
高校男子100m

県高校記録(THR)         10.42     岩本　拓也(鳥取・由良育英高)          2003
大会記録(GR)            10.79     福長　正彦(鳥取・鳥取西高)            1996

予選　7組0着＋8

1組 (風:+2.3) 2組 (風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥　取 ｲﾜﾀ ﾘｭｳﾔ 鳥　取

1 7 242 坂田　育斗(1) 鳥取育英高 11.02 q 1 6 67 岩田　龍弥(2) 米子西高 11.61
ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾔ 鳥　取 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 鳥　取

2 6 263 柴田　賢弥(2) 岩美高 11.43 q 2 4 362 中嶋　一貴(1) 鳥取工高 12.02
ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾔ 鳥　取 ｲｼｲ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取

3 4 97 松本　兼也(2) 境高 11.66 3 9 320 石井　峻介(1) 鳥取商高 12.14
ｲｲﾀﾞ ｱﾂｼ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾄ 鳥　取

4 5 22 飯田　淳史(2) 鳥取商高 11.69 4 7 256 田中　秀登(1) 米子北斗高 12.28
ｸﾙﾏ ｻﾄｼ 鳥　取 ﾀﾌﾞﾁ ﾘｭｳｷ 鳥　取

5 8 16 來間　怜史(2) 米子南高 11.88 5 8 274 田淵　隆輝(2) 鳥取湖陵高 12.65
ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥　取 ﾔｻﾞﾏ ｶｲ 鳥　取

6 9 416 竹本　和生(1) 境港総合高 12.25 6 3 409 矢間　快(1) 倉吉西高 13.11
ﾐﾅﾐ ﾋﾛﾄ 鳥　取 ﾖﾈｲ ｹﾝﾄ 鳥　取

7 3 423 南　裕人(1) 米子工高 12.74 OP 2 151 米井　健人(3) 鳥取城北高 11.10
ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ 鳥　取 ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻｷ 鳥　取

OP 2 168 石川　智也(3) 鳥取城北高 10.91 5 48 北島　昌樹(2) 倉吉東高 DNS

3組 (風:+3.6) 4組 (風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｸﾛﾐ ﾘｮｳﾀ 鳥　取 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 鳥　取

1 6 60 黒見　亮太(2) 米子西高 11.41 q 1 7 287 村上　拓哉(1) 倉吉東高 11.36 q
ﾋﾗｵ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取 ﾐｶﾐ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

2 5 270 平尾　希望(1) 鳥取城北高 11.59 2 4 65 三上　大輝(2) 米子西高 11.83
ﾀﾅｶ ﾅｵｽﾞﾐ 鳥　取 ﾆｼﾑﾗ ｾｲｺﾞ 鳥　取

3 4 253 田中　尚純(2) 米子北斗高 11.73 3 6 165 西村　誠悟(1) 鳥取城北高 11.83
ﾎｯﾀ ﾅｵﾔ 鳥　取 ｾﾉｵ ﾄﾗﾉｽｹ 鳥　取

4 7 401 堀田　直弥(1) 米子東高 12.05 3 8 424 妹尾　虎之介(2) 岩美高 11.83
ｸﾆﾉ ﾘｮｳｷ 鳥　取 ﾃﾗｵ ｶｽﾞﾋﾛ 鳥　取

5 8 417 國野　稜貴(1) 日野高 12.27 5 5 276 寺尾　和浩(2) 鳥取湖陵高 11.87
ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 鳥　取 ﾂﾁｴ ﾖｼﾀｶ 鳥　取

6 9 190 川口　雄太(2) 鳥取工高 12.51 6 2 354 土江　由高(1) 鳥取西高 11.96
ｱｼﾓﾄ ﾘｮｳ 鳥　取 ｷﾇﾐ ﾙｲ 鳥　取

7 3 380 足本　僚(2) 米子高専 12.84 7 3 370 絹見　流生(1) 八頭高 12.16
ｺｳﾘｷ ｼﾝﾔ 鳥　取 ｻﾝｵｳｼﾞ ﾕｳﾀ 鳥　取

OP 2 1023 高力　慎也 環太平洋大 11.02 8 9 311 三王寺　佑太(2) 鳥取東高 12.31

5組 (風:+1.7) 6組 (風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏｴﾀ ｼﾝｻｸ 鳥　取 ﾏﾂｼﾀ ｶｵﾙ 鳥　取

1 5 342 前田　真作(2) 鳥取西高 10.98 q 1 7 254 松下　薫(2) 米子北斗高 11.48
ﾀﾆﾓﾄｹｲﾀﾛｳ 鳥　取 ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ 鳥　取

2 6 247 谷本　恵太郎(1) 米子東高 11.46 q 2 6 221 塩川　圭吾(1) 鳥取育英高 11.57
ｳﾗﾔﾏ ｺｳﾍｲ 鳥　取 ｻﾀﾞﾂﾈ ﾚﾝ 鳥　取

3 3 24 浦山　耕平(2) 米子高専 11.57 3 4 52 定常　廉(2) 倉吉東高 11.58
ﾔﾏｻｷ ﾘｭｳｷ 鳥　取 ｲﾄｳ ﾑﾂｷ 鳥　取

4 1 444 山嵜　琉暉(1) 鳥取工高 11.61 4 5 302 伊藤　睦希(1) 鳥取東高 11.65
ｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ 鳥　取 ｷｯｶﾜ ｴｲｼﾞ 鳥　取

5 4 103 伊田　幸司(2) 倉吉北高 11.74 5 9 45 吉川　瑛士(2) 米子北高 11.70
ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 鳥　取 ﾓﾄｲｹ ｶｲ 鳥　取

6 8 158 田中　誠士(2) 鳥取城北高 11.87 6 3 98 本池　開(2) 境高 11.84
ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝ 鳥　取 ﾐﾂｲ ﾕｳﾄ 鳥　取

7 7 17 橋本　駿(2) 米子南高 11.99 7 8 357 三ツ井　祐人(1) 鳥取敬愛高 12.33
ﾀﾅｶ ﾔﾋﾛ 鳥　取 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 鳥　取

8 2 379 田中　哉亘(1) 米子高 12.40 8 2 413 清水　勇介(1) 境港総合高 12.83
ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥　取

9 9 139 森田　湧大(2) 八頭高 12.54

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 12:05 予選
9月20日 14:25 決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子100m

県高校記録(THR)         10.42     岩本　拓也(鳥取・由良育英高)          2003
大会記録(GR)            10.79     福長　正彦(鳥取・鳥取西高)            1996

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 12:05 予選
9月20日 14:25 決勝

予選　7組0着＋8

7組 (風:+2.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 鳥　取

1 6 21 小林　太一(2) 鳥取商高 10.96 q
ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 鳥　取

2 3 217 林　佑亮(1) 鳥取育英高 11.41 q
ｶﾈﾂｷ ﾅｵﾔ 鳥　取

3 1 90 鐘築　直也(2) 境高 11.64
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取

4 8 425 山本　龍星(2) 米子高専 11.98
ｱﾀﾗｼ ｺｳﾀ 鳥　取

5 4 137 新　幸汰(2) 八頭高 12.09
ｶﾒｵ ﾕｳﾘ 鳥　取

6 2 252 亀尾　侑里(2) 米子東高 12.21
ﾓﾘｷ ﾄﾓﾔ 鳥　取

7 9 269 森木　友哉(1) 岩美高 12.27
ｸﾎﾞ ﾏｻﾔ 鳥　取

8 7 112 久保　雅也(2) 米子工高 12.31
ｻﾜ ﾀﾂｷ 鳥　取

9 5 310 澤　竜輝(2) 鳥取東高 12.53

凡例  DNS:欠場



高校男子100m

県高校記録(THR)         10.42     岩本　拓也(鳥取・由良育英高)          2003
大会記録(GR)            10.79     福長　正彦(鳥取・鳥取西高)            1996

決勝　

(風:+1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 鳥　取

1 4 21 小林　太一(2) 鳥取商高 10.97
ﾏｴﾀ ｼﾝｻｸ 鳥　取

2 5 342 前田　真作(2) 鳥取西高 11.01
ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥　取

3 7 242 坂田　育斗(1) 鳥取育英高 11.01
ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 鳥　取

4 6 287 村上　拓哉(1) 倉吉東高 11.17
ｸﾛﾐ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

5 9 60 黒見　亮太(2) 米子西高 11.31
ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 鳥　取

6 8 217 林　佑亮(1) 鳥取育英高 11.47
ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾔ 鳥　取

7 2 263 柴田　賢弥(2) 岩美高 11.50
ﾀﾆﾓﾄｹｲﾀﾛｳ 鳥　取

8 3 247 谷本　恵太郎(1) 米子東高 11.52

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 12:05 予選
9月20日 14:25 決勝

凡例 



高校男子200m

県高校記録(THR)         21.28     木寺　清一(鳥取・由良育英高)          1985
大会記録(GR)            21.91     福長　正彦(鳥取・鳥取西高)            1996

予選　7組0着＋8

1組 (風:+0.9) 2組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 鳥　取 ﾏｴﾀ ｼﾝｻｸ 鳥　取

1 4 287 村上　拓哉(1) 倉吉東高 22.96 q 1 6 342 前田　真作(2) 鳥取西高 23.13 q
ﾏﾂｼﾀ ｶｵﾙ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾅｵｽﾞﾐ 鳥　取

2 6 254 松下　薫(2) 米子北斗高 23.60 2 4 253 田中　尚純(2) 米子北斗高 24.06
ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾔ 鳥　取 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 鳥　取

3 5 97 松本　兼也(2) 境高 23.96 3 8 241 清水　準也(1) 鳥取育英高 24.24
ｲｸﾀ ﾏｻｷ 鳥　取 ｱｵﾄ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 鳥　取

4 9 421 生田　将己(1) 米子西高 24.23 4 5 388 青戸　淳之介(1) 米子高専 24.84
ｾﾉｵ ﾄﾗﾉｽｹ 鳥　取 ｸﾎﾞ ﾏｻﾔ 鳥　取

5 3 424 妹尾　虎之介(2) 岩美高 24.32 5 7 112 久保　雅也(2) 米子工高 25.02
ｵｵﾀｶｷ ﾕｳﾔ 鳥　取 ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥　取

6 7 308 大高木　雄也(2) 鳥取東高 24.46 6 2 416 竹本　和生(1) 境港総合高 25.34
ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 鳥　取 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 鳥　取

7 8 190 川口　雄太(2) 鳥取工高 25.69 7 3 371 竹内　湧貴(1) 八頭高 26.39
ﾐﾅﾐ ﾋﾛﾄ 鳥　取 ﾌｼﾞﾓﾄﾔｽﾕｷ 鳥　取

8 2 423 南　裕人(1) 米子工高 26.39 1 75 藤本　康行(2) 米子東高 DNS
ﾑﾗｵ ｺｳｽｹ 鳥　取

9 284 村尾　康如(1) 岩美高 DNS

3組 (風:+1.9) 4組 (風:+4.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾑ 鳥　取 ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥　取

1 7 348 伊藤　臨(1) 鳥取西高 23.60 1 7 242 坂田　育斗(1) 鳥取育英高 22.83 q
ﾃﾗｵ ｶｽﾞﾋﾛ 鳥　取 ｵｵﾀ ｿｳﾏ 鳥　取

2 6 276 寺尾　和浩(2) 鳥取湖陵高 23.85 2 6 153 大田　聡磨(2) 鳥取城北高 23.54
ﾓﾄｲｹ ｶｲ 鳥　取 ｲﾄｳ ﾑﾂｷ 鳥　取

3 2 98 本池　開(2) 境高 24.14 3 4 302 伊藤　睦希(1) 鳥取東高 23.95
ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 鳥　取 ﾀﾆﾓﾄｹｲﾀﾛｳ 鳥　取

4 5 158 田中　誠士(2) 鳥取城北高 24.53 4 2 247 谷本　恵太郎(1) 米子東高 24.13
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取 ﾅｶｶﾞｷ ﾄﾓﾋｻ 鳥　取

5 3 425 山本　龍星(2) 米子高専 24.63 5 3 189 中垣　智久(2) 鳥取工高 25.25
ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀ 鳥　取 ﾃﾗﾀﾞ ｶｲ 鳥　取

6 9 296 竹内　翔太(1) 鳥取東高 24.84 6 9 329 寺田　魁(1) 倉吉総産高 25.58
ｵｵﾔﾏ ﾕｳｷ 鳥　取 ﾀﾌﾞﾁ ﾘｭｳｷ 鳥　取

7 8 140 大山　友希(2) 八頭高 25.72 7 8 274 田淵　隆輝(2) 鳥取湖陵高 25.97
ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取 ｱﾀﾗｼ ｺｳﾀ 鳥　取

4 113 住谷　俊亮(1) 鳥取商高 DNS 5 137 新　幸汰(2) 八頭高 DNS

5組 (風:+1.9) 6組 (風:+1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 鳥　取

1 6 214 河合　亮祐(2) 鳥取育英高 22.61 q 1 5 21 小林　太一(2) 鳥取商高 22.62 q
ｻﾀﾞﾂﾈ ﾚﾝ 鳥　取 ｻｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 鳥　取

2 4 52 定常　廉(2) 倉吉東高 23.64 2 4 43 坂本　陽平(2) 米子北高 23.43 q
ｷｯｶﾜ ｴｲｼﾞ 鳥　取 ｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ 鳥　取

3 7 45 吉川　瑛士(2) 米子北高 23.70 3 6 103 伊田　幸司(2) 倉吉北高 23.49 q
ｲｲﾀﾞ ｱﾂｼ 鳥　取 ﾑｶｲ ﾀﾀﾞﾋﾛ 鳥　取

4 5 22 飯田　淳史(2) 鳥取商高 24.22 4 8 119 向井　一鴻　(2) 倉吉総産高 23.89
ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏｻ 鳥　取 ﾎｯﾀ ﾅｵﾔ 鳥　取

5 3 336 三浦　和真(2) 鳥取西高 24.26 5 7 401 堀田　直弥(1) 米子東高 24.90
ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝ 鳥　取 ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｽｹ 鳥　取

6 9 17 橋本　駿(2) 米子南高 24.36 6 9 395 板垣　功輔(1) 米子西高 25.03
ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾀ 鳥　取 ﾐﾂｲ ﾕｳﾄ 鳥　取

2 191 黒田　悠太(2) 鳥取工高 DNS 7 2 357 三ツ井　祐人(1) 鳥取敬愛高 25.48
ﾐﾀﾆ ﾏｽﾐ 鳥　取 ｸｻｶﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 鳥　取

8 261 美谷　真澄(2) 岩美高 DNS 8 3 255 日下部　翔一(1) 米子北斗高 27.00

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 11:15 予選
9月21日 13:35 決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子200m

県高校記録(THR)         21.28     木寺　清一(鳥取・由良育英高)          1985
大会記録(GR)            21.91     福長　正彦(鳥取・鳥取西高)            1996

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 11:15 予選
9月21日 13:35 決勝

予選　7組0着＋8

7組 (風:+2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾜﾀ ﾘｭｳﾔ 鳥　取

1 7 67 岩田　龍弥(2) 米子西高 23.18 q
ﾋﾗｵ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取

2 4 270 平尾　希望(1) 鳥取城北高 23.61
ｳﾗﾔﾏ ｺｳﾍｲ 鳥　取

3 5 24 浦山　耕平(2) 米子高専 23.95
ｵﾁｱｲ ﾕｳﾀ 鳥　取

4 8 44 落合　祐太(2) 米子北高 23.99
ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭﾝ 鳥　取

5 3 244 石飛　駿(1) 境高 24.68
ｸﾆﾉ ﾘｮｳｷ 鳥　取

6 9 417 國野　稜貴(1) 日野高 25.73
ﾔｻﾞﾏ ｶｲ 鳥　取

7 2 409 矢間　快(1) 倉吉西高 26.62
ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻｷ 鳥　取

6 48 北島　昌樹(2) 倉吉東高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子200m

県高校記録(THR)         21.28     木寺　清一(鳥取・由良育英高)          1985
大会記録(GR)            21.91     福長　正彦(鳥取・鳥取西高)            1996

決勝　

(風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 鳥　取

1 7 21 小林　太一(2) 鳥取商高 22.40
ﾏｴﾀ ｼﾝｻｸ 鳥　取

2 8 342 前田　真作(2) 鳥取西高 22.46
ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 鳥　取

3 5 287 村上　拓哉(1) 倉吉東高 22.53
ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取

4 4 214 河合　亮祐(2) 鳥取育英高 22.60
ｻｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 鳥　取

5 3 43 坂本　陽平(2) 米子北高 23.17
ｲﾜﾀ ﾘｭｳﾔ 鳥　取

6 9 67 岩田　龍弥(2) 米子西高 23.20
ｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ 鳥　取

7 2 103 伊田　幸司(2) 倉吉北高 23.70
ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥　取

6 242 坂田　育斗(1) 鳥取育英高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 11:15 予選
9月21日 13:35 決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子400m

県高校記録(THR)         47.71     岸田　健太郎(鳥取・鳥取城北高)        2012
大会記録(GR)            49.21     岸田　健太郎(鳥取・鳥取城北高)        2011

予選　5組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾓﾄｲｹ ｶｲ 鳥　取 ｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ 鳥　取

1 7 98 本池　開(2) 境高 52.16 q 1 6 103 伊田　幸司(2) 倉吉北高 52.87
ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｼ 鳥　取 ｵﾁｱｲ ﾕｳﾀ 鳥　取

2 6 57 池田　和志(2) 米子西高 52.49 q 2 7 44 落合　祐太(2) 米子北高 53.41
ｷｯｶﾜ ｴｲｼﾞ 鳥　取 ｲｼｲ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取

3 4 45 吉川　瑛士(2) 米子北高 55.07 3 3 320 石井　峻介(1) 鳥取商高 54.60
ｷﾀｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ 鳥　取 ｵｵﾀｶｷ ﾕｳﾔ 鳥　取

4 9 433 北崎　虎雅(1) 日野高 55.37 4 4 308 大高木　雄也(2) 鳥取東高 55.28
ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 鳥　取 ﾀｺﾞ ﾋﾗｷ 鳥　取

5 8 362 中嶋　一貴(1) 鳥取工高 55.97 5 5 47 田子　拓基(2) 倉吉東高 55.83
ﾓﾘﾀ ｼｮｳｲ 鳥　取 ｻｲﾄｳ ﾋｶﾘ 鳥　取

6 5 406 森田　匠施(2) 米子高専 56.21 6 9 390 西藤　星(1) 米子西高 55.96
ﾋﾛｴ ﾘｮｳ 鳥　取 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取

7 2 404 廣江　嶺(1) 米子東高 58.14 7 8 199 山本　渉弘(2) 鳥取工高 57.93
ﾐﾀﾆ ﾏｽﾐ 鳥　取 ﾖｼﾀ ﾞﾋﾛﾔ 鳥　取

8 3 261 美谷　真澄(2) 岩美高 1:00.79 2 275 吉田　博哉(2) 鳥取湖陵高 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｻｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 鳥　取 ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取

1 5 43 坂本　陽平(2) 米子北高 52.31 q 1 4 113 住谷　俊亮(1) 鳥取商高 49.20 GR q
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ 鳥　取 ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 鳥　取

2 4 23 谷口　瞬也(2) 鳥取商高 52.59 q 2 3 249 吉村　和真(1) 米子東高 52.20 q
ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取 ﾏｴﾀ ﾘｭｳﾔ 鳥　取

