗知 笹山　知樹 米田　　伶 丸　　幸範 丸　　昭仁 石丸　美幸 米田　貴幸 石田　幸大 岩本　善光 飯田　和也
11 由良宿3区

0 吉田　　平 石田　歩夢 吉田　耕太郎 吉田　芙美加 磯江　　和 清水　一真 礒江　　温 中村　義輝 岩本　祐太郎 澤田　恭成 吉田　健人 鉄山　修二
12 緑ヶ丘団地A

0 田村　和久 矢田部　正樹 松本　崇史 高浜　美月 浜口　靖志 高浜　弘一 荒木　秀作 米田　尚太 吉田　　茂 河本　鉄男
13 妻波

0 山本　真生 中原　隆之介 浅野　雄二 河本　乙花 河本　　悟 梅津　浩治 吉見　忠亮 北浜　　凌 森本　貴則 河本　希望 中原　仁志 中原　直樹 中原　克也
14 大谷A

0 岸田　さおり 穀本　佑一 中原　真太郎 礒江　律子 礒江　　崇 田口　　宏 佐々木　利昭 中原　美空 岩本　紗幸 山下　隆行 飯田　孝良 岸田　　平 石田　憲児
15 緑ヶ丘団地B

0 中原　陽平 西村　旺輔 濱田　楓雅 河上　理沙 天野　伸章 天野　　光 河本　大空 野村　洋平 三浦　愛衣貴 浜田　圭一 森本　直樹 河本　裕介
16 大谷B

0 西村　　奨 光浪　伸介 石田　翔太 朝倉　さとみ 永田　剛一 横濱　紘樹 山田　　豊 小澤　敏彦 福田　淳一 山本　貴之 廣戸　啓一郎 福本　直人 中原　篤史
17 倉吉自動車学校

0 徳山　大志 井上　智仁 時枝　亮平 山田　明菜 増田　興一郎 永井　秀和 山崎　杉生 岩本　雅志 穐山　早知 南場　英里奈 川部　洋平 磯江　昌弘
18 北栄町役場

0 池田　隆政 遠藤　宏朗 山田　高之 岩田　侑香里 田中　啓介 古井　佑樹 萩原　恭平 大津　真士 淺尾　悠介 白岩　宏隆
19 園芸試験場A

0 山口　育夢 日置　康太 鍛川　晴人 中村　菜々 牧田　小夏 鹿島　煕倖 吉田　　零 片山　瑠菜 眞山　伊代菜
20 大栄陸上育成会A

0 田中　海斗 中西　由乃 磯江　佑実 松本　和佳 松原　ひなた 植村　　陽 北中　洸介 磯江　裕行 西川　沙月
21 水夢クラブ

0 阪本　晴也 中原　しおり 田中　つかさ 杉川　怜菜 中本　陽希 山下　舞子 山下　舞子 水口　　尊 河本　　愛 前田　由香子 水口　久美子
22 大栄陸上育成会OB

0 武本　朔夜 山田　寛人 山信　麟太郎 杉山　友惟 井上　真緒 町田　優月 永田　　海 伊垢離　大琥 西山　　颯
23 北条水泳スポ少

0 中田　和樹 岡部　大樹 藤田　善博 岩田　みどり 岩田　真之 岩田　裕司 楠本　哲史 門脇　卓也 大塚　　忍
24 倉吉走ろう会Ａ

0 井本　寛諭 野口　圭太郎 津村　佳英 安本　紀子 山名　正道 佐々木　光弘 倉繁　良文 山崎　健志 稲嶋　敏彦 川﨑　英二
25 倉吉走ろう会B

0 坂中　康幸 山崎　彰彦 田中　慎也 橋﨑　友里 岩間　憲徳 山下　善正 有富　忠彦 松本　治也 児玉　百華 西川　由貴子
26 セラトピア

0 宮川　　颯 坂田　和靖 内川　翔一郎 内川　真之祐 徳田　敦次 日置　雅人 宮川　　彰 宮川　宗悟 濱本　喜幸 藤田　保輝 加藤　大雅 濱本　一美 中井　昌幸
27 青木･比山

0 山本　公司 奈木野　史朗 山崎　泰志 吉田　　悠 吉田　一真 山本　高史 中村　暁雄 北川　陽介 伊藤　健二 蓮佛　克彦 梶川　征史 中島　俊一
28 runrun-renren

0 財賀　右京 片山　凌久 田中　璃音 磯上　結香 村岡　　歩 鍛川　照真 倉光　凜人 田中　翔平 村岡　莉恋
29 大栄陸上育成会B

0 坂口　　翔 小谷　政紀 田中　友哉 山増　諭美子 中江　浩二 山根　みのり 田中　滉司 田中　省吾 山増　悠生 岸田　直大 田村　達也 大窪　浩子 金盛　桜月
30 たかしろT

0 田總　大悟 稲毛　一智 清水　大翔 大田　真子 岸田　章敬 坂根　久美 小谷　博之 徳井　喜世子 大窪　鉄也 岸田　昌也 牧田　国夫 田中　ひろみ 山増　小絵
31 たかしろK

0 門脇　里桜 門脇　拓馬 吉田　愛花 濱田　結希帆 橋﨑　真白 北水　清貴 北水　奏都 加藤　大翔 知浦　由愛
32 ミニバス男女
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