3 2 220 岩本　恭平(1) 鳥取育英高 52.61 q 3 8 239 前田　隆冶(1) 鳥取育英高 54.70
ﾑｶｲ ﾀﾀﾞﾋﾛ 鳥　取 ｵｵﾀ ｿｳﾏ 鳥　取

4 3 119 向井　一鴻　(2) 倉吉総産高 52.69 4 6 153 大田　聡磨(2) 鳥取城北高 54.81
ｵｵﾓﾘ ﾀｶｼ 鳥　取 ﾅｶｶﾞｷ ﾄﾓﾋｻ 鳥　取

5 6 56 大森　崇嗣(2) 米子西高 54.13 5 5 189 中垣　智久(2) 鳥取工高 55.74
ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取 ｻﾜ ﾀﾂｷ 鳥　取

6 8 338 松本　省吾(1) 鳥取西高 54.74 6 7 310 澤　竜輝(2) 鳥取東高 57.24
ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭﾝ 鳥　取 ｸﾎﾞ ﾏｻﾔ 鳥　取

7 9 244 石飛　駿(1) 境高 55.71 7 2 112 久保　雅也(2) 米子工高 58.33
ﾀﾆｼﾞﾘ ﾄﾓﾔ 鳥　取 ﾋﾗｵ ﾅｵｷ 鳥　取

8 7 166 谷尻　友也(1) 鳥取城北高 55.87 8 9 374 平尾　尚稀(1) 八頭高 1:00.31
ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀ 鳥　取 ﾋﾗｲ ﾉﾌﾞﾔ 鳥　取

9 1 296 竹内　翔太(1) 鳥取東高 58.57 9 1 267 平井　遥也(1) 岩美高 1:03.39

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取

1 4 214 河合　亮祐(2) 鳥取育英高 51.72 q
ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾑ 鳥　取

2 2 348 伊藤　臨(1) 鳥取西高 54.12
ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 鳥　取

3 6 373 河上　昌宏(1) 八頭高 55.53
ｱｵﾄ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 鳥　取

4 8 388 青戸　淳之介(1) 米子高専 56.31
ﾔﾌﾞｳﾁ ﾅｵｷ 鳥　取

5 9 285 薮内　直樹(1) 岩美高 56.36
ｵｸﾞﾗ ｹﾝｼﾞ 鳥　取

6 3 36 小椋　健司(2) 米子高専 56.83
ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾔ 鳥　取

7 5 136 福田　智也(2) 八頭高 57.16
ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥　取

8 1 416 竹本　和生(1) 境港総合高 57.77
ﾊｷﾞﾊﾗ ｼｭﾝ 鳥　取

9 7 272 萩原　舜(1) 鳥取湖陵高 59.52

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 12:15 予選
9月19日 14:45 決勝

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



高校男子400m

県高校記録(THR)         47.71     岸田　健太郎(鳥取・鳥取城北高)        2012
大会記録(GR)            49.21     岸田　健太郎(鳥取・鳥取城北高)        2011

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取

1 7 113 住谷　俊亮(1) 鳥取商高 49.18 GR
ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取

2 5 214 河合　亮祐(2) 鳥取育英高 51.18
ﾓﾄｲｹ ｶｲ 鳥　取

3 4 98 本池　開(2) 境高 51.33
ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 鳥　取

4 6 249 吉村　和真(1) 米子東高 51.64
ｻｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 鳥　取

5 9 43 坂本　陽平(2) 米子北高 52.48
ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｼ 鳥　取

6 8 57 池田　和志(2) 米子西高 53.05
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ 鳥　取

7 2 23 谷口　瞬也(2) 鳥取商高 53.77
ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取

8 3 220 岩本　恭平(1) 鳥取育英高 54.02

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 12:15 予選
9月19日 14:45 決勝

凡例  GR:大会記録



高校男子800m

県高校記録(THR)         1:50.92   田子　康宏(鳥取・由良育英高)          2000
大会記録(GR)            1:55.64   有田　正寿(鳥取・八頭高)              1998

予選　4組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｶﾞﾜ ﾕｳ 鳥　取 ﾏｴﾀ ﾔﾏﾄ 鳥　取

1 9 228 小川　勇(2) 鳥取育英高 2:00.99 q 1 5 313 前田　大和(2) 鳥取東高 2:08.58
ﾌﾙﾀﾆ ﾀﾞｲｷ 鳥　取 ｳﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ 鳥　取

2 5 143 古谷　大季(2) 八頭高 2:01.33 q 2 6 262 宇野　圭一郎(2) 岩美高 2:09.09
ﾋﾗｲ ﾊﾙｷ 鳥　取 ﾏﾂｵ ﾐﾋﾛ 鳥　取

3 4 266 平井　晴己(1) 岩美高 2:10.50 3 3 432 松尾　海洋(1) 境港総合高 2:16.58
ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾍｲ 鳥　取 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞﾛｳ 鳥　取

4 6 32 安達　康平(2) 米子高専 2:11.26 4 2 369 高橋　幸二郎(1) 八頭高 2:19.46
ﾖｼﾀ ﾞﾋﾛﾔ 鳥　取 ﾊｷﾞﾊﾗ ｼｭﾝ 鳥　取

5 3 275 吉田　博哉(2) 鳥取湖陵高 2:12.43 5 8 272 萩原　舜(1) 鳥取湖陵高 2:25.63
ﾂﾉﾀﾞ ﾅｵｷ 鳥　取 ｼﾏｽﾞ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

6 7 443 角田　直紀(1) 米子東高 2:15.22 6 9 431 島津　亮太(1) 米子高専 2:32.88
ﾓｳﾗｸﾞﾁ ｺｳｷ 鳥　取 ｳｽｲ ｹﾝﾀ 鳥　取

7 8 415 茂浦口　幸輝(1) 境港総合高 2:16.85 4 164 臼井　健太(1) 鳥取城北高 DNS
ｳｴﾀ ｶｽﾞｱｷ 鳥　取 ｳｴﾀ ﾀｸﾛｳ 鳥　取

8 1 434 上田　和昌(1) 鳥取東高 2:20.18 7 282 植田　拓朗(2) 鳥取敬愛高 DNS
ｺｵﾘ ｶﾂﾎ 鳥　取

9 2 399 郡　健帆(1) 米子西高 2:25.85

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取 ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ 鳥　取

1 4 113 住谷　俊亮(1) 鳥取商高 1:56.96 q 1 5 167 大村　拓也(2) 鳥取城北高 2:02.89 q
ﾜｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 鳥　取 ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取

2 5 163 若原　怜汰(1) 鳥取城北高 2:06.12 q 2 8 227 前嶋　昂宏(1) 鳥取育英高 2:05.52 q
ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 鳥　取 ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞｷ 鳥　取

3 6 351 木下　祐貴(1) 鳥取西高 2:08.53 q 3 4 76 奥田　和樹(2) 米子東高 2:08.03 q
ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 鳥　取 ｶﾄｳ ｼｭﾝ 鳥　取

4 3 229 長谷川　匠(2) 鳥取育英高 2:12.91 4 6 408 加藤　俊(1) 倉吉西高 2:10.15
ﾅｶｼﾏ ﾋﾛｷ 鳥　取 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｽｹ 鳥　取

5 7 427 中島　啓稀(1) 鳥取工高 2:17.78 5 3 368 盛本　佑介(1) 八頭高 2:16.80
ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳﾀ 鳥　取 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 鳥　取

6 2 297 河越　祐太(2) 鳥取東高 2:18.46 6 7 277 山本　凌平(2) 鳥取湖陵高 2:19.25
ｳﾗﾊﾏ ﾕｳｶﾞ 鳥　取 ｻｲｶﾜ ﾏｻﾔ 鳥　取

7 8 359 浦濵　勇雅(1) 岩美高 2:48.57 7 9 55 齋河　雅也(2) 米子西高 2:21.86
ﾊｼｵｶ ｹﾝｽｹ 鳥　取 ｵｶｻｶ ｺｳｷ 鳥　取

9 400 橋岡　賢典(1) 米子西高 DNS 8 2 381 岡坂　幸樹(1) 米子高専 2:26.76

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 13:40 予選
9月21日 12:20 決勝

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予選　1組

予選　2組

予選　3組

予選　4組

凡例  DNS:欠場



高校男子800m

県高校記録(THR)         1:50.92   田子　康宏(鳥取・由良育英高)          2000
大会記録(GR)            1:55.64   有田　正寿(鳥取・八頭高)              1998

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取

1 6 113 住谷　俊亮(1) 鳥取商高 1:56.04
ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ 鳥　取

2 4 167 大村　拓也(2) 鳥取城北高 2:00.01
ﾌﾙﾀﾆ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

3 5 143 古谷　大季(2) 八頭高 2:00.96
ﾜｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

4 9 163 若原　怜汰(1) 鳥取城北高 2:03.77
ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取

5 8 227 前嶋　昂宏(1) 鳥取育英高 2:04.06
ｵｶﾞﾜ ﾕｳ 鳥　取

6 7 228 小川　勇(2) 鳥取育英高 2:06.20
ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 鳥　取

7 3 351 木下　祐貴(1) 鳥取西高 2:08.43
ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞｷ 鳥　取

8 2 76 奥田　和樹(2) 米子東高 2:09.28

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 13:40 予選
9月21日 12:20 決勝

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決勝

凡例 



高校男子1500m

県高校記録(THR)         3:47.4    田子　康宏(鳥取・由良育英高)          2001
大会記録(GR)            3:53.00   田子　康宏(鳥取・由良育英高)          2000

予選　3組4着＋6

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取 ｳﾒﾀﾆ ﾊﾔﾄ 鳥　取

1 14 227 前嶋　昂宏(1) 鳥取育英高 4:18.75 Q 1 8 211 梅谷　颯斗(2) 鳥取育英高 4:18.94 Q
ﾆｼｵ ﾅﾙｾ 鳥　取 ｽｷﾞﾑﾗ ｿｳﾔ 鳥　取

2 4 173 西尾　成世(2) 鳥取城北高 4:18.94 Q 2 9 147 杉村　宗哉(1) 八頭高 4:20.86 Q
ﾆｼｵ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取 ﾜｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

3 13 142 西尾　亮祐(2) 八頭高 4:19.09 Q 3 4 163 若原　怜汰(1) 鳥取城北高 4:21.56 Q
ｶﾄｳ ｼｭﾝ 鳥　取 ﾀｶﾅｼ ｷｲﾁ 鳥　取

4 3 408 加藤　俊(1) 倉吉西高 4:26.36 Q 4 2 100 高梨　貴一(2) 境高 4:22.68 Q
ﾊﾅﾌｻ ﾀｲｶﾞ 鳥　取 ｳｴﾀ ﾀｸﾛｳ 鳥　取

5 12 312 花房　大河(2) 鳥取東高 4:27.07 q 5 7 282 植田　拓朗(2) 鳥取敬愛高 4:29.26 q
ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 鳥　取 ｾﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 鳥　取

6 8 286 山崎　隼太郎(1) 倉吉東高 4:34.05 6 6 402 仙田　和也(1) 米子東高 4:30.04
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ 鳥　取 ﾓﾘﾀ ｼｮｳｲ 鳥　取

7 11 340 渡邉　雅志(1) 鳥取西高 4:38.31 7 13 406 森田　匠施(2) 米子高専 4:31.96
ｸﾜﾓﾄ ｺｳﾔ 鳥　取 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳ 鳥　取

8 10 250 桑本　滉也(1) 米子東高 4:38.66 8 5 322 坂本　涼(1) 倉吉総産高 4:33.15
ﾋﾗｲ ﾊﾙｷ 鳥　取 ｶﾜｻｷ ｼﾞｭﾝ 鳥　取

9 2 266 平井　晴己(1) 岩美高 4:43.32 9 10 309 川崎　純(2) 鳥取東高 4:37.10
ｻｶﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 鳥　取 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ 鳥　取

10 6 328 阪本　脩平(1) 倉吉総産高 4:47.59 10 12 321 岡田　光平(1) 鳥取商高 4:43.14
ﾜﾀﾞ ﾄﾗﾉｼﾝ 鳥　取 ｺｵﾘ ｶﾂﾎ 鳥　取

11 1 383 和田　虎之慎(1) 米子高専 4:49.52 11 11 399 郡　健帆(1) 米子西高 4:56.35
ﾜﾀﾍﾞ ﾄﾓﾔ 鳥　取 ｳｴｼﾞﾏ ｺﾀﾛｳ 鳥　取

12 5 422 綿邉　智哉(1) 米子西高 4:49.97 12 3 279 植嶋　児太朗(1) 鳥取湖陵高 5:17.31
ﾌｼﾞﾊﾗ ｳｷｮｳ 鳥　取 ｳﾗﾊﾏ ﾕｳｶﾞ 鳥　取

13 7 418 藤原　有恭(1) 日野高 5:13.26 13 1 359 浦濵　勇雅(1) 岩美高 5:42.59
ﾊｷﾞﾊﾗ ｼｭﾝ 鳥　取

9 272 萩原　舜(1) 鳥取湖陵高 DNS

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ 鳥　取

1 1 167 大村　拓也(2) 鳥取城北高 4:17.19 Q
ｺｻｶ ﾀﾂﾔ 鳥　取

2 14 231 小阪　竜也(2) 鳥取育英高 4:17.28 Q
ｲﾄｳ ﾅｵ 鳥　取

3 6 366 伊藤　直(1) 八頭高 4:21.18 Q
ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥　取

4 3 403 石田　健太郎(1) 米子東高 4:21.56 Q
ﾊｼｵｶ ｹﾝｽｹ 鳥　取

5 13 400 橋岡　賢典(1) 米子西高 4:22.03 q
ｵｷﾞﾊﾗ ﾊﾙｷ 鳥　取

6 8 293 荻原　晴輝(2) 鳥取東高 4:24.07 q
ｳﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ 鳥　取

7 9 262 宇野　圭一郎(2) 岩美高 4:24.62 q
ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾍｲ 鳥　取

8 5 32 安達　康平(2) 米子高専 4:26.29 q
ﾏﾂｵ ﾐﾋﾛ 鳥　取

9 10 432 松尾　海洋(1) 境港総合高 4:39.24
ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾔ 鳥　取

10 7 347 小倉　卓也(1) 鳥取西高 4:45.38
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 鳥　取

11 2 277 山本　凌平(2) 鳥取湖陵高 4:53.35
ﾅｶｵ ｺｳｷ 鳥　取

12 11 435 中尾　孝輝(2) 鳥取商高 4:57.28
ﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 鳥　取

13 4 419 田邊　真矢(1) 日野高 5:11.06
ｱｻｸﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

12 118 朝倉　大揮(2) 倉吉総産高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 11:35 予選
9月19日 15:40 決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子1500m

県高校記録(THR)         3:47.4    田子　康宏(鳥取・由良育英高)          2001
大会記録(GR)            3:53.00   田子　康宏(鳥取・由良育英高)          2000

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 11:35 予選
9月19日 15:40 決勝

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予選　1組

予選　2組

予選　3組

凡例  DNS:欠場



高校男子1500m

県高校記録(THR)         3:47.4    田子　康宏(鳥取・由良育英高)          2001
大会記録(GR)            3:53.00   田子　康宏(鳥取・由良育英高)          2000

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳﾒﾀﾆ ﾊﾔﾄ 鳥　取

1 1 211 梅谷　颯斗(2) 鳥取育英高 4:03.55
ｺｻｶ ﾀﾂﾔ 鳥　取

2 17 231 小阪　竜也(2) 鳥取育英高 4:04.01
ｽｷﾞﾑﾗ ｿｳﾔ 鳥　取

3 7 147 杉村　宗哉(1) 八頭高 4:04.90
ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ 鳥　取

4 2 167 大村　拓也(2) 鳥取城北高 4:06.67
ﾆｼｵ ﾅﾙｾ 鳥　取

5 4 173 西尾　成世(2) 鳥取城北高 4:09.51
ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取

6 5 227 前嶋　昂宏(1) 鳥取育英高 4:16.76
ﾜｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

7 9 163 若原　怜汰(1) 鳥取城北高 4:18.50
ﾆｼｵ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取

8 11 142 西尾　亮祐(2) 八頭高 4:19.10
ｲﾄｳ ﾅｵ 鳥　取

9 13 366 伊藤　直(1) 八頭高 4:20.86
ﾀｶﾅｼ ｷｲﾁ 鳥　取

10 3 100 高梨　貴一(2) 境高 4:21.46
ｶﾄｳ ｼｭﾝ 鳥　取

11 6 408 加藤　俊(1) 倉吉西高 4:22.63
ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥　取

12 10 403 石田　健太郎(1) 米子東高 4:23.01
ｵｷﾞﾊﾗ ﾊﾙｷ 鳥　取

13 8 293 荻原　晴輝(2) 鳥取東高 4:23.52
ｳﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ 鳥　取

14 14 262 宇野　圭一郎(2) 岩美高 4:23.85
ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾍｲ 鳥　取

15 12 32 安達　康平(2) 米子高専 4:25.13
ﾊｼｵｶ ｹﾝｽｹ 鳥　取

16 18 400 橋岡　賢典(1) 米子西高 4:26.70
ﾊﾅﾌｻ ﾀｲｶﾞ 鳥　取

17 16 312 花房　大河(2) 鳥取東高 4:28.66
ｳｴﾀ ﾀｸﾛｳ 鳥　取

15 282 植田　拓朗(2) 鳥取敬愛高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 11:35 予選
9月19日 15:40 決勝

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子5000m

県高校記録(THR)         14:02.08  加藤　一機(鳥取・米子松蔭高)          2002
大会記録(GR)            14:34.94  岡本　直巳(鳥取・由良育英高)          2001

予選　2組6着＋6

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲﾇｲ ﾊﾔﾀ 鳥　取 ｲﾜﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ 鳥　取

1 5 230 乾　迅汰(2) 鳥取育英高 16:04.97 Q 1 7 172 岩村　稔大(2) 鳥取城北高 15:56.67 Q
ｵｵﾓﾘ ﾀｲﾗ 鳥　取 ｳｽｲ ｹﾝﾀ 鳥　取

2 6 156 大森　太楽(1) 鳥取城北高 16:05.16 Q 2 18 164 臼井　健太(1) 鳥取城北高 15:56.95 Q
ｻｶﾈ ﾀｸﾔ 鳥　取 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 鳥　取

3 18 12 坂根　拓也(2) 米子松蔭高 16:10.06 Q 3 11 251 福田　悠一(1) 米子東高 15:57.43 Q
ｽｷﾞﾑﾗ ｿｳﾔ 鳥　取 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ 鳥　取

4 8 147 杉村　宗哉(1) 八頭高 16:10.45 Q 4 5 3 山下　智也(2) 米子松蔭高 16:03.06 Q
ﾆｼｵ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取 ﾔｽﾓﾄ ｹﾞﾝｺﾞ 鳥　取

5 13 142 西尾　亮祐(2) 八頭高 16:17.17 Q 5 10 437 安本　元虎(1) 鳥取西高 16:04.39 Q
ﾋﾗﾉ ﾏｻﾄ 鳥　取 ｳﾒﾀﾆ ﾊﾔﾄ 鳥　取

6 15 346 平野　雅人(2) 鳥取西高 16:19.58 Q 6 9 211 梅谷　颯斗(2) 鳥取育英高 16:07.12 Q
ﾆｼﾀﾞ ﾄｳｲ 鳥　取 ﾓﾘｵ ﾅｵﾋｻ 鳥　取

7 17 184 西田　到生(1) 倉吉東高 16:29.11 q 7 3 39 森尾　直寿(2) 米子高専 16:12.75 q
ｶｹﾞｲ ﾄﾓﾔ 鳥　取 ｵｶﾞﾜ ﾕｳ 鳥　取

8 10 298 影井　友哉(1) 鳥取東高 16:51.83 q 8 14 228 小川　勇(2) 鳥取育英高 16:15.66 q
ｷﾀﾆ ﾂﾖｼ 鳥　取 ﾐﾊｼ ﾕｳﾔ 鳥　取

9 1 245 木谷　剛(1) 米子東高 17:03.23 9 1 299 三橋　侑矢(1) 鳥取東高 16:30.22 q
ﾉﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 鳥　取 ｻﾜﾀﾆ ﾏｻｵ 鳥　取

10 9 246 野本　周平(1) 米子東高 17:14.55 10 6 145 澤谷　真生(2) 八頭高 16:53.41 q
ｵｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取 ｳｴﾀ ﾀｸﾛｳ 鳥　取

11 7 192 岡田　恭兵(2) 鳥取工高 17:19.79 11 2 282 植田　拓朗(2) 鳥取敬愛高 17:02.08
ﾀｶﾅｼ ｷｲﾁ 鳥　取 ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥　取

12 2 100 高梨　貴一(2) 境高 17:24.48 12 17 317 川上　勇大(1) 鳥取東高 17:03.07
ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 鳥　取 ﾓｳﾗｸﾞﾁ ｺｳｷ 鳥　取

13 3 397 梅林　直希(1) 米子西高 18:01.31 13 4 415 茂浦口　幸輝(1) 境港総合高 17:07.38
ｻｶﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 鳥　取 ｱﾗﾀ ｼｮｳｲ 鳥　取

14 16 328 阪本　脩平(1) 倉吉総産高 18:19.52 14 15 53 荒田　翔惟(2) 倉吉東高 17:24.16
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 鳥　取 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳ 鳥　取

15 12 35 林　大地(2) 米子高専 19:03.42 15 16 322 坂本　涼(1) 倉吉総産高 17:35.25
ｱｷﾔﾏ ﾘｷ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 鳥　取

16 4 382 秋山　立樹(1) 米子高専 19:48.36 16 13 352 田中　庸介(1) 鳥取西高 17:59.78
ｱｻｸﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ 鳥　取

11 118 朝倉　大揮(2) 倉吉総産高 DNS 17 12 321 岡田　光平(1) 鳥取商高 18:24.24
ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｺﾞ 鳥　取 ｵｵﾄﾞｺ ｼｮｳﾍｲ 鳥　取

14 13 本田　圭吾(1) 米子松蔭高 DNS 18 8 398 大床　祥平(1) 米子西高 19:18.35

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 13:00 予選
9月20日 15:30 決勝

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予選　1組

予選　2組

凡例  DNS:欠場



高校男子5000m

県高校記録(THR)         14:02.08  加藤　一機(鳥取・米子松蔭高)          2002
大会記録(GR)            14:34.94  岡本　直巳(鳥取・由良育英高)          2001

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｽｲ ｹﾝﾀ 鳥　取

1 3 164 臼井　健太(1) 鳥取城北高 15:18.55
ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ 鳥　取

2 4 3 山下　智也(2) 米子松蔭高 15:21.78
ｲﾇｲ ﾊﾔﾀ 鳥　取

3 10 230 乾　迅汰(2) 鳥取育英高 15:22.34
ｽｷﾞﾑﾗ ｿｳﾔ 鳥　取

4 14 147 杉村　宗哉(1) 八頭高 15:23.45
ｲﾜﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ 鳥　取

5 13 172 岩村　稔大(2) 鳥取城北高 15:31.10
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 鳥　取

6 15 251 福田　悠一(1) 米子東高 15:38.74
ｵｵﾓﾘ ﾀｲﾗ 鳥　取

7 11 156 大森　太楽(1) 鳥取城北高 15:49.11
ｳﾒﾀﾆ ﾊﾔﾄ 鳥　取

8 6 211 梅谷　颯斗(2) 鳥取育英高 15:52.43
ﾓﾘｵ ﾅｵﾋｻ 鳥　取

9 17 39 森尾　直寿(2) 米子高専 15:59.36
ｻｶﾈ ﾀｸﾔ 鳥　取

10 9 12 坂根　拓也(2) 米子松蔭高 16:04.57
ﾔｽﾓﾄ ｹﾞﾝｺﾞ 鳥　取

11 5 437 安本　元虎(1) 鳥取西高 16:09.99
ﾆｼｵ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取

12 18 142 西尾　亮祐(2) 八頭高 16:16.15
ｵｶﾞﾜ ﾕｳ 鳥　取

13 8 228 小川　勇(2) 鳥取育英高 16:23.67
ﾆｼﾀﾞ ﾄｳｲ 鳥　取

14 7 184 西田　到生(1) 倉吉東高 16:28.84
ﾋﾗﾉ ﾏｻﾄ 鳥　取

15 2 346 平野　雅人(2) 鳥取西高 16:28.93
ｶｹﾞｲ ﾄﾓﾔ 鳥　取

16 16 298 影井　友哉(1) 鳥取東高 16:36.83
ｻﾜﾀﾆ ﾏｻｵ 鳥　取

17 12 145 澤谷　真生(2) 八頭高 17:14.43
ﾐﾊｼ ﾕｳﾔ 鳥　取

1 299 三橋　侑矢(1) 鳥取東高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 13:00 予選
9月20日 15:30 決勝

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子110mH(1.067m)

県高校記録(THR)         14.26     冨田　学(鳥取・由良育英高)            1992
大会記録(GR)            14.92     藤井　亮汰(鳥取・倉吉総産高)          2013

予選　2組0着＋9

1組 (風:0.0) 2組 (風:0.0)

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1

2 2

3 3
ｲｹﾀﾞ ｾｲｽｹ 鳥　取 ｼﾝﾉｷ ｺｳﾀ 鳥　取

4 73 池田　晴介(2) 米子東高 4 289 進木　康汰(1) 倉吉東高
ﾅｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 鳥　取 ｸﾗﾏｽ ﾅｵﾄ 鳥　取

5 25 中村　国裕(2) 米子高専 5 26 藏増　直人(2) 米子高専
ｷｸｲ ﾋﾛｷ 鳥　取 ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ 鳥　取

6 288 菊井　大輝(1) 倉吉東高 6 407 山崎　利洋(1) 倉吉西高
ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ 鳥　取 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾀ 鳥　取

7 375 本城　和貴(1) 八頭高 7 191 黒田　悠太(2) 鳥取工高
ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ 鳥　取 ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取

8 28 戸田　皓紀(2) 米子高専 8 238 寺田　享平(1) 鳥取育英高
ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳﾀ 鳥　取 ｲﾜﾓﾄ ﾘｸ 鳥　取

9 20 米田　悠太(2) 米子南高 9 91 岩本　理矩(2) 境高

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 10:15 予選
9月21日 13:10 決勝

記録 記録

凡例 



高校男子110mH(1.067m)

県高校記録(THR)         14.26     冨田　学(鳥取・由良育英高)            1992
大会記録(GR)            14.92     藤井　亮汰(鳥取・倉吉総産高)          2013

決勝　

(風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ 鳥　取

1 3 407 山崎　利洋(1) 倉吉西高 15.92
ｼﾝﾉｷ ｺｳﾀ 鳥　取

2 4 289 進木　康汰(1) 倉吉東高 15.96
ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取

3 5 238 寺田　享平(1) 鳥取育英高 16.47
ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ 鳥　取

4 7 375 本城　和貴(1) 八頭高 17.58
ｲﾜﾓﾄ ﾘｸ 鳥　取

5 9 91 岩本　理矩(2) 境高 18.16
ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾀ 鳥　取

6 8 191 黒田　悠太(2) 鳥取工高 18.23
ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ 鳥　取

7 2 28 戸田　皓紀(2) 米子高専 19.94
ｲｹﾀﾞ ｾｲｽｹ 鳥　取

1 73 池田　晴介(2) 米子東高 DNF
ｷｸｲ ﾋﾛｷ 鳥　取

6 288 菊井　大輝(1) 倉吉東高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 10:15 予選
9月21日 13:10 決勝

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



高校男子400mH(0.914m)

県高校記録(THR)         51.33     田邊　剛(鳥取・鳥取西高)              2003
大会記録(GR)            54.20     田邊　剛(鳥取・鳥取西高)              2002

予選　3組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲｹﾀﾞ ｾｲｽｹ 鳥　取 ｻｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 鳥　取

1 4 73 池田　晴介(2) 米子東高 58.68 q 1 4 43 坂本　陽平(2) 米子北高 1:00.71 q
ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ 鳥　取 ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取

2 2 407 山崎　利洋(1) 倉吉西高 59.16 q 2 6 238 寺田　享平(1) 鳥取育英高 1:00.98 q
ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取 ｻｲﾄｳ ﾋｶﾘ 鳥　取

3 3 338 松本　省吾(1) 鳥取西高 1:00.45 q 3 5 390 西藤　星(1) 米子西高 1:02.15
ｵｵﾓﾘ ﾀｶｼ 鳥　取 ﾔﾌﾞｳﾁ ﾅｵｷ 鳥　取

4 6 56 大森　崇嗣(2) 米子西高 1:01.31 q 4 7 285 薮内　直樹(1) 岩美高 1:06.18
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 鳥　取 ｼﾝﾉｷ ｺｳﾀ 鳥　取

5 7 314 山田　雄太(2) 鳥取東高 1:02.48 3 289 進木　康汰(1) 倉吉東高 DNS
ﾑｶｲ ﾘｮｳﾀ 鳥　取 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ 鳥　取

6 8 259 向井　亮太(1) 岩美高 1:09.79 8 375 本城　和貴(1) 八頭高 DNS
ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾔ 鳥　取

5 136 福田　智也(2) 八頭高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏﾏｽ ｶｽﾞﾋﾄ 鳥　取

1 4 182 山増　和仁(2) 倉吉西高 59.18
ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｼ 鳥　取

2 3 57 池田　和志(2) 米子西高 1:00.59
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ 鳥　取

3 8 23 谷口　瞬也(2) 鳥取商高 1:02.05
ｵﾁｱｲ ﾕｳﾀ 鳥　取

4 5 44 落合　祐太(2) 米子北高 1:02.29
ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳﾀ 鳥　取

5 7 20 米田　悠太(2) 米子南高 1:06.38
ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

OP 2 115 藤井　亮汰(3) 倉吉総産高 53.66
ｷｸｲ ﾋﾛｷ 鳥　取

6 288 菊井　大輝(1) 倉吉東高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 09:30 予選
9月20日 12:40 決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子400mH(0.914m)

県高校記録(THR)         51.33     田邊　剛(鳥取・鳥取西高)              2003
大会記録(GR)            54.20     田邊　剛(鳥取・鳥取西高)              2002

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ 鳥　取

1 7 407 山崎　利洋(1) 倉吉西高 57.43
ﾔﾏﾏｽ ｶｽﾞﾋﾄ 鳥　取

2 6 182 山増　和仁(2) 倉吉西高 58.50
ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｼ 鳥　取

3 9 57 池田　和志(2) 米子西高 58.69
ｻｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 鳥　取

4 8 43 坂本　陽平(2) 米子北高 59.35
ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取

5 5 338 松本　省吾(1) 鳥取西高 1:00.34
ｵｵﾓﾘ ﾀｶｼ 鳥　取

6 2 56 大森　崇嗣(2) 米子西高 1:02.15
ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取

7 3 238 寺田　享平(1) 鳥取育英高 1:02.49
ｲｹﾀﾞ ｾｲｽｹ 鳥　取

4 73 池田　晴介(2) 米子東高 DQ,TG

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 09:30 予選
9月20日 12:40 決勝

凡例  DQ:失格 TG:ハ-ドル不越



高校男子3000mSC(0.914m)

県高校記録(THR)         8:46.86   井中　将貴(鳥取・米子商高)            1998
大会記録(GR)            9:06.37   東島　清純(鳥取・米子松蔭高)          2013

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺｻｶ ﾀﾂﾔ 鳥　取

1 9 231 小阪　竜也(2) 鳥取育英高 9:39.93
ﾓﾘｵ ﾅｵﾋｻ 鳥　取

2 6 39 森尾　直寿(2) 米子高専 10:00.11
ﾀｶﾅｼ ｷｲﾁ 鳥　取

3 11 100 高梨　貴一(2) 境高 10:00.95
ﾐﾂﾎﾞｼ ｼｮｳ 鳥　取

4 10 367 三ツ星　翔(1) 八頭高 10:05.93
ｲﾏﾄﾞ ﾏｻﾀｶ 鳥　取

5 5 339 今度　雅貴(1) 鳥取西高 10:10.97
ﾆｼｵ ﾅﾙｾ 鳥　取

6 12 173 西尾　成世(2) 鳥取城北高 10:13.38
ﾐﾀﾆ ﾘｮｳ 鳥　取

7 8 353 三谷　諒(1) 鳥取西高 10:18.07
ｲｼﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝ 鳥　取

8 3 178 石塚　順(1) 鳥取城北高 10:23.31
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ 鳥　取

9 15 341 安藤　佑一(2) 鳥取西高 10:31.83
ｵｵﾛ ﾋﾛﾄ 鳥　取

10 2 146 大呂　浩人(2) 八頭高 10:33.77
ｻﾜ ｼｭｳﾅ 鳥　取

11 14 364 澤　蹴也(1) 八頭高 10:37.57
ﾜﾀﾍﾞ ﾄﾓﾔ 鳥　取

12 16 422 綿邉　智哉(1) 米子西高 11:41.02
ﾅｶｵ ｺｳｷ 鳥　取

13 4 435 中尾　孝輝(2) 鳥取商高 11:44.94
ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 鳥　取

14 13 286 山崎　隼太郎(1) 倉吉東高 11:49.19
ｵﾊﾞﾗ ﾎｸﾄ 鳥　取

1 223 小原　北斗(1) 鳥取育英高 DNS
ｲﾜﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ 鳥　取

7 172 岩村　稔大(2) 鳥取城北高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 13:45 決勝

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子5000mW

県高校記録(THR)         20:40.13  北村　廸人(鳥取・由良育英高)          2002
大会記録(GR)            22:09.08  蓮佛　友紀(鳥取・八頭高)              2000

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾂﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ 鳥　取

1 3 144 初田　恵一郎(2) 八頭高 25:38.15
ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ 鳥　取

2 4 14 永井　勇輝(1) 米子松蔭高 27:50.66
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾀ 鳥　取

3 1 10 安達　祐太(1) 米子松蔭高 29:17.91
ﾀﾆｸﾞﾁ ｲｵﾘ 鳥　取

4 5 365 谷口　偉織(1) 八頭高 29:38.93
ﾏﾂｵ ﾕｳﾉｽｹ 鳥　取

5 2 386 松尾　雄之介(1) 米子高専 37:24.71
ｵｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 鳥　取

6 384 岡村　康平(1) 米子高専 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 13:45 決勝

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子4X100mR

県高校記録(THR)         41.13     山本哲也・岡田祐季・大田克人・大川直人(鳥取・鳥取育英高)2006
大会記録(GR)            42.13     北村尚也・古門宜泰・小原　尚・宮本準也(鳥取・由良育英高)1994

予選　2組0着＋8

1組
1着 7ﾚｰﾝ q 2着 5ﾚｰﾝ q 3着 9ﾚｰﾝ q

43.36 44.88 45.27
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 22 1 52 1 191

2 21 2 287 2 362

3 23 3 288 3 189

4 113 4 47 4 444

4着 3ﾚｰﾝ 5着 4ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
45.79 45.95 47.30

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 258 1 26 1 276

2 263 2 24 2 274

3 424 3 388 3 278

4 269 4 425 4 275

6ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
DNF DQ,R3

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 158 1 60

2 270 2 67

3 165 3 65

4 162 4 393

2組
1着 6ﾚｰﾝ q 2着 5ﾚｰﾝ q 3着 4ﾚｰﾝ q

43.01 43.26 44.03
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 217 1 86 1 90

2 214 2 73 2 98

3 221 3 84 3 91

4 242 4 247 4 97

4着 9ﾚｰﾝ q 5着 8ﾚｰﾝ q 6着 3ﾚｰﾝ
44.22 45.37 46.37

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 338 1 375 1 302

2 342 2 136 2 308

3 348 3 138 3 310

4 336 4 137 4 311

7ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
DQ,R3 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 256 1

2 253 2

3 254 3

4 255 4

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 11:10 予選
9月19日 16:00 決勝

鳥取商高

ｲｲﾀﾞ ｱﾂｼ

倉吉東高

ｻﾀﾞﾂﾈ ﾚﾝ

鳥取工高

ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾀ
飯田　淳史(2)

鳥　取
鳥取商高

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ
小林　太一(2)

鳥　取
鳥取商高

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ
谷口　瞬也(2)

鳥　取
鳥取商高

ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ
住谷　俊亮(1)

鳥　取
鳥取商高

定常　廉(2)
鳥　取
倉吉東高

ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ
村上　拓哉(1)

鳥　取
倉吉東高

ｷｸｲ ﾋﾛｷ
菊井　大輝(1)

鳥　取
倉吉東高

ﾀｺﾞ ﾋﾗｷ
田子　拓基(2)

鳥　取
倉吉東高

黒田　悠太(2)
鳥　取
鳥取工高

ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ
中嶋　一貴(1)

鳥　取
鳥取工高

ﾅｶｶﾞｷ ﾄﾓﾋｻ
中垣　智久(2)

鳥　取
鳥取工高

ﾔﾏｻｷ ﾘｭｳｷ
山嵜　琉暉(1)

鳥　取
鳥取工高

岩美高

ｵｶﾑﾗ ﾕｳｷ
岡村　勇輝(2)

鳥　取
岩美高

ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾔ
柴田　賢弥(2)

鳥　取
岩美高

ｾﾉｵ ﾄﾗﾉｽｹ
妹尾　虎之介(2)

鳥　取
岩美高
鳥　取
岩美高

米子高専

ｸﾗﾏｽ ﾅｵﾄ
藏増　直人(2)

ｱｵﾄ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ
青戸　淳之介(1)

鳥　取
米子高専

ｳﾗﾔﾏ ｺｳﾍｲ
浦山　耕平(2)

鳥　取
米子高専
鳥　取
米子高専

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ
山本　龍星(2)

鳥　取
米子高専

鳥取湖陵高

ﾃﾗｵ ｶｽﾞﾋﾛ
寺尾　和浩(2)

鳥　取
鳥取湖陵高

ﾀﾌﾞﾁ ﾘｭｳｷ
田淵　隆輝(2)

鳥　取
鳥取湖陵高

ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ
井上　陽生(2)

鳥　取
鳥取湖陵高

ﾖｼﾀ ﾞﾋﾛﾔ
吉田　博哉(2)

鳥　取
鳥取湖陵高

鳥取城北高

ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ

米子西高

ｸﾛﾐ ﾘｮｳﾀ

ﾓﾘｷ ﾄﾓﾔ
森木　友哉(1)

田中　誠士(2)
鳥　取
鳥取城北高

ﾋﾗｵ ﾉｿﾞﾐ
平尾　希望(1)

鳥　取
鳥取城北高

ﾆｼﾑﾗ ｾｲｺﾞ
西村　誠悟(1)

鳥　取
鳥取城北高

ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｷ
北川　大稀(2)

鳥　取
鳥取城北高

黒見　亮太(2)
鳥　取
米子西高

ｲﾜﾀ ﾘｭｳﾔ
岩田　龍弥(2)

鳥　取
米子西高

ﾐｶﾐ ﾀﾞｲｷ
三上　大輝(2)

鳥　取
米子西高

ﾋﾉｷ ﾀｸﾔ
檜　拓哉(1)

鳥　取
米子西高

鳥取育英高

ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ
林　佑亮(1)

鳥　取
鳥取育英高

ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取
鳥取育英高

ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ
塩川　圭吾(1)

鳥　取
鳥取育英高

ｻｶﾀ ｲｸﾄ
坂田　育斗(1)

鳥　取
鳥取育英高

米子東高

ｲｸﾀ ﾜﾀﾘ
生田　亘(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ
松本　尚也(2)

河合　亮祐(2)

鳥　取
米子東高

ｲｹﾀﾞ ｾｲｽｹ
池田　晴介(2)

鳥　取
米子東高
鳥　取
米子東高

ﾀﾆﾓﾄｹｲﾀﾛｳ
谷本　恵太郎(1)

鳥　取
米子東高

境高

ｶﾈﾂｷ ﾅｵﾔ
鐘築　直也(2)

鳥　取
境高

ﾓﾄｲｹ ｶｲ
本池　開(2)

鳥　取
境高

ｲﾜﾓﾄ ﾘｸ
岩本　理矩(2)

鳥　取
境高

ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾔ
松本　兼也(2)

鳥　取
境高

鳥取西高

ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ

八頭高

ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ

鳥取東高

ｲﾄｳ ﾑﾂｷ
松本　省吾(1)

鳥　取
鳥取西高

ﾏｴﾀ ｼﾝｻｸ
前田　真作(2)

鳥　取
鳥取西高

ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾑ
伊藤　臨(1)

鳥　取
鳥取西高

ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏｻ
三浦　和真(2)

鳥　取
鳥取西高

本城　和貴(1)
鳥　取
八頭高

ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾔ
福田　智也(2)

鳥　取
八頭高

ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ
小栗　拓海(2)

鳥　取
八頭高

ｱﾀﾗｼ ｺｳﾀ
新　幸汰(2)

鳥　取
八頭高

伊藤　睦希(1)
鳥　取
鳥取東高

ｵｵﾀｶｷ ﾕｳﾔ
大高木　雄也(2)

鳥　取
鳥取東高

ｻﾜ ﾀﾂｷ
澤　竜輝(2)

鳥　取
鳥取東高

ｻﾝｵｳｼﾞ ﾕｳﾀ
三王寺　佑太(2)

鳥　取
鳥取東高

鳥　取
米子北斗高

米子北斗高

ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾄ
田中　秀登(1)

鳥　取
米子北斗高

ﾀﾅｶ ﾅｵｽﾞﾐ

ｸｻｶﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ
日下部　翔一(1)

鳥　取
米子北斗高

境港総合高

田中　尚純(2)
鳥　取
米子北斗高

ﾏﾂｼﾀ ｶｵﾙ
松下　薫(2)

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DQ:失格 R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



高校男子4X100mR

県高校記録(THR)         41.13     山本哲也・岡田祐季・大田克人・大川直人(鳥取・鳥取育英高)2006
大会記録(GR)            42.13     北村尚也・古門宜泰・小原　尚・宮本準也(鳥取・由良育英高)1994

決勝　

1着 4ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ 3着 6ﾚｰﾝ
42.55 42.78 43.26

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 217 1 22 1 86

2 214 2 21 2 73

3 221 3 23 3 84

4 242 4 113 4 247

4着 9ﾚｰﾝ 5着 7ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
43.92 44.04 44.24

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 338 1 90 1 52

2 342 2 98 2 287

3 348 3 91 3 288

4 336 4 97 4 47

7着 3ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
45.27 45.56

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 191 1 375

2 362 2 136

3 189 3 138

4 444 4 137

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 11:10 予選
9月19日 16:00 決勝

鳥取育英高

ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ

鳥取商高

ｲｲﾀﾞ ｱﾂｼ

米子東高

ｲｸﾀ ﾜﾀﾘ
林　佑亮(1)

鳥　取
鳥取育英高

ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ
河合　亮祐(2)

鳥　取
鳥取育英高

ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ
塩川　圭吾(1)

鳥　取
鳥取育英高

ｻｶﾀ ｲｸﾄ
坂田　育斗(1)

鳥　取
鳥取育英高

飯田　淳史(2)
鳥　取
鳥取商高

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ
小林　太一(2)

鳥　取
鳥取商高

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ
谷口　瞬也(2)

鳥　取
鳥取商高

ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ
住谷　俊亮(1)

鳥　取
鳥取商高

生田　亘(2)
鳥　取
米子東高

ｲｹﾀﾞ ｾｲｽｹ
池田　晴介(2)

鳥　取
米子東高

ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ
松本　尚也(2)

鳥　取
米子東高

ﾀﾆﾓﾄｹｲﾀﾛｳ
谷本　恵太郎(1)

鳥　取
米子東高

鳥取西高

ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ
松本　省吾(1)

鳥　取
鳥取西高

ﾏｴﾀ ｼﾝｻｸ
前田　真作(2)

鳥　取
鳥取西高

ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾑ
伊藤　臨(1)

鳥　取
鳥取西高
鳥　取
鳥取西高

境高

ｶﾈﾂｷ ﾅｵﾔ
鐘築　直也(2)

ｲﾜﾓﾄ ﾘｸ
岩本　理矩(2)

鳥　取
境高

ﾓﾄｲｹ ｶｲ
本池　開(2)

鳥　取
境高
鳥　取
境高

ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾔ
松本　兼也(2)

鳥　取
境高

倉吉東高

ｻﾀﾞﾂﾈ ﾚﾝ
定常　廉(2)

鳥　取
倉吉東高

ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ
村上　拓哉(1)

鳥　取
倉吉東高

ｷｸｲ ﾋﾛｷ
菊井　大輝(1)

鳥　取
倉吉東高

ﾀｺﾞ ﾋﾗｷ
田子　拓基(2)

鳥　取
倉吉東高

鳥取工高

ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾀ

八頭高

ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ

ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏｻ
三浦　和真(2)

黒田　悠太(2)
鳥　取
鳥取工高

ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ
中嶋　一貴(1)

鳥　取
鳥取工高

ﾅｶｶﾞｷ ﾄﾓﾋｻ
中垣　智久(2)

鳥　取
鳥取工高

ﾔﾏｻｷ ﾘｭｳｷ
山嵜　琉暉(1)

鳥　取
鳥取工高

本城　和貴(1)
鳥　取
八頭高

ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾔ
福田　智也(2)

鳥　取
八頭高

ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ
小栗　拓海(2)

鳥　取
八頭高

ｱﾀﾗｼ ｺｳﾀ
新　幸汰(2)

鳥　取
八頭高

凡例 



高校男子4X400mR

県高校記録(THR)         3:14.97   磯江正規・澤田悠樹・澤田誉光・山根智史(鳥取・倉吉工高)2002
大会記録(GR)            3:22.54   中原厚志・山根智史・澤田誉光・澤田悠樹(鳥取・倉吉工高)2001

予選　2組0着＋8

1組
1着 3ﾚｰﾝ q 2着 5ﾚｰﾝ q 3着 6ﾚｰﾝ q

3:32.21 3:33.05 3:33.94
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 342 1 90 1 249

2 351 2 97 2 73

3 336 3 244 3 84

4 348 4 98 4 79

4着 2ﾚｰﾝ 5着 4ﾚｰﾝ 6着 9ﾚｰﾝ
3:38.19 3:40.74 3:43.48

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 153 1 263 1 189

2 177 2 424 2 362

3 166 3 285 3 200

4 167 4 262 4 191

7着 7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
3:45.06 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 308 1

2 293 2

3 310 3

4 314 4

2組
1着 4ﾚｰﾝ q 2着 8ﾚｰﾝ q 3着 9ﾚｰﾝ q

3:28.67 3:32.12 3:33.22
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 21 1 217 1 60

2 23 2 221 2 57

3 320 3 220 3 67

4 113 4 214 4 56

4着 7ﾚｰﾝ q 5着 5ﾚｰﾝ q 6着 6ﾚｰﾝ
3:33.52 3:37.87 3:40.61

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 52 1 138 1 388

2 287 2 136 2 406

3 288 3 143 3 36

4 47 4 137 4 425

7着 3ﾚｰﾝ
3:53.41

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 272

2 276

3 275

4 277

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 16:30 予選
9月21日 15:30 決勝

鳥取西高

ﾏｴﾀ ｼﾝｻｸ

境高

ｶﾈﾂｷ ﾅｵﾔ

米子東高

ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ
前田　真作(2)

鳥　取
鳥取西高

ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ
木下　祐貴(1)

鳥　取
鳥取西高

ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏｻ
三浦　和真(2)

鳥　取
鳥取西高

ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾑ
伊藤　臨(1)

鳥　取
鳥取西高

鐘築　直也(2)
鳥　取
境高

ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾔ
松本　兼也(2)

鳥　取
境高

ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭﾝ
石飛　駿(1)

鳥　取
境高

ﾓﾄｲｹ ｶｲ
本池　開(2)

鳥　取
境高

吉村　和真(1)
鳥　取
米子東高

ｲｹﾀﾞ ｾｲｽｹ
池田　晴介(2)

鳥　取
米子東高

ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ
松本　尚也(2)

鳥　取
米子東高

ﾐﾑﾗ ﾘｮｳﾀ
三村　崚太(2)

鳥　取
米子東高

鳥取城北高

ｵｵﾀ ｿｳﾏ
大田　聡磨(2)

鳥　取
鳥取城北高

ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾝﾀﾛｳ
山田　健太郎(1)

鳥　取
鳥取城北高

ﾀﾆｼﾞﾘ ﾄﾓﾔ
谷尻　友也(1)

鳥　取
鳥取城北高

鳥取城北高

岩美高

ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾔ
柴田　賢弥(2)

ﾔﾌﾞｳﾁ ﾅｵｷ
薮内　直樹(1)

鳥　取
岩美高

ｾﾉｵ ﾄﾗﾉｽｹ
妹尾　虎之介(2)

鳥　取
岩美高
鳥　取
岩美高

ｳﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ
宇野　圭一郎(2)

鳥　取
岩美高

鳥取工高

ﾅｶｶﾞｷ ﾄﾓﾋｻ
中垣　智久(2)

鳥　取
鳥取工高

ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ
中嶋　一貴(1)

鳥　取
鳥取工高

ｽﾞｼ ｼﾝﾉｽｹ
厨子　新之助(2)

鳥　取
鳥取工高

ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾀ
黒田　悠太(2)

鳥　取
鳥取工高

鳥取東高

ｵｵﾀｶｷ ﾕｳﾔ

境港総合高

ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ
大村　拓也(2)

鳥　取

大高木　雄也(2)
鳥　取
鳥取東高

ｵｷﾞﾊﾗ ﾊﾙｷ
荻原　晴輝(2)

鳥　取
鳥取東高

ｻﾜ ﾀﾂｷ
澤　竜輝(2)

鳥　取
鳥取東高

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ
山田　雄太(2)

鳥　取
鳥取東高

鳥取商高

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ
小林　太一(2)

鳥　取
鳥取商高

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ 鳥　取
鳥取商高

ｲｼｲ ｼｭﾝｽｹ
石井　峻介(1)

鳥　取
鳥取商高

ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ
住谷　俊亮(1)

鳥　取
鳥取商高

鳥取育英高

ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ
林　佑亮(1)

ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ
岩本　恭平(1)

谷口　瞬也(2)

鳥　取
鳥取育英高

ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ
塩川　圭吾(1)

鳥　取
鳥取育英高
鳥　取
鳥取育英高

ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ
河合　亮祐(2)

鳥　取
鳥取育英高

米子西高

ｸﾛﾐ ﾘｮｳﾀ
黒見　亮太(2)

鳥　取
米子西高

ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｼ
池田　和志(2)

鳥　取
米子西高

ｲﾜﾀ ﾘｭｳﾔ
岩田　龍弥(2)

鳥　取
米子西高

ｵｵﾓﾘ ﾀｶｼ
大森　崇嗣(2)

鳥　取
米子西高

倉吉東高

ｻﾀﾞﾂﾈ ﾚﾝ

八頭高

ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ

米子高専

ｱｵﾄ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ
定常　廉(2)

鳥　取
倉吉東高

ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ
村上　拓哉(1)

鳥　取
倉吉東高

ｷｸｲ ﾋﾛｷ
菊井　大輝(1)

鳥　取
倉吉東高

ﾀｺﾞ ﾋﾗｷ
田子　拓基(2)

鳥　取
倉吉東高

小栗　拓海(2)
鳥　取
八頭高

ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾔ
福田　智也(2)

鳥　取
八頭高

ﾌﾙﾀﾆ ﾀﾞｲｷ
古谷　大季(2)

鳥　取
八頭高

ｱﾀﾗｼ ｺｳﾀ
新　幸汰(2)

鳥　取
八頭高

青戸　淳之介(1)
鳥　取
米子高専

ﾓﾘﾀ ｼｮｳｲ
森田　匠施(2)

鳥　取
米子高専

ｵｸﾞﾗ ｹﾝｼﾞ
小椋　健司(2)

鳥　取
米子高専

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ
山本　龍星(2)

鳥　取
米子高専

鳥取湖陵高

鳥取湖陵高

ﾊｷﾞﾊﾗ ｼｭﾝ
萩原　舜(1)

鳥　取
鳥取湖陵高

ﾃﾗｵ ｶｽﾞﾋﾛ

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ
山本　凌平(2)

鳥　取
鳥取湖陵高

寺尾　和浩(2)
鳥　取
鳥取湖陵高

ﾖｼﾀ ﾞﾋﾛﾔ
吉田　博哉(2)

鳥　取

凡例  DNS:欠場



高校男子4X400mR

県高校記録(THR)         3:14.97   磯江正規・澤田悠樹・澤田誉光・山根智史(鳥取・倉吉工高)2002
大会記録(GR)            3:22.54   中原厚志・山根智史・澤田誉光・澤田悠樹(鳥取・倉吉工高)2001

決勝　

1着 7ﾚｰﾝ 2着 6ﾚｰﾝ 3着 9ﾚｰﾝ
3:25.96 3:28.27 3:29.39

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 21 1 342 1 60

2 23 2 351 2 57

3 320 3 336 3 67

4 113 4 348 4 56

4着 5ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
3:30.55 3:30.74 3:30.81

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 217 1 52 1 249

2 220 2 287 2 73

3 221 3 288 3 84

4 214 4 47 4 79

7着 4ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
3:31.83 3:37.81

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 90 1 138

2 97 2 136

3 244 3 143

4 98 4 137

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 16:30 予選
9月21日 15:30 決勝

鳥取商高

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ

鳥取西高

ﾏｴﾀ ｼﾝｻｸ

米子西高

ｸﾛﾐ ﾘｮｳﾀ
小林　太一(2)

鳥　取
鳥取商高

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ
谷口　瞬也(2)

鳥　取
鳥取商高

ｲｼｲ ｼｭﾝｽｹ
石井　峻介(1)

鳥　取
鳥取商高

ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ
住谷　俊亮(1)

鳥　取
鳥取商高

前田　真作(2)
鳥　取
鳥取西高

ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ
木下　祐貴(1)

鳥　取
鳥取西高

ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏｻ
三浦　和真(2)

鳥　取
鳥取西高

ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾑ
伊藤　臨(1)

鳥　取
鳥取西高

黒見　亮太(2)
鳥　取
米子西高

ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｼ
池田　和志(2)

鳥　取
米子西高

ｲﾜﾀ ﾘｭｳﾔ
岩田　龍弥(2)

鳥　取
米子西高

ｵｵﾓﾘ ﾀｶｼ
大森　崇嗣(2)

鳥　取
米子西高

鳥取育英高

ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ
林　佑亮(1)

鳥　取
鳥取育英高

ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ
岩本　恭平(1)

鳥　取
鳥取育英高

ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ
塩川　圭吾(1)

鳥　取
鳥取育英高
鳥　取
鳥取育英高

倉吉東高

ｻﾀﾞﾂﾈ ﾚﾝ
定常　廉(2)

ｷｸｲ ﾋﾛｷ
菊井　大輝(1)

鳥　取
倉吉東高

ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ
村上　拓哉(1)

鳥　取
倉吉東高
鳥　取
倉吉東高

ﾀｺﾞ ﾋﾗｷ
田子　拓基(2)

鳥　取
倉吉東高

米子東高

ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ
吉村　和真(1)

鳥　取
米子東高

ｲｹﾀﾞ ｾｲｽｹ
池田　晴介(2)

鳥　取
米子東高

ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ
松本　尚也(2)

鳥　取
米子東高

ﾐﾑﾗ ﾘｮｳﾀ
三村　崚太(2)

鳥　取
米子東高

境高

ｶﾈﾂｷ ﾅｵﾔ

八頭高

ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ

ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ
河合　亮祐(2)

鐘築　直也(2)
鳥　取
境高

ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾔ
松本　兼也(2)

鳥　取
境高

ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭﾝ
石飛　駿(1)

鳥　取
境高

ﾓﾄｲｹ ｶｲ
本池　開(2)

鳥　取
境高

小栗　拓海(2)
鳥　取
八頭高

ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾔ
福田　智也(2)

鳥　取
八頭高

ﾌﾙﾀﾆ ﾀﾞｲｷ
古谷　大季(2)

鳥　取
八頭高

ｱﾀﾗｼ ｺｳﾀ
新　幸汰(2)

鳥　取
八頭高

凡例 



高校男子走高跳

県高校記録(THR)         2m08      阿部　雄一(鳥取・倉吉工高)            1994
大会記録(GR)            2m01      小谷　彰(鳥取・倉吉工高)              1999
大会タイ記録(=GR)       2m01      藤井　丈(鳥取・境高)                  2013

決勝　

ﾋﾉｷ ﾀｸﾔ 鳥　取 － － ○ ○ ○ ○ × ○ ○

1 11 393 檜　拓哉(1) 米子西高 × × × 1m89
ﾊｼｲ ﾕｳﾏ 鳥　取 ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○

2 3 216 橋井　勇磨(1) 鳥取育英高 × × × 1m89
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ 鳥　取 － － ○ － ○ ○ ○ × ○

3 2 84 松本　尚也(2) 米子東高 × × × 1m89
ﾅｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 鳥　取 ○ ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

4 7 25 中村　国裕(2) 米子高専 1m80
ﾓﾘﾓﾄ ｺｲﾁﾛｳ 鳥　取 － ○ × ○ ○ × × ×

5 4 392 森元　虎一郎(1) 米子西高 1m75
ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ 鳥　取 ○ ○ × ○ ○ × × ×

5 13 28 戸田　皓紀(2) 米子高専 1m75
ｽﾞｼ ｼﾝﾉｽｹ 鳥　取 ○ × ○ ○ × × ×

7 12 200 厨子　新之助(2) 鳥取工高 1m70
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾘｭｳｽｹ 鳥　取 ○ × ○ × × ×

8 5 387 轟木　龍介(1) 米子高専 1m65
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取 × ○ × ○ × × ×

9 9 396 渡部　亮将　(1) 米子西高 1m65
ﾔﾏﾈ ﾏﾋﾛ 鳥　取 ○ × × ×

10 1 161 山根　真央(1) 鳥取城北高 1m60
ｱｷﾔﾏﾄﾓﾋｺ 鳥　取 ○ × × ×

10 10 248 秋山　智彦(1) 米子東高 1m60
ｲｹﾏﾂ ﾕｳｷ 鳥　取 × × ×

8 264 池松　優希(1) 岩美高 NM
ﾀｶﾞ ﾘｮｳ 鳥　取

6 106 多賀　涼(2) 米子工高 DNS

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 13:30 決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m60

1m92

1m89
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m65 1m70 1m75 1m80 1m83 1m86

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校男子棒高跳

県高校記録(THR)         4m95      小谷　健人(鳥取・倉吉北高)            2005
大会記録(GR)            4m70      小谷　健人(鳥取・倉吉北高)            2004

決勝　

ﾑｶｲ ﾀﾀﾞﾋﾛ 鳥　取 － － － － － － － ○

1 2 119 向井　一鴻　(2) 倉吉総産高 × × × 3m80
ﾃﾗﾀﾞ ｶｲ 鳥　取 ○ × × ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

2 1 329 寺田　魁(1) 倉吉総産高 2m70

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 11:00 決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m30

4m00

3m80
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m40 2m50 2m60 2m70 2m80 2m90

凡例 



高校男子三段跳

県高校記録(THR)         15m05     石田　浩二(鳥取・鳥取工高)            1985
大会記録(GR)            14m72     坂田　修三(鳥取・境高)                2004

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ 鳥　取 13m00 12m45 12m81 13m00 8 × 12m78 12m78 13m00
1 15 138 小栗　拓海(2) 八頭高 +1.0 +2.5 +1.4 +1.0 +2.5 +2.3 +1.0

ｸﾙﾏ ｻﾄｼ 鳥　取 11m92 12m50 12m29 12m50 7 12m36 × 12m78 12m78
2 10 16 來間　怜史(2) 米子南高 +2.6 +1.0 +1.7 +1.0 +1.5 +4.0 +4.0

ﾅｶｲ ﾚﾝ 鳥　取 11m39 12m06 × 12m06 5 11m82 12m19 11m77 12m19
3 5 405 中井　廉(1) 鳥取城北高 +2.0 +3.2 +3.2 +1.9 +1.8 +1.3 +1.8

ｸﾗﾏｽ ﾅｵﾄ 鳥　取 12m18 11m79 × 12m18 6 × 11m15 × 12m18
4 2 26 藏増　直人(2) 米子高専 +4.0 +2.1 +4.0 +2.3 +4.0

ﾐﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 鳥　取 11m38 × 12m02 12m02 4 11m88 × 11m27 12m02
5 1 79 三村　崚太(2) 米子東高 +2.9 +1.8 +1.8 +1.8 +2.3 +1.8

ﾆｼﾑﾗ ｾｲｺﾞ 鳥　取 12m01 11m94 11m49 12m01 3 11m70 11m86 11m78 12m01
6 11 165 西村　誠悟(1) 鳥取城北高 +2.2 +2.5 +2.0 +2.2 +1.9 +1.7 +2.0 +2.2

ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ 鳥　取 11m61 11m97 × 11m97 2 × 11m02 10m76 11m97
7 14 363 井上　智博(1) 鳥取工高 +3.3 +1.2 +1.2 +4.0 +1.9 +1.2

ｶﾈﾂｷ ﾅｵﾔ 鳥　取 11m71 × 11m79 11m79 1 11m80 11m85 11m76 11m85
8 3 90 鐘築　直也(2) 境高 +3.9 +2.3 +2.3 +1.6 +0.3 +2.4 +0.3

ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 鳥　取 11m77 × 11m52 11m77 11m77
9 6 391 木村　海登(1) 米子西高 +0.9 +2.2 +0.9 +0.9

ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾔ 鳥　取 11m55 × 11m74 11m74 11m74
10 16 263 柴田　賢弥(2) 岩美高 +2.1 +2.5 +2.5 +2.5

ｽﾞｼ ｼﾝﾉｽｹ 鳥　取 11m53 11m04 11m53 11m53 11m53
11 7 200 厨子　新之助(2) 鳥取工高 +1.6 +3.7 +2.8 +1.6 +1.6

ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｷ 鳥　取 11m11 11m05 11m37 11m37 11m37
12 13 162 北川　大稀(2) 鳥取城北高 +1.6 +0.5 +2.3 +2.3 +2.3

ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 鳥　取 10m58 10m67 × 10m67 10m67
13 8 281 伊藤　智洋(2) 鳥取敬愛高 +2.4 +2.8 +2.8 +2.8

ｳﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取 × 10m40 10m51 10m51 10m51
14 9 265 浦田　亮祐(1) 岩美高 +1.4 +1.7 +1.7 +1.7

ｲｹﾏﾂ ﾕｳｷ 鳥　取 × 10m27 × 10m27 10m27
15 4 264 池松　優希(1) 岩美高 +2.9 +2.9 +2.9

ｸﾎﾞﾀ ｹｲｽｹ 鳥　取

12 74 久保田　恵介(2) 米子東高 DNS
ﾌｼﾞﾓﾄﾔｽﾕｷ 鳥　取

17 75 藤本　康行(2) 米子東高 DNS
ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

18 372 森田　大希(1) 八頭高 DNS

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 13:00 決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子砲丸投(6.000kg)

県高校記録(THR)         14m90     黒松　直人(鳥取・鳥取育英高)          2006
大会記録(GR)            13m79     宍戸　輝(鳥取・倉吉総産高)            2006

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾑﾗ ｷｮｳﾀ 鳥　取

1 6 134 松村　恭汰(2) 八頭高 14m16 13m29 13m85 14m16 × 14m00 14m11 14m16 GR
ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ 鳥　取

2 12 378 川村　拓矢(1) 八頭高 11m17 10m79 × 11m17 10m44 10m51 10m67 11m17
ﾀﾅｶ ﾔﾋﾛ 鳥　取

3 15 379 田中　哉亘(1) 米子高 9m51 × 9m82 9m82 9m48 × 9m63 9m82
ｱｻｸﾗ ﾖｼｷ 鳥　取

4 10 181 朝倉　祥希(2) 倉吉西高 9m58 9m47 9m57 9m58 9m76 9m67 × 9m76
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ 鳥　取

5 7 135 山本　喬也(2) 八頭高 9m35 9m61 × 9m61 × × × 9m61
ｵｵﾀ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取

6 8 389 太田　尚吾(1) 米子西高 9m17 9m01 8m79 9m17 × 9m30 8m45 9m30
ｾｵ ｼｭﾝﾔ 鳥　取

7 9 92 瀬尾　駿哉(2) 境高 × 8m86 8m61 8m86 8m74 8m72 9m10 9m10
ﾀﾆｼﾞﾘ ﾄﾓﾔ 鳥　取

8 5 166 谷尻　友也(1) 鳥取城北高 8m94 8m66 8m26 8m94 9m03 8m72 8m62 9m03
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 鳥　取

9 1 34 中村　将大(2) 米子高専 8m78 8m77 8m75 8m78 8m78
ﾑｶｲ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

10 14 259 向井　亮太(1) 岩美高 8m63 7m55 8m47 8m63 8m63
ﾎｿｶﾜ ﾕﾀｶ 鳥　取

11 13 315 細川　尭(2) 鳥取東高 8m49 8m08 8m12 8m49 8m49
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 鳥　取

12 17 436 中村　祐輝(1) 岩美高 8m24 8m05 7m71 8m24 8m24
ﾊﾏｼﾀ ﾅｵﾄ 鳥　取

13 11 360 濵下　尚都(1) 岩美高 6m89 7m07 7m78 7m78 7m78
ｲﾜｵ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 鳥　取

14 4 19 岩尾　順平(2) 米子南高 × 7m47 7m41 7m47 7m47
ｲﾜﾓﾄ ｱｷﾋｻ 鳥　取

15 18 93 岩本　晃尚(2) 境高 7m13 7m10 7m38 7m38 7m38
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 鳥　取

16 3 413 清水　勇介(1) 境港総合高 7m35 7m27 7m18 7m35 7m35
ﾎｯﾀ ｶｽﾞﾏ 鳥　取

17 16 385 堀田　和真(1) 米子高専 × 6m97 6m51 6m97 6m97
ﾄﾓﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取

18 2 99 友森　翔吾(2) 境高 6m72 6m42 6m96 6m96 6m96
ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 鳥　取

19 19 202 川口　翔太(2) 鳥取工高 6m29 6m08 6m08 6m29 6m29

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 13:30 決勝

凡例  GR:大会記録



高校男子円盤投(1.750kg)

県高校記録(THR)         44m76     柏村　亮太(鳥取・倉吉北高)            2009
大会記録(GR)            40m13     柏村　亮太(鳥取・倉吉北)              2008

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄﾞﾜｷ ｱｷﾉﾘ 鳥　取

1 12 102 門脇　昭憲(2) 倉吉北高 × 33m09 33m22 33m22 7 34m89 31m97 × 34m89
ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ 鳥　取

2 2 378 川村　拓矢(1) 八頭高 34m69 34m39 30m87 34m69 8 × × 32m32 34m69
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ 鳥　取

3 17 135 山本　喬也(2) 八頭高 30m77 31m42 33m17 33m17 6 × 33m28 × 33m28
ｾｵ ｼｭﾝﾔ 鳥　取

4 10 92 瀬尾　駿哉(2) 境高 32m04 32m27 29m09 32m27 5 29m80 31m13 30m94 32m27
ﾏﾂﾑﾗ ｷｮｳﾀ 鳥　取

5 13 134 松村　恭汰(2) 八頭高 31m51 × × 31m51 4 30m73 30m79 × 31m51
ｲｼｻﾞｶ ﾘｷﾅﾘ 鳥　取

6 6 122 石坂　力成(2) 倉吉総産高 24m13 × × 24m13 1 28m86 × 30m87 30m87
ﾊﾏｼﾀ ﾅｵﾄ 鳥　取

7 3 360 濵下　尚都(1) 岩美高 25m68 20m17 25m30 25m68 3 24m36 25m49 21m92 25m68
ﾏｴﾀ ﾕｳｽｹ 鳥　取

8 11 324 前田　裕介(1) 倉吉総産高 × 24m48 22m76 24m48 2 × × × 24m48
ｶﾜｶﾐ ｴｲｽｹ 鳥　取

9 8 66 川上　英輔(2) 米子西高 × 22m97 23m47 23m47 23m47
ｵｶﾑﾗ ﾕｳｷ 鳥　取

10 14 258 岡村　勇輝(2) 岩美高 × 19m60 21m93 21m93 21m93
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 鳥　取

11 15 34 中村　将大(2) 米子高専 × 21m25 × 21m25 21m25
ｵｵﾀ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取

12 19 389 太田　尚吾(1) 米子西高 19m20 21m07 21m22 21m22 21m22
ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 鳥　取

13 18 283 西田　巧(2) 鳥取敬愛高 × × 19m85 19m85 19m85
ﾑｶｲ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

14 9 259 向井　亮太(1) 岩美高 × 18m70 19m78 19m78 19m78
ﾎｯﾀ ｶｽﾞﾏ 鳥　取

15 1 385 堀田　和真(1) 米子高専 17m72 × 18m14 18m14 18m14
ｲﾜｵ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 鳥　取

16 4 19 岩尾　順平(2) 米子南高 16m74 × 15m50 16m74 16m74
ｲﾜﾓﾄ ﾘｸ 鳥　取

5 91 岩本　理矩(2) 境高 × × × NM
ｲｼﾜｷ ｺｳﾀ 鳥　取

7 280 石脇　皐汰(1) 鳥取湖陵高 DNS
ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ 鳥　取

16 278 井上　陽生(2) 鳥取湖陵高 DNS

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 14:00 決勝

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校男子ハンマー投(6.000kg)

県高校記録(THR)         68m33     柏村　亮太(鳥取・倉吉北高)            2009
大会記録(GR)            57m26     柏村　亮太(鳥取・倉吉北高)            2008

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄﾞﾜｷ ｱｷﾉﾘ 鳥　取

1 5 102 門脇　昭憲(2) 倉吉北高 50m37 52m54 49m82 52m54 8 × 51m08 × 52m54
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ 鳥　取

2 3 135 山本　喬也(2) 八頭高 44m59 45m65 × 45m65 7 × × × 45m65
ﾔﾏﾜｸ ﾏｻﾔ 鳥　取

3 4 440 山涌　柾哉(1) 倉吉総産高 28m62 × 27m53 28m62 6 29m31 28m95 28m28 29m31
ｲﾜﾓﾄ ｱｷﾋｻ 鳥　取

4 7 93 岩本　晃尚(2) 境高 × × 27m51 27m51 5 × × × 27m51
ﾄﾓﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取

5 1 99 友森　翔吾(2) 境高 × 23m61 25m26 25m26 4 24m64 × 24m53 25m26
ﾊﾏｼﾀ ﾅｵﾄ 鳥　取

6 2 360 濵下　尚都(1) 岩美高 × × 25m21 25m21 3 × × 22m52 25m21
ﾀﾅｶ ﾐｷﾔ 鳥　取

7 8 377 田中　幹哉(1) 八頭高 × 19m15 21m32 21m32 2 19m37 20m79 20m30 21m32
ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ 鳥　取

8 6 378 川村　拓矢(1) 八頭高 19m78 18m07 19m11 19m78 1 17m89 17m05 18m88 19m78

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 11:00 決勝

凡例 



高校男子やり投(0.800kg)

県高校記録(THR)         72m52     森澤　公雄(鳥取・鳥取商高)            1988
大会記録(GR)            62m22     石破　清志(鳥取・鳥取西高)            1993

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｻﾞｶ ﾘｷﾅﾘ 鳥　取

1 22 122 石坂　力成(2) 倉吉総産高 61m06 × 59m20 61m06 8 57m87 60m80 59m92 61m06
ｵｶﾑﾗ ﾕｳｷ 鳥　取

2 20 258 岡村　勇輝(2) 岩美高 44m83 45m67 46m03 46m03 6 49m08 × × 49m08
ﾎｿｶﾜ ﾕﾀｶ 鳥　取

3 10 315 細川　尭(2) 鳥取東高 48m35 47m21 48m01 48m35 7 47m72 48m83 47m40 48m83
ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ 鳥　取

4 14 278 井上　陽生(2) 鳥取湖陵高 44m75 43m02 × 44m75 3 45m41 44m26 43m46 45m41
ｲﾜｵ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 鳥　取

5 4 19 岩尾　順平(2) 米子南高 44m86 43m65 43m81 44m86 4 43m89 45m16 42m74 45m16
ﾏｴﾀ ﾕｳｽｹ 鳥　取

6 1 324 前田　裕介(1) 倉吉総産高 × 44m96 43m66 44m96 5 43m51 42m99 × 44m96
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 鳥　取

7 8 436 中村　祐輝(1) 岩美高 42m14 41m38 34m63 42m14 2 × × 37m95 42m14
ｶﾜｶﾐ ｴｲｽｹ 鳥　取

8 5 66 川上　英輔(2) 米子西高 40m44 × 38m43 40m44 1 41m42 40m90 × 41m42
ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾔ 鳥　取

9 23 376 中島　優也(1) 八頭高 37m57 39m01 37m34 39m01 39m01
ｱｼﾓﾄ ﾘｮｳ 鳥　取

10 24 380 足本　僚(2) 米子高専 35m75 35m78 38m96 38m96 38m96
ｲｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 鳥　取

11 7 426 石田　祐介(1) 鳥取西高 × 38m16 31m74 38m16 38m16
ｾｵ ｼｭﾝﾔ 鳥　取

12 16 92 瀬尾　駿哉(2) 境高 34m62 37m50 × 37m50 37m50
ｲｼﾜｷ ｺｳﾀ 鳥　取

13 18 280 石脇　皐汰(1) 鳥取湖陵高 33m61 37m12 × 37m12 37m12
ｶﾒｵ ﾕｳﾘ 鳥　取

14 12 252 亀尾　侑里(2) 米子東高 × 35m39 36m06 36m06 36m06
ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 鳥　取

15 21 283 西田　巧(2) 鳥取敬愛高 33m77 32m39 34m50 34m50 34m50
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 鳥　取

16 17 11 中村　太河(1) 米子松蔭高 × 34m41 32m17 34m41 34m41
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 鳥　取

17 11 38 仲村　和貴(2) 米子高専 29m94 30m57 33m63 33m63 33m63
ｲﾜﾓﾄ ﾘｸ 鳥　取

18 2 91 岩本　理矩(2) 境高 27m59 31m03 × 31m03 31m03
ｷﾑﾗ ﾀﾂﾔ 鳥　取

19 19 441 木村　達也(1) 鳥取西高 × 27m74 × 27m74 27m74
ﾎｯﾀ ｶｽﾞﾏ 鳥　取

20 15 385 堀田　和真(1) 米子高専 × 18m77 16m40 18m77 18m77
ﾀｶﾞ ﾘｮｳ 鳥　取

9 106 多賀　涼(2) 米子工高 × × × NM
ﾑﾗｵ ｺｳｽｹ 鳥　取

3 284 村尾　康如(1) 岩美高 DNS
ﾏﾂﾑﾗ ｷｮｳﾀ 鳥　取

6 134 松村　恭汰(2) 八頭高 DNS
ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾔ 鳥　取

13 136 福田　智也(2) 八頭高 DNS

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 11:30 決勝

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校女子100m

県高校記録(THR)         11.95     碓井　慶子(鳥取・由良育英高)          1982
大会記録(GR)            12.28     岡崎　麻央(鳥取・倉吉東高)            2013

予選　5組0着＋8

1組 (風:+0.4) 2組 (風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾉ 鳥　取 ｲﾜｻｷ ﾏｷ 鳥　取

1 7 91 壹村　彩乃(2) 鳥取城北高 13.21 1 6 119 岩崎　万季(2) 鳥取育英高 12.62 q
ﾔﾏﾈ ﾐｽｽﾞ 鳥　取 ｼｼﾄﾞ ﾐｻｷ 鳥　取

2 6 216 山根　美紗(1) 米子南高 13.56 2 3 50 宍戸　美咲(2) 境高 13.03 q
ﾀﾅｶ ﾐｵｺ 鳥　取 ｵｶﾑﾗ ﾚｲﾈ 鳥　取

3 3 54 田中　美桜子(2) 境高 13.79 3 7 97 岡村　玲音(1) 鳥取城北高 13.37
ｼﾊﾞﾀ ﾕﾘ 鳥　取 ﾐﾀ ｶﾅｺ 鳥　取

4 2 42 柴田　友理(2) 米子東高 13.96 4 5 8 三田　華菜子(2) 鳥取商高 13.58
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲ 鳥　取 ﾉｸﾞﾁ ﾏﾎ 鳥　取

5 4 103 山本　麻郁(2) 倉吉西高 14.08 5 4 39 野口　真帆(2) 米子西高 13.85
ﾊｾｶﾞﾜ ｻｷ 鳥　取 ｺﾀﾆ ﾏﾄﾞｶ 鳥　取

6 5 23 長谷川　咲希(1) 米子北高 14.36 6 9 218 小谷　まどか(1) 米子南高 14.02
ﾀﾏﾀﾞ ﾐﾎ 鳥　取 ﾌﾙｲ ﾊﾙﾅ 鳥　取

7 9 200 玉田　美穂(1) 米子西高 14.41 7 8 164 古井　春菜(1) 鳥取東高 15.52
ﾅｶｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 鳥　取 ｵｶｻﾞｷ ﾏｵ 鳥　取

8 8 130 中川　涼香(1) 米子北斗高 14.48 2 26 岡崎　麻央(3) 倉吉東高 DNS

3組 (風:+1.9) 4組 (風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾀﾞﾁ ｻｷ 鳥　取 ﾅｶｲ ﾕﾒﾐ 鳥　取

1 4 171 足立　紗輝(2) 鳥取西高 12.56 q 1 3 117 中井　夢実(2) 鳥取育英高 13.10 q
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 鳥　取 ﾖｼﾀﾞ ﾙｶ 鳥　取

2 7 29 松本　亜美(2) 倉吉東高 13.11 q 2 6 168 吉田　瑠花(1) 倉吉総産高 13.48
ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ 鳥　取 ﾆｼｵﾉ ｶｺ 鳥　取

3 2 167 竹内　ひかり(1) 倉吉総産高 13.55 3 5 24 西小野　佳子(1) 米子北高 13.63
ﾀﾆﾓﾄ ﾁｶ 鳥　取 ｲｼｶﾞﾐ ｱﾔｶ 鳥　取

4 6 203 谷本　知香(1) 米子東高 13.62 4 7 35 石上　彩佳(2) 米子西高 13.92
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｶ 鳥　取 ﾊﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 鳥　取

5 5 111 谷口　涼香(1) 鳥取育英高 13.63 5 2 215 濵田　菜月(1) 米子東高 14.35
ｻﾜﾏﾙ ﾊﾙｶ 鳥　取 ﾔﾏﾏｽ ｻｴ 鳥　取

6 8 196 澤丸　陽佳(1) 米子高専 14.79 6 1 187 山桝　瑳恵(1) 八頭高 14.71
ﾖｼﾑﾗ ｱﾝﾅ 鳥　取 ﾌｸｼﾏ ﾐﾕｳ 鳥　取

7 3 212 吉村　晏奈(1) 境港総合高 15.10 7 9 213 福島　美友(1) 境港総合高 14.98
ｳﾒｻﾞﾈ ﾐﾅﾐ 鳥　取 ﾐﾀﾆ ﾏﾅｶ 鳥　取

8 9 129 梅實　みなみ(1) 米子北斗高 15.69 8 8 165 三谷　愛佳(1) 鳥取東高 15.51
ﾏｷﾉ ｻﾄｶ 鳥　取

4 146 牧野　里香(1) 倉吉東高 DNS

5組 (風:+0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 鳥　取

1 3 60 遠藤　菜々(1) 倉吉東高 12.68 q
ﾄｳｶﾞﾐ ｻﾔ 鳥　取

2 4 61 東上　紗耶(1) 鳥取商高 13.00 q
ｳｴﾀ ﾕﾏ 鳥　取

3 5 99 上田　真悠(1) 鳥取城北高 13.17 q
ｳﾁﾀﾞ ｱｲﾘ 鳥　取

4 9 217 内田　愛里(1) 米子南高 14.69
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷﾉ 鳥　取

5 8 226 中嶋　祐紀乃(1) 鳥取東高 14.85
ｵｵﾀﾆﾐ ｸ 鳥　取

6 7 139 大谷　深紅(2) 鳥取湖陵高 14.99
ｶﾜｲ ﾅﾅﾐ 鳥　取

7 2 82 川井　七海(2) 八頭高 15.17
ﾃｼﾏ ﾅﾅ 鳥　取

1 52 手島　那奈(2) 境高 DNS
ﾀﾆｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 鳥　取

6 21 谷川　晴香(1) 米子北高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 10:55 予選
9月20日 14:10 決勝

凡例  DNS:欠場



高校女子100m

県高校記録(THR)         11.95     碓井　慶子(鳥取・由良育英高)          1982
大会記録(GR)            12.28     岡崎　麻央(鳥取・倉吉東高)            2013

決勝　

(風:+1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾀﾞﾁ ｻｷ 鳥　取

1 5 171 足立　紗輝(2) 鳥取西高 12.42
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 鳥　取

2 6 60 遠藤　菜々(1) 倉吉東高 12.53
ｲﾜｻｷ ﾏｷ 鳥　取

3 7 119 岩崎　万季(2) 鳥取育英高 12.62
ﾄｳｶﾞﾐ ｻﾔ 鳥　取

4 4 61 東上　紗耶(1) 鳥取商高 12.94
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 鳥　取

5 3 29 松本　亜美(2) 倉吉東高 13.01
ﾅｶｲ ﾕﾒﾐ 鳥　取

6 9 117 中井　夢実(2) 鳥取育英高 13.09
ｳｴﾀ ﾕﾏ 鳥　取

7 2 99 上田　真悠(1) 鳥取城北高 13.12
ｼｼﾄﾞ ﾐｻｷ 鳥　取

8 8 50 宍戸　美咲(2) 境高 13.15

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 10:55 予選
9月20日 14:10 決勝

凡例 



高校女子200m

県高校記録(THR)         24.76     矢野加奈子(鳥取・由良育英高)          1995
大会記録(GR)            25.62     岡崎　麻央(鳥取・倉吉東高)            2013

予選　4組0着＋8

1組 (風:+0.8) 2組 (風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾜｻｷ ﾏｷ 鳥　取 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 鳥　取

1 5 119 岩崎　万季(2) 鳥取育英高 26.12 q 1 5 60 遠藤　菜々(1) 倉吉東高 26.01 q
ｵｶﾑﾗ ﾚｲﾈ 鳥　取 ｿﾀ ﾘﾝｺ 鳥　取

2 7 97 岡村　玲音(1) 鳥取城北高 27.62 q 2 4 202 曾田　凜子(1) 米子東高 26.96 q
ﾏｷﾀ ｻﾄｺ 鳥　取 ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾉ 鳥　取

3 4 34 牧田　啓子(2) 倉吉東高 28.76 3 7 91 壹村　彩乃(2) 鳥取城北高 27.14 q
ﾉｸﾞﾁ ﾏﾎ 鳥　取 ﾆｼｵﾉ ｶｺ 鳥　取

4 6 39 野口　真帆(2) 米子西高 28.80 4 6 24 西小野　佳子(1) 米子北高 27.95
ｺﾀﾆ ﾏﾄﾞｶ 鳥　取 ﾄｷﾐﾂ ﾅｵﾐ 鳥　取

5 2 218 小谷　まどか(1) 米子南高 29.78 5 9 6 時光　直美(2) 米子南高 29.00
ﾅｶｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 鳥　取 ｳﾒｻﾞﾈ ﾐﾅﾐ 鳥　取

6 8 130 中川　涼香(1) 米子北斗高 30.27 6 8 129 梅實　みなみ(1) 米子北斗高 33.45
ﾔﾏﾏｽ ｻｴ 鳥　取 ｶﾜｲ ﾅﾅﾐ 鳥　取

7 3 187 山桝　瑳恵(1) 八頭高 30.47 2 82 川井　七海(2) 八頭高 DNS
ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾘ 鳥　取 ﾏﾂｼﾀ ｻﾖ 鳥　取

9 205 山本　愛梨(2) 倉吉西高 DNS 3 126 松下　小夜(1) 境高 DNS

3組 (風:+1.7) 4組 (風:+1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾄｳｶﾞﾐ ｻﾔ 鳥　取 ｱﾀﾞﾁ ｻｷ 鳥　取

1 6 61 東上　紗耶(1) 鳥取商高 26.43 q 1 4 171 足立　紗輝(2) 鳥取西高 26.17 q
ﾔﾏﾈ ﾐｽｽﾞ 鳥　取 ｳｴﾀ ﾕﾏ 鳥　取

2 4 216 山根　美紗(1) 米子南高 27.87 2 7 99 上田　真悠(1) 鳥取城北高 26.99 q
ﾀﾆﾓﾄ ﾁｶ 鳥　取 ｶﾈﾓﾄ ｱｶﾘ 鳥　取

3 5 203 谷本　知香(1) 米子東高 28.13 3 5 199 兼本　朱里(1) 米子西高 27.70
ｽﾔﾏ ｶﾅ 鳥　取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｶ 鳥　取

4 7 113 陶山　佳奈(1) 鳥取育英高 28.16 4 3 111 谷口　涼香(1) 鳥取育英高 28.30
ﾊｼｸﾞﾁ ﾏｵ 鳥　取 ﾊﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 鳥　取

5 8 22 橋口　真音(1) 米子北高 28.92 5 2 215 濵田　菜月(1) 米子東高 30.47
ｲｽﾞﾐ ﾘﾅ 鳥　取 ｵｵﾀﾆﾐ ｸ 鳥　取

6 2 230 和泉　里奈(1) 境港総合高 29.32 6 8 139 大谷　深紅(2) 鳥取湖陵高 30.80
ｷｸｼﾏ ｻﾜｶ 鳥　取 ﾌｸｼﾏ ﾐﾕｳ 鳥　取

7 1 127 菊島　爽風(1) 境高 29.47 7 9 213 福島　美友(1) 境港総合高 31.33
ｶｻｲ ﾅﾅｺ 鳥　取 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 鳥　取

8 9 232 笠井　菜々子(1) 米子西高 29.48 6 21 谷川　晴香(1) 米子北高 DNS
ﾏｷﾉ ｻﾄｶ 鳥　取

3 146 牧野　里香(1) 倉吉東高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 10:40 予選
9月21日 13:25 決勝

凡例  DNS:欠場



高校女子200m

県高校記録(THR)         24.76     矢野加奈子(鳥取・由良育英高)          1995
大会記録(GR)            25.62     岡崎　麻央(鳥取・倉吉東高)            2013

決勝　

(風:+2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 鳥　取

1 6 60 遠藤　菜々(1) 倉吉東高 25.49
ｱﾀﾞﾁ ｻｷ 鳥　取

2 4 171 足立　紗輝(2) 鳥取西高 25.76
ｲﾜｻｷ ﾏｷ 鳥　取

3 5 119 岩崎　万季(2) 鳥取育英高 25.83
ﾄｳｶﾞﾐ ｻﾔ 鳥　取

4 7 61 東上　紗耶(1) 鳥取商高 26.21
ｳｴﾀ ﾕﾏ 鳥　取

5 8 99 上田　真悠(1) 鳥取城北高 26.92
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾉ 鳥　取

6 3 91 壹村　彩乃(2) 鳥取城北高 26.98
ｿﾀ ﾘﾝｺ 鳥　取

7 9 202 曾田　凜子(1) 米子東高 27.14
ｵｶﾑﾗ ﾚｲﾈ 鳥　取

8 2 97 岡村　玲音(1) 鳥取城北高 27.62

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 10:40 予選
9月21日 13:25 決勝

凡例 



高校女子400m

県高校記録(THR)         55.27     矢野　加奈子(鳥取・由良育英高)        1995
大会記録(GR)            58.23     柴田　あすみ(鳥取・倉吉東高)          2012

予選　2組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳ 鳥　取 ｵｵﾓﾘ ﾏﾎｺ 鳥　取

1 4 43 森本　結布(2) 米子東高 1:01.55 q 1 5 41 大森　真歩子(2) 米子東高 59.79 q
ﾄｳｶﾞﾐ ｻﾔ 鳥　取 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞ 鳥　取

2 9 61 東上　紗耶(1) 鳥取商高 1:02.26 q 2 4 30 森田　和(2) 倉吉東高 1:01.38 q
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 鳥　取 ﾏﾂｼﾀ ｻﾖ 鳥　取

3 6 29 松本　亜美(2) 倉吉東高 1:03.59 q 3 7 126 松下　小夜(1) 境高 1:02.53 q
ﾅｶﾞﾐ ｴﾅ 鳥　取 ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥　取

4 5 122 永見　恵奈(2) 鳥取育英高 1:06.23 4 3 204 岡崎　穂乃香(1) 米子東高 1:02.66 q
ｷｸｼﾏ ｻﾜｶ 鳥　取 ｶﾈﾓﾄ ｱｶﾘ 鳥　取

5 2 127 菊島　爽風(1) 境高 1:07.21 5 9 199 兼本　朱里(1) 米子西高 1:04.42 q
ｲｽﾞﾐ ﾘﾅ 鳥　取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ 鳥　取

6 7 230 和泉　里奈(1) 境港総合高 1:07.79 6 6 151 谷口　寧那(1) 倉吉東高 1:06.04
ﾊｼｸﾞﾁ ﾏｵ 鳥　取 ﾊｾｶﾞﾜ ｻｷ 鳥　取

7 1 22 橋口　真音(1) 米子北高 1:09.00 7 8 23 長谷川　咲希(1) 米子北高 1:08.46
ｺﾀﾆ ﾏﾄﾞｶ 鳥　取 ｽﾔﾏ ｶﾅ 鳥　取

8 3 218 小谷　まどか(1) 米子南高 1:10.16 8 2 113 陶山　佳奈(1) 鳥取育英高 1:10.71
ﾆｼｵﾉ ｶｺ 鳥　取

8 24 西小野　佳子(1) 米子北高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 12:00 予選
9月19日 14:30 決勝

凡例  DNS:欠場



高校女子400m

県高校記録(THR)         55.27     矢野　加奈子(鳥取・由良育英高)        1995
大会記録(GR)            58.23     柴田　あすみ(鳥取・倉吉東高)          2012

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾓﾘ ﾏﾎｺ 鳥　取

1 7 41 大森　真歩子(2) 米子東高 59.55
ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳ 鳥　取

2 4 43 森本　結布(2) 米子東高 1:00.70
ﾓﾘﾀ ｶｽﾞ 鳥　取

3 5 30 森田　和(2) 倉吉東高 1:00.83
ﾏﾂｼﾀ ｻﾖ 鳥　取

4 8 126 松下　小夜(1) 境高 1:01.75
ﾄｳｶﾞﾐ ｻﾔ 鳥　取

5 6 61 東上　紗耶(1) 鳥取商高 1:01.98
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 鳥　取

6 3 29 松本　亜美(2) 倉吉東高 1:02.48
ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥　取

7 9 204 岡崎　穂乃香(1) 米子東高 1:03.05
ｶﾈﾓﾄ ｱｶﾘ 鳥　取

2 199 兼本　朱里(1) 米子西高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 12:00 予選
9月19日 14:30 決勝

凡例  DNS:欠場



高校女子800m

県高校記録(THR)         2:08.27   中原　孝子(鳥取・鳥取女子高)          1987
大会記録(GR)            2:15.09   磯江　美和(鳥取・由良育英高)          1996

予選　3組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲﾂﾞﾂ ﾕｳｷ 鳥　取 ｶｸﾀﾆ ﾐﾁﾖ 鳥　取

1 7 96 井筒　結希(1) 鳥取城北高 2:23.66 q 1 6 101 角谷　充代(1) 鳥取城北高 2:25.54 q
ｵﾊﾞﾗ ｴｲｶ 鳥　取 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 鳥　取

2 5 115 小原　瑛花(1) 鳥取育英高 2:25.51 q 2 4 11 近藤　さくら(2) 鳥取商高 2:26.83 q
ｻｶﾓﾄ ﾅﾐ 鳥　取 ｶﾜﾓﾄ ﾃﾞｱｲ 鳥　取

3 4 197 坂本　奈未(1) 米子高専 2:36.13 3 7 109 河本　希望(1) 鳥取育英高 2:36.01 q
ｱﾀﾗｼ ｿﾉｶ 鳥　取 ｵｶｻﾞｷ ｶﾝﾅ 鳥　取

4 8 86 新　苑香(2) 八頭高 2:38.26 4 2 84 岡崎　栞那(2) 八頭高 2:47.43
ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ 鳥　取 ｼﾏ ｱｲﾘ 鳥　取

5 3 238 柴田　菜那(1) 米子西高 2:38.45 5 8 144 志真　愛麗(2) 倉吉東高 2:53.66
ﾏﾂﾀﾞ ｻｴ 鳥　取 ﾅｶｵ ﾐｶ 鳥　取

6 2 195 松田　紗英(1) 米子高 2:49.78 6 3 177 中尾　美香(2) 鳥取西高 3:23.09
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ 鳥　取 ﾌｸﾀ ｺﾄﾘ 鳥　取

6 151 谷口　寧那(1) 倉吉東高 DNS 5 163 福田　ことり(1) 鳥取東高 DNS
ﾅｶﾞﾀ ｱﾔﾐ 鳥　取 ﾖｼｵｶ ｱﾔﾈ 鳥　取

9 162 永田　彩美(2) 鳥取東高 DNS 9 194 吉岡　彩音(1) 米子高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵｵﾓﾘ ﾏﾎｺ 鳥　取

1 7 41 大森　真歩子(2) 米子東高 2:21.37 q
ｱﾜﾀ ｶﾔ 鳥　取

2 6 156 粟田　香椰(2) 鳥取東高 2:27.90 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 鳥　取

3 4 123 小林　優香(1) 鳥取育英高 2:30.26 q
ｶﾅﾓﾘ ﾐｻ 鳥　取

4 5 149 金森　美紗(1) 倉吉東高 2:47.62
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｶ 鳥　取

3 53 松本　梨花(2) 境高 DNS
ｸﾆｵｶ ﾄﾓﾐ 鳥　取

8 183 國岡　朋実(1) 八頭高 DNS
ﾌｶﾀﾞ ﾐｸ 鳥　取

9 38 深田　弥来(2) 米子西高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 13:25 予選
9月21日 12:10 決勝

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予選　1組

予選　2組

予選　3組

凡例  DNS:欠場



高校女子800m

県高校記録(THR)         2:08.27   中原　孝子(鳥取・鳥取女子高)          1987
大会記録(GR)            2:15.09   磯江　美和(鳥取・由良育英高)          1996

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾓﾘ ﾏﾎｺ 鳥　取

1 5 41 大森　真歩子(2) 米子東高 2:18.58
ｲﾂﾞﾂ ﾕｳｷ 鳥　取

2 6 96 井筒　結希(1) 鳥取城北高 2:22.38
ｵﾊﾞﾗ ｴｲｶ 鳥　取

3 7 115 小原　瑛花(1) 鳥取育英高 2:23.76
ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 鳥　取

4 9 11 近藤　さくら(2) 鳥取商高 2:25.68
ｶｸﾀﾆ ﾐﾁﾖ 鳥　取

5 4 101 角谷　充代(1) 鳥取城北高 2:27.89
ｱﾜﾀ ｶﾔ 鳥　取

6 8 156 粟田　香椰(2) 鳥取東高 2:28.36
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 鳥　取

7 2 123 小林　優香(1) 鳥取育英高 2:30.53
ｶﾜﾓﾄ ﾃﾞｱｲ 鳥　取

8 3 109 河本　希望(1) 鳥取育英高 2:31.36

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 13:25 予選
9月21日 12:10 決勝

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決勝

凡例 



高校女子1500m

県高校記録(THR)         4:23.81   大塚　茜(鳥取・由良育英高)            1994
大会記録(GR)            4:30.99   山本　亜利沙(鳥取・鳥取育英高)        2013

予選　2組6着＋6

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｷﾀﾜｷ ﾘｮｳｺ 鳥　取 ﾊﾔｼ ﾋｶﾙ 鳥　取

1 6 155 北脇　亮子(2) 鳥取東高 4:47.06 Q 1 6 172 林　ひかる(2) 鳥取西高 4:43.88 Q
ｲﾂﾞﾂ ﾕｳｷ 鳥　取 ｵｸﾞﾗ ﾎﾉｶ 鳥　取

2 8 96 井筒　結希(1) 鳥取城北高 4:54.90 Q 2 4 120 小倉　帆乃佳(2) 鳥取育英高 4:54.44 Q
ｱﾘｻﾜ ﾘｶｺ 鳥　取 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 鳥　取

3 1 152 有沢　理香子(1) 倉吉東高 4:58.74 Q 3 8 11 近藤　さくら(2) 鳥取商高 4:56.71 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 鳥　取 ｶｸﾀﾆ ﾐﾁﾖ 鳥　取

4 7 123 小林　優香(1) 鳥取育英高 4:59.31 Q 4 2 101 角谷　充代(1) 鳥取城北高 4:58.99 Q
ｵﾊﾞﾗ ｴｲｶ 鳥　取 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｶ 鳥　取

5 10 115 小原　瑛花(1) 鳥取育英高 4:59.41 Q 5 9 85 宮本　有佳(2) 八頭高 5:06.13 Q
ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｸﾗ 鳥　取 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾄﾐ 鳥　取

6 2 185 谷口　桜(1) 八頭高 4:59.83 Q 6 5 159 松本　仁美(2) 鳥取東高 5:10.25 Q
ﾔｷﾞ ﾋｶﾙ 鳥　取 ﾓﾘﾀﾆ ﾅﾅｺ 鳥　取

7 4 92 八木　ひかる(1) 鳥取城北高 5:04.44 q 7 3 175 森谷　菜々子(1) 鳥取西高 5:17.47 q
ｼｵｶﾞｷ ﾌｳｶ 鳥　取 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ 鳥　取

8 5 87 塩垣　楓香(2) 八頭高 5:06.65 q 8 1 238 柴田　菜那(1) 米子西高 5:21.66 q
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾐ 鳥　取 ｶｹﾞﾓﾄ ｱﾔ 鳥　取

9 11 36 山本　彩未(2) 米子西高 5:16.92 q 9 7 198 影本　絢(1) 米子西高 5:29.95 q
ｻｶﾓﾄ ﾅﾐ 鳥　取 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅ 鳥　取

10 14 197 坂本　奈未(1) 米子高専 5:31.39 10 14 40 遠藤　花奈(2) 米子東高 5:39.94
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 鳥　取 ｶﾅﾓﾘ ﾐｻ 鳥　取

11 3 178 小林　優花(1) 鳥取西高 5:32.92 11 15 149 金森　美紗(1) 倉吉東高 5:43.12
ﾏﾂﾀﾞ ｻｴ 鳥　取 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾕ 鳥　取

12 9 195 松田　紗英(1) 米子高 5:57.29 12 10 169 宮本　真結(1) 倉吉総産高 5:48.98
ｼﾏ ｱｲﾘ 鳥　取 ｲｼｸﾞﾛ ｻﾁｺ 鳥　取

13 12 144 志真　愛麗(2) 倉吉東高 6:01.84 13 12 242 石黒　祥子(2) 鳥取敬愛高 6:15.80
ﾌｸﾀ ｺﾄﾘ 鳥　取 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾈ 鳥　取

13 163 福田　ことり(1) 鳥取東高 DNS 11 193 中村　あかね(2) 米子高 DNS
マツガミ モモ子 鳥　取

13 209 松上　桃子(2) 青谷高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 11:20 予選
9月19日 15:25 決勝

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予選　1組

予選　2組

凡例  DNS:欠場



高校女子1500m

県高校記録(THR)         4:23.81   大塚　茜(鳥取・由良育英高)            1994
大会記録(GR)            4:30.99   山本　亜利沙(鳥取・鳥取育英高)        2013

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾔｼ ﾋｶﾙ 鳥　取

1 11 172 林　ひかる(2) 鳥取西高 4:36.87
ｷﾀﾜｷ ﾘｮｳｺ 鳥　取

2 13 155 北脇　亮子(2) 鳥取東高 4:37.53
ｵｸﾞﾗ ﾎﾉｶ 鳥　取

3 12 120 小倉　帆乃佳(2) 鳥取育英高 4:43.64
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 鳥　取

4 6 123 小林　優香(1) 鳥取育英高 4:48.00
ｵﾊﾞﾗ ｴｲｶ 鳥　取

5 1 115 小原　瑛花(1) 鳥取育英高 4:49.10
ｲﾂﾞﾂ ﾕｳｷ 鳥　取

6 14 96 井筒　結希(1) 鳥取城北高 4:53.64
ｱﾘｻﾜ ﾘｶｺ 鳥　取

7 5 152 有沢　理香子(1) 倉吉東高 4:54.83
ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 鳥　取

8 17 11 近藤　さくら(2) 鳥取商高 4:56.36
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｶ 鳥　取

9 16 85 宮本　有佳(2) 八頭高 4:58.19
ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｸﾗ 鳥　取

10 10 185 谷口　桜(1) 八頭高 4:58.84
ｶｸﾀﾆ ﾐﾁﾖ 鳥　取

11 7 101 角谷　充代(1) 鳥取城北高 4:59.15
ﾔｷﾞ ﾋｶﾙ 鳥　取

12 9 92 八木　ひかる(1) 鳥取城北高 5:00.26
ｼｵｶﾞｷ ﾌｳｶ 鳥　取

13 2 87 塩垣　楓香(2) 八頭高 5:07.67
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾄﾐ 鳥　取

14 8 159 松本　仁美(2) 鳥取東高 5:20.16
ﾓﾘﾀﾆ ﾅﾅｺ 鳥　取

15 3 175 森谷　菜々子(1) 鳥取西高 5:20.75
ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ 鳥　取

16 4 238 柴田　菜那(1) 米子西高 5:21.86
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾐ 鳥　取

15 36 山本　彩未(2) 米子西高 DNS
ｶｹﾞﾓﾄ ｱﾔ 鳥　取

18 198 影本　絢(1) 米子西高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 11:20 予選
9月19日 15:25 決勝

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



高校女子3000m

県高校記録(THR)         9:13.38   前川　祐紀(鳥取・由良育英高)          2012
大会記録(GR)            9:39.87   蘆田　陽子(鳥取・由良育英高)          2001

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾔｼ ﾋｶﾙ 鳥　取

1 3 172 林　ひかる(2) 鳥取西高 10:01.79
ｱｼﾜ ﾐｻｷ 鳥　取

2 16 106 足羽　美咲(2) 鳥取育英高 10:02.33
ｵｸﾞﾗ ﾎﾉｶ 鳥　取

3 13 120 小倉　帆乃佳(2) 鳥取育英高 10:07.97
ｷﾀﾜｷ ﾘｮｳｺ 鳥　取

4 14 155 北脇　亮子(2) 鳥取東高 10:12.73
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾐ 鳥　取

5 5 83 杉村　奈美(2) 八頭高 10:30.54
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾘﾅ 鳥　取

6 8 110 宇田川　里奈(1) 鳥取育英高 10:38.96
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｶ 鳥　取

7 6 85 宮本　有佳(2) 八頭高 10:43.19
ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｸﾗ 鳥　取

8 10 185 谷口　桜(1) 八頭高 10:45.25
ｷﾀｵ ﾐﾕｷ 鳥　取

9 19 128 北尾　見優希(1) 米子東高 10:46.63
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾄﾐ 鳥　取

10 2 159 松本　仁美(2) 鳥取東高 11:03.24
ﾔｷﾞ ﾋｶﾙ 鳥　取

11 12 92 八木　ひかる(1) 鳥取城北高 11:06.32
ｱﾘｻﾜ ﾘｶｺ 鳥　取

12 18 152 有沢　理香子(1) 倉吉東高 11:08.08
ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅ 鳥　取

13 4 40 遠藤　花奈(2) 米子東高 12:19.35
ﾏﾂﾓﾄ ﾌｳｶ 鳥　取

14 15 210 松本　楓花(1) 境高 12:19.47
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾕ 鳥　取

15 7 169 宮本　真結(1) 倉吉総産高 12:28.09
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾈ 鳥　取

1 193 中村　あかね(2) 米子高 DNS
ｶｹﾞﾓﾄ ｱﾔ 鳥　取

9 198 影本　絢(1) 米子西高 DNS
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾐ 鳥　取

11 36 山本　彩未(2) 米子西高 DNS
ﾌｶﾀﾞ ﾐｸ 鳥　取

17 38 深田　弥来(2) 米子西高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 14:20 決勝

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



高校女子100mH(0.840m)

県高校記録(THR)         14.26     長谷川　里美(鳥取・由良育英高)        1985
大会記録(GR)            14.91     山根　瑠美(鳥取・倉吉総産高)          2007

予選　2組0着＋8

1組 (風:+0.4) 2組 (風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｼﾅ ﾖｳ 鳥　取 ﾅｶｲ ﾕﾒﾐ 鳥　取

1 5 174 石名　遥(2) 鳥取西高 15.23 q 1 6 117 中井　夢実(2) 鳥取育英高 14.99 q
ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 鳥　取

2 4 145 谷岡　景子(1) 倉吉東高 16.41 q 2 4 170 田中　美月(2) 鳥取西高 15.69 q
ｱｻｵ ﾏﾉ 鳥　取 ｲｼｶﾞﾐ ｱﾔｶ 鳥　取

3 7 9 浅尾　まの(2) 鳥取商高 17.37 q 3 5 35 石上　彩佳(2) 米子西高 15.96 q
ﾀﾏﾀﾞ ﾐﾎ 鳥　取 ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ 鳥　取

4 9 200 玉田　美穂(1) 米子西高 18.01 q 4 9 167 竹内　ひかり(1) 倉吉総産高 17.39 q
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 鳥　取 ﾌｸｼﾏ ｻﾔ 鳥　取

5 2 98 吉田　樹璃(1) 鳥取城北高 19.04 5 7 148 福嶋　沙耶(1) 倉吉東高 18.15
ﾀﾅｶ ｼｵﾐ 鳥　取 ｷﾀﾔﾏ ﾘｻ 鳥　取

6 8 65 田中　詩央実(2) 倉吉総産高 19.16 6 3 233 北山　莉沙(1) 鳥取東高 21.96
ｶｼﾜｷﾞ ｻｸﾗ 鳥　取 ｼｼﾄﾞ ﾐｻｷ 鳥　取

7 3 51 柏木　咲良(2) 境高 20.15 8 50 宍戸　美咲(2) 境高 DNS
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 鳥　取

6 60 遠藤　菜々(1) 倉吉東高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 12:45 予選
9月19日 15:00 決勝

凡例  DNS:欠場



高校女子100mH(0.840m)

県高校記録(THR)         14.26     長谷川　里美(鳥取・由良育英高)        1985
大会記録(GR)            14.91     山根　瑠美(鳥取・倉吉総産高)          2007

決勝　

(風:+1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶｲ ﾕﾒﾐ 鳥　取

1 7 117 中井　夢実(2) 鳥取育英高 15.06
ｲｼﾅ ﾖｳ 鳥　取

2 6 174 石名　遥(2) 鳥取西高 15.07
ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 鳥　取

3 4 170 田中　美月(2) 鳥取西高 15.88
ｲｼｶﾞﾐ ｱﾔｶ 鳥　取

4 5 35 石上　彩佳(2) 米子西高 16.03
ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 鳥　取

5 9 145 谷岡　景子(1) 倉吉東高 16.15
ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ 鳥　取

6 2 167 竹内　ひかり(1) 倉吉総産高 16.91
ｱｻｵ ﾏﾉ 鳥　取

7 8 9 浅尾　まの(2) 鳥取商高 17.00
ﾀﾏﾀﾞ ﾐﾎ 鳥　取

8 3 200 玉田　美穂(1) 米子西高 17.92

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 12:45 予選
9月19日 15:00 決勝

凡例 



高校女子400mH(0.762m)

県高校記録(THR)         59.82     定常　銘美(鳥取・倉吉東高)            2006
大会記録(GR)            1:03.45   新　里菜(鳥取・由良育英高)            2004

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼﾅ ﾖｳ 鳥　取

1 3 174 石名　遥(2) 鳥取西高 1:05.49
ｱｻｵ ﾏﾉ 鳥　取

2 6 9 浅尾　まの(2) 鳥取商高 1:07.66
ﾓﾘﾀ ｶｽﾞ 鳥　取

3 4 30 森田　和(2) 倉吉東高 1:07.79
ﾌｸｼﾏ ｻﾔ 鳥　取

4 2 148 福嶋　沙耶(1) 倉吉東高 1:12.22
ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 鳥　取

5 8 145 谷岡　景子(1) 倉吉東高 1:12.33
ｲｽﾞﾐ ﾘﾅ 鳥　取

6 1 230 和泉　里奈(1) 境港総合高 1:15.29
ｶｼﾜｷﾞ ｻｸﾗ 鳥　取

7 5 51 柏木　咲良(2) 境高 1:16.21
ｷｸｼﾏ ｻﾜｶ 鳥　取

8 9 127 菊島　爽風(1) 境高 1:18.65
ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾘ 鳥　取

9 7 205 山本　愛梨(2) 倉吉西高 1:22.12

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 12:30 決勝

凡例 



高校女子5000mW

県高校記録(THR)         23:25.53  廣澤　里佳(鳥取・鳥取商高)            2000
大会記録(GR)            26:43.62  浅尾　千佳(鳥取・鳥取城北高)          2012

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｶﾓﾄ ｻｸﾗ 鳥　取

1 2 108 岡本　桜(2) 鳥取育英高 26:43.02 GR
ﾅｶﾞﾀ ｱｷ 鳥　取

2 4 121 長田　亜希(2) 鳥取育英高 28:54.45
ｱﾀﾗｼ ｿﾉｶ 鳥　取

3 3 86 新　苑香(2) 八頭高 31:02.84
ﾏﾂﾓﾄ ﾌｳｶ 鳥　取

4 1 210 松本　楓花(1) 境高 32:01.07
ｱﾏﾉ ﾙﾅ 鳥　取

5 6 125 天野　瑠奈(1) 鳥取育英高 33:37.42
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｶ 鳥　取

6 5 53 松本　梨花(2) 境高 36:34.45

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 13:45 決勝

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決勝

凡例  GR:大会記録



高校女子4X100mR

県高校記録(THR)         47.16     佐々木菜生子、小谷麻優美、盛田彩野、沢田侑輝乃(鳥取・鳥取城北高)2013
大会記録(GR)            48.40     佐々木菜生子・小谷麻優美・盛田彩野・澤田侑輝乃(鳥取・鳥取城北高)2012

予選　2組0着＋8

1組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ

DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

4ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ q 6ﾚｰﾝ q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 202 1 241 1 111

2 204 2 99 2 117

3 43 3 91 3 118

4 203 4 97 4 119

7ﾚｰﾝ q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾁｰﾑ名 記録
1

1 233 2
3

2 160 4
5

3 161 6
7

4 226

2組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1 1 217

2 2 2 216

3 3 3 6

4 4 4 218

4ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ q 6ﾚｰﾝ q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 54 1 83 1 151

2 50 2 186 2 29

3 126 3 187 3 60

4 52 4 82 4 30

7ﾚｰﾝ q

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾁｰﾑ名 記録
1

1 39 2
3

2 35 4
5

3 200 6
7

4 199

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 11:00 予選
9月19日 15:50 決勝

米子北高

鳥　取
米子東高

米子東高

ｿﾀ ﾘﾝｺ
曾田　凜子(1)

鳥　取
米子東高

ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ

鳥取城北高

ｵｸﾞﾗ ﾚｲﾅ
小椋　礼菜(1)

ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾉ
壹村　彩乃(2)

岡崎　穂乃香(1)
鳥　取
米子東高

ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳ
森本　結布(2)

鳥　取
鳥取城北高

ｳｴﾀ ﾕﾏ
上田　真悠(1)

鳥　取
鳥取城北高
鳥　取
鳥取城北高

ｵｶﾑﾗ ﾚｲﾈ
岡村　玲音(1)

鳥　取
鳥取城北高

鳥取育英高

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｶ
谷口　涼香(1)

鳥　取
鳥取育英高

ﾅｶｲ ﾕﾒﾐ
中井　夢実(2)

鳥　取
鳥取育英高

ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｶ
古川　京香(2)

鳥　取
鳥取育英高

ｲﾜｻｷ ﾏｷ
岩崎　万季(2)

鳥　取
鳥取育英高

鳥取東高

ｷﾀﾔﾏ ﾘｻ

ﾀﾆﾓﾄ ﾁｶ
谷本　知香(1)

鳥　取
米子東高

北山　莉沙(1)
鳥　取
鳥取東高

ﾐｳﾗ ﾅﾎ
三浦　菜穂(2)

鳥　取
鳥取東高

ｱﾝﾄﾞｳ ﾓｴﾅ
安道　萌奈(2)

鳥　取
鳥取東高

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷﾉ
中嶋　祐紀乃(1)

鳥　取
鳥取東高

米子南高

ｳﾁﾀﾞ ｱｲﾘ
内田　愛里(1)

鳥　取
米子南高

ﾔﾏﾈ ﾐｽｽﾞ
山根　美紗(1)

鳥　取
米子南高

ﾄｷﾐﾂ ﾅｵﾐ
時光　直美(2)

鳥　取
米子南高

ｺﾀﾆ ﾏﾄﾞｶ
小谷　まどか(1)

鳥　取
米子南高

境高

ﾀﾅｶ ﾐｵｺ

八頭高

ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾐ

倉吉東高

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ
田中　美桜子(2)

鳥　取
境高

ｼｼﾄﾞ ﾐｻｷ
宍戸　美咲(2)

鳥　取
境高

ﾏﾂｼﾀ ｻﾖ
松下　小夜(1)

鳥　取
境高

ﾃｼﾏ ﾅﾅ
手島　那奈(2)

鳥　取
境高

杉村　奈美(2)
鳥　取
八頭高

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ
山本　彩(1)

鳥　取
八頭高

ﾔﾏﾏｽ ｻｴ
山桝　瑳恵(1)

鳥　取
八頭高

ｶﾜｲ ﾅﾅﾐ
川井　七海(2)

鳥　取
八頭高

谷口　寧那(1)
鳥　取
倉吉東高

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ
松本　亜美(2)

鳥　取
倉吉東高

ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ
遠藤　菜々(1)

鳥　取
倉吉東高

ﾓﾘﾀ ｶｽﾞ
森田　和(2)

鳥　取
倉吉東高

米子西高

米子西高

ﾉｸﾞﾁ ﾏﾎ
野口　真帆(2)

鳥　取
米子西高

ｲｼｶﾞﾐ ｱﾔｶ

ｶﾈﾓﾄ ｱｶﾘ
兼本　朱里(1)

鳥　取
米子西高

石上　彩佳(2)
鳥　取
米子西高

ﾀﾏﾀﾞ ﾐﾎ
玉田　美穂(1)

鳥　取

凡例  DNS:欠場



高校女子4X100mR

県高校記録(THR)         47.16     佐々木菜生子、小谷麻優美、盛田彩野、沢田侑輝乃(鳥取・鳥取城北高)2013
大会記録(GR)            48.40     佐々木菜生子・小谷麻優美・盛田彩野・澤田侑輝乃(鳥取・鳥取城北高)2012

決勝　

1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
* * *

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 217 1 111 1 241

2 216 2 117 2 99

3 6 3 118 3 91

4 218 4 119 4 97

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
* * DQ,R2

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 151 1 54 1 233

2 29 2 50 2 160

3 60 3 126 3 161

4 30 4 52 4 226

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
* * *

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 202 1 39 1 83

2 204 2 35 2 186

3 43 3 200 3 187

4 203 4 199 4 82

順位 ﾁｰﾑ名 記録
1
2
3
4
5
6
7
8
9

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 11:00 予選
9月19日 15:50 決勝

米子南高

ｳﾁﾀﾞ ｱｲﾘ

鳥取育英高

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｶ

鳥取城北高

ｵｸﾞﾗ ﾚｲﾅ
内田　愛里(1)

鳥　取
米子南高

ﾔﾏﾈ ﾐｽｽﾞ
山根　美紗(1)

鳥　取
米子南高

ﾄｷﾐﾂ ﾅｵﾐ
時光　直美(2)

鳥　取
米子南高

ｺﾀﾆ ﾏﾄﾞｶ
小谷　まどか(1)

鳥　取
米子南高

谷口　涼香(1)
鳥　取
鳥取育英高

ﾅｶｲ ﾕﾒﾐ
中井　夢実(2)

鳥　取
鳥取育英高

ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｶ
古川　京香(2)

鳥　取
鳥取育英高

ｲﾜｻｷ ﾏｷ
岩崎　万季(2)

鳥　取
鳥取育英高

小椋　礼菜(1)
鳥　取
鳥取城北高

ｳｴﾀ ﾕﾏ
上田　真悠(1)

鳥　取
鳥取城北高

ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾉ
壹村　彩乃(2)

鳥　取
鳥取城北高

ｵｶﾑﾗ ﾚｲﾈ
岡村　玲音(1)

鳥　取
鳥取城北高

倉吉東高

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ
谷口　寧那(1)

鳥　取
倉吉東高

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 鳥　取
倉吉東高

ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ
遠藤　菜々(1)

鳥　取
倉吉東高

ﾓﾘﾀ ｶｽﾞ
森田　和(2)

鳥　取
倉吉東高

境高

ﾀﾅｶ ﾐｵｺ
田中　美桜子(2)

ﾏﾂｼﾀ ｻﾖ
松下　小夜(1)

松本　亜美(2)

鳥　取
境高

ｼｼﾄﾞ ﾐｻｷ
宍戸　美咲(2)

鳥　取
境高
鳥　取
境高

ﾃｼﾏ ﾅﾅ
手島　那奈(2)

鳥　取
境高

鳥取東高

ｷﾀﾔﾏ ﾘｻ
北山　莉沙(1)

鳥　取
鳥取東高

ﾐｳﾗ ﾅﾎ
三浦　菜穂(2)

鳥　取
鳥取東高

ｱﾝﾄﾞｳ ﾓｴﾅ
安道　萌奈(2)

鳥　取
鳥取東高

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷﾉ
中嶋　祐紀乃(1)

鳥　取
鳥取東高

米子東高

ｿﾀ ﾘﾝｺ

米子西高

ﾉｸﾞﾁ ﾏﾎ

八頭高

ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾐ
曾田　凜子(1)

鳥　取
米子東高

ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ
岡崎　穂乃香(1)

鳥　取
米子東高

ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳ
森本　結布(2)

鳥　取
米子東高

ﾀﾆﾓﾄ ﾁｶ
谷本　知香(1)

鳥　取
米子東高

野口　真帆(2)
鳥　取
米子西高

ｲｼｶﾞﾐ ｱﾔｶ
石上　彩佳(2)

鳥　取
米子西高

ﾀﾏﾀﾞ ﾐﾎ
玉田　美穂(1)

鳥　取
米子西高

ｶﾈﾓﾄ ｱｶﾘ
兼本　朱里(1)

鳥　取
米子西高

杉村　奈美(2)
鳥　取
八頭高

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ
山本　彩(1)

鳥　取
八頭高

ﾔﾏﾏｽ ｻｴ
山桝　瑳恵(1)

鳥　取
八頭高

ｶﾜｲ ﾅﾅﾐ
川井　七海(2)

鳥　取
八頭高

凡例  DQ:失格 R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ *:照度不足による撮影不良のため順位のみ確定



高校女子4X400mR

県高校記録(THR)         3:52.93   坂田悠維・岡崎麻央・岡崎楓子・柴田あすみ(鳥取・倉吉東高)2012
大会記録(GR)            3:57.72   坂田悠維・柴田あすみ・牧香澄・岡崎麻央(鳥取・倉吉東高)2012

予選　2組0着＋8

1組
1着 5ﾚｰﾝ q 2着 6ﾚｰﾝ q 3着 7ﾚｰﾝ q

4:08.57 4:14.23 4:21.15
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 202 1 111 1 50

2 41 2 117 2 126

3 43 3 122 3 54

4 204 4 119 4 52

4着 4ﾚｰﾝ q 5着 9ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
4:22.89 4:28.58 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 91 1 155 1

2 101 2 156 2

3 97 3 233 3

4 96 4 159 4

2組
1着 4ﾚｰﾝ q 2着 6ﾚｰﾝ q 3着 5ﾚｰﾝ q

4:09.02 4:14.31 4:20.79
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 174 1 30 1 11

2 171 2 29 2 9

3 170 3 151 3 8

4 172 4 145 4 61

4着 8ﾚｰﾝ q 5着 9ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
4:27.63 4:33.85 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 39 1 87 1

2 35 2 185 2

3 199 3 83 3

4 200 4 85 4

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 16:20 予選
9月21日 15:20 決勝

米子東高

ｿﾀ ﾘﾝｺ

鳥取育英高

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｶ

境高

ｼｼﾄﾞ ﾐｻｷ
曾田　凜子(1)

鳥　取
米子東高

ｵｵﾓﾘ ﾏﾎｺ
大森　真歩子(2)

鳥　取
米子東高

ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳ
森本　結布(2)

鳥　取
米子東高

ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ
岡崎　穂乃香(1)

鳥　取
米子東高

谷口　涼香(1)
鳥　取
鳥取育英高

ﾅｶｲ ﾕﾒﾐ
中井　夢実(2)

鳥　取
鳥取育英高

ﾅｶﾞﾐ ｴﾅ
永見　恵奈(2)

鳥　取
鳥取育英高

ｲﾜｻｷ ﾏｷ
岩崎　万季(2)

鳥　取
鳥取育英高

宍戸　美咲(2)
鳥　取
境高

ﾏﾂｼﾀ ｻﾖ
松下　小夜(1)

鳥　取
境高

ﾀﾅｶ ﾐｵｺ
田中　美桜子(2)

鳥　取
境高

ﾃｼﾏ ﾅﾅ
手島　那奈(2)

鳥　取
境高

鳥取城北高

ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾉ
壹村　彩乃(2)

鳥　取
鳥取城北高

ｶｸﾀﾆ ﾐﾁﾖ 鳥　取
鳥取城北高

ｵｶﾑﾗ ﾚｲﾈ
岡村　玲音(1)

鳥　取
鳥取城北高

ｲﾂﾞﾂ ﾕｳｷ
井筒　結希(1)

鳥　取
鳥取城北高

鳥取東高

ｷﾀﾜｷ ﾘｮｳｺ
北脇　亮子(2)

ｷﾀﾔﾏ ﾘｻ
北山　莉沙(1)

角谷　充代(1)

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾄﾐ
松本　仁美(2)

鳥　取
鳥取東高

鳥　取
鳥取東高

ｱﾜﾀ ｶﾔ
粟田　香椰(2)

鳥　取
鳥取東高

米子北高

鳥取西高

ｲｼﾅ ﾖｳ
石名　遥(2)

鳥　取
鳥取西高

鳥　取
倉吉東高

鳥　取
鳥取東高

ｱﾀﾞﾁ ｻｷ
足立　紗輝(2)

鳥　取
鳥取西高

ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ
田中　美月(2)

鳥　取
鳥取西高

倉吉東高

ﾓﾘﾀ ｶｽﾞ
森田　和(2)
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ
松本　亜美(2)

ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ
谷口　寧那(1)

鳥　取
倉吉東高

ﾊﾔｼ ﾋｶﾙ
林　ひかる(2)

鳥　取
鳥取西高 谷岡　景子(1)

鳥　取
倉吉東高

鳥取商高

ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ
近藤　さくら(2)

ﾐﾀ ｶﾅｺ
三田　華菜子(2)

鳥　取
倉吉東高

鳥　取
鳥取商高

ｱｻｵ ﾏﾉ
浅尾　まの(2)

鳥　取
鳥取商高
鳥　取
鳥取商高

ﾄｳｶﾞﾐ ｻﾔ
東上　紗耶(1)

鳥　取
鳥取商高

米子西高

ﾉｸﾞﾁ ﾏﾎ
野口　真帆(2)

鳥　取
米子西高

ｲｼｶﾞﾐ ｱﾔｶ

八頭高

ｼｵｶﾞｷ ﾌｳｶ
塩垣　楓香(2)

ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾐ
杉村　奈美(2)

石上　彩佳(2)
鳥　取
米子西高

ｶﾈﾓﾄ ｱｶﾘ
兼本　朱里(1)

谷口　桜(1)
鳥　取
八頭高

ﾀﾏﾀﾞ ﾐﾎ
玉田　美穂(1)

鳥　取
米子西高

鳥　取
米子西高

米子南高

鳥　取
八頭高

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｶ
宮本　有佳(2)

鳥　取
八頭高

鳥　取
八頭高

ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｸﾗ

凡例  DNS:欠場



高校女子4X400mR

県高校記録(THR)         3:52.93   坂田悠維・岡崎麻央・岡崎楓子・柴田あすみ(鳥取・倉吉東高)2012
大会記録(GR)            3:57.72   坂田悠維・柴田あすみ・牧香澄・岡崎麻央(鳥取・倉吉東高)2012

決勝　

1着 6ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ 3着 7ﾚｰﾝ
4:04.47 4:04.49 4:07.72

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 174 1 202 1 30

2 171 2 41 2 60

3 170 3 43 3 151

4 172 4 204 4 29

4着 9ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 4ﾚｰﾝ
4:14.67 4:18.24 4:20.94

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 9 1 50 1 118

2 61 2 126 2 111

3 8 3 54 3 117

4 11 4 52 4 122

7着 3ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
4:23.48 4:25.87

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 91 1 39

2 96 2 35

3 99 3 199

4 101 4 200

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 16:20 予選
9月21日 15:20 決勝

鳥取西高

ｲｼﾅ ﾖｳ

米子東高

ｿﾀ ﾘﾝｺ

倉吉東高

ﾓﾘﾀ ｶｽﾞ
石名　遥(2)

鳥　取
鳥取西高

ｱﾀﾞﾁ ｻｷ
足立　紗輝(2)

鳥　取
鳥取西高

ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ
田中　美月(2)

鳥　取
鳥取西高

ﾊﾔｼ ﾋｶﾙ
林　ひかる(2)

鳥　取
鳥取西高

曾田　凜子(1)
鳥　取
米子東高

ｵｵﾓﾘ ﾏﾎｺ
大森　真歩子(2)

鳥　取
米子東高

ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳ
森本　結布(2)

鳥　取
米子東高

ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ
岡崎　穂乃香(1)

鳥　取
米子東高

森田　和(2)
鳥　取
倉吉東高

ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ
遠藤　菜々(1)

鳥　取
倉吉東高

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ
谷口　寧那(1)

鳥　取
倉吉東高

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ
松本　亜美(2)

鳥　取
倉吉東高

鳥取商高

ｱｻｵ ﾏﾉ
浅尾　まの(2)

鳥　取
鳥取商高

ﾄｳｶﾞﾐ ｻﾔ
東上　紗耶(1)

鳥　取
鳥取商高

ﾐﾀ ｶﾅｺ
三田　華菜子(2)

鳥　取
鳥取商高
鳥　取
鳥取商高

境高

ｼｼﾄﾞ ﾐｻｷ
宍戸　美咲(2)

ﾀﾅｶ ﾐｵｺ
田中　美桜子(2)

鳥　取
境高

ﾏﾂｼﾀ ｻﾖ
松下　小夜(1)

鳥　取
境高
鳥　取
境高

ﾃｼﾏ ﾅﾅ
手島　那奈(2)

鳥　取
境高

鳥取育英高

ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｶ
古川　京香(2)

鳥　取
鳥取育英高

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｶ
谷口　涼香(1)

鳥　取
鳥取育英高

ﾅｶｲ ﾕﾒﾐ
中井　夢実(2)

鳥　取
鳥取育英高

ﾅｶﾞﾐ ｴﾅ
永見　恵奈(2)

鳥　取
鳥取育英高

鳥取城北高

ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾉ

米子西高

ﾉｸﾞﾁ ﾏﾎ

ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ
近藤　さくら(2)

壹村　彩乃(2)
鳥　取
鳥取城北高

ｲﾂﾞﾂ ﾕｳｷ
井筒　結希(1)

鳥　取
鳥取城北高

ｳｴﾀ ﾕﾏ
上田　真悠(1)

鳥　取
鳥取城北高

ｶｸﾀﾆ ﾐﾁﾖ
角谷　充代(1)

鳥　取
鳥取城北高

野口　真帆(2)
鳥　取
米子西高

ｲｼｶﾞﾐ ｱﾔｶ
石上　彩佳(2)

鳥　取
米子西高

ｶﾈﾓﾄ ｱｶﾘ
兼本　朱里(1)

鳥　取
米子西高

ﾀﾏﾀﾞ ﾐﾎ
玉田　美穂(1)

鳥　取
米子西高

凡例 



高校女子走高跳

県高校記録(THR)         1m79      渡辺　ゆかり(鳥取・鳥取西高)          1984
大会記録(GR)            1m70      川本衣里子/佐々木エルザ(鳥取・鳥取女子高/鳥取城北高)1991/2005

決勝　

ﾀﾅｶ ﾐｵｺ 鳥　取 － － ○ ○ ○ ○ × × ×

1 4 54 田中　美桜子(2) 境高 1m53
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 鳥　取 － － ○ ○ ○ × ○ × × ×

2 14 98 吉田　樹璃(1) 鳥取城北高 1m53
ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｶ 鳥　取 ○ ○ ○ × ○ × × ×

3 2 118 古川　京香(2) 鳥取育英高 1m45
ｷﾖﾊﾗ ﾐｻｷ 鳥　取 ○ × ○ ○ × × ×

4 10 33 清原　美咲(2) 倉吉東高 1m40
ﾀﾑﾗ ﾎﾉｶ 鳥　取 ○ ○ × ○ × × ×

5 13 237 田村　帆野佳(1) 倉吉東高 1m40
ｶｻｲ ﾅﾅｺ 鳥　取 × ○ ○ × ○ × × ×

6 8 232 笠井　菜々子(1) 米子西高 1m40
ﾃｼﾏ ﾅﾅ 鳥　取 ○ × × ○ × ○ × × ×

7 7 52 手島　那奈(2) 境高 1m40
ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 鳥　取 × ○ × ○ × × ○ × × ×

8 6 145 谷岡　景子(1) 倉吉東高 1m40
ﾖｼｷﾞ ｱｽｶ 鳥　取 ○ ○ × × ×

9 9 192 吉木　明日香(2) 米子高 1m35
ｲｼﾅ ﾖｳ 鳥　取 ○ ○ × × ×

9 11 174 石名　遥(2) 鳥取西高 1m35
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｺ 鳥　取 ○ ○ × × ×

9 12 236 藤原　莉子(2) 岩美高 1m35
ﾏﾂｵｶ ﾋﾅ 鳥　取 ○ × ○ × × ×

12 5 201 松岡　日菜(1) 米子東高 1m35
ｷﾉｼﾀ ｻﾂｷ 鳥　取 × × ×

1 235 木下　沙月(2) 岩美高 NM
ｲﾅﾀﾞ ﾓﾓｶ 鳥　取 × × ×

3 228 稲田　百花(1) 鳥取城北高 NM

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 12:30 決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m30 1m35

ｺﾒﾝﾄ
1m40 1m45 1m50 1m53 1m56

記録

凡例  NM:記録なし



高校女子砲丸投(4.000kg)

県高校記録(THR)         13m95     小川　智美(鳥取・由良育英高)          1985
大会記録(GR)            12m42     牧　和穂(鳥取・米子西高)              1997

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ 鳥　取

1 13 81 山田　真規(2) 八頭高 9m12 9m79 10m40 10m40 9m23 9m37 9m44 10m40
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 鳥　取

2 4 66 吉田　美月(2) 倉吉総産高 9m29 9m67 × 9m67 9m74 10m27 10m07 10m27
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ 鳥　取

3 7 186 山本　彩(1) 八頭高 8m70 9m62 9m53 9m62 9m79 9m01 8m54 9m79
ﾀｶﾞﾜ ｻｸﾗ 鳥　取

4 5 17 田川　桜(2) 米子高専 8m74 8m50 8m62 8m74 8m80 8m71 8m51 8m80
ｳｴﾀ ｱｶﾈ 鳥　取

5 1 227 植田　茜(1) 鳥取城北高 7m51 6m67 7m78 7m78 8m52 7m22 8m33 8m52
ﾀﾅｶ ｼｵﾐ 鳥　取

6 6 65 田中　詩央実(2) 倉吉総産高 8m08 7m05 7m52 8m08 8m16 8m04 7m62 8m16
ﾌﾙﾀ ｱｶﾘ 鳥　取

7 2 15 古田　あかり(2) 鳥取商高 7m24 7m83 7m49 7m83 8m02 7m59 7m96 8m02
ｷﾀﾔﾏ ﾘｻ 鳥　取

8 8 233 北山　莉沙(1) 鳥取東高 7m92 7m83 7m33 7m92 7m57 7m87 7m89 7m92
ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾘﾝ 鳥　取

9 14 147 藤原　花梨(1) 倉吉東高 7m25 7m14 7m12 7m25 7m25
ﾏﾀﾞ ｱｽｶ 鳥　取

10 3 47 馬田　あすか(2) 米子東高 7m04 6m73 6m62 7m04 7m04
ﾌﾙｲ ﾊﾙﾅ 鳥　取

11 11 164 古井　春菜(1) 鳥取東高 5m87 6m15 6m05 6m15 6m15
ﾖｼﾑﾗ ｱﾝﾅ 鳥　取

12 9 212 吉村　晏奈(1) 境港総合高 5m06 5m11 4m76 5m11 5m11
ﾌｸｼﾏ ﾐﾕｳ 鳥　取

13 12 213 福島　美友(1) 境港総合高 4m02 4m43 4m04 4m43 4m43
ﾊﾗ ｻﾔｶ 鳥　取

10 31 原　佐弥佳　(2) 倉吉東高 DNS

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 11:50 決勝

凡例  DNS:欠場



高校女子円盤投(1.000kg)

県高校記録(THR)         43m90     牧　和穂(鳥取・米子西)                1998
大会記録(GR)            38m48     松井　淳子(鳥取・由良育英高)          1990

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 鳥　取

1 13 66 吉田　美月(2) 倉吉総産高 29m49 32m15 35m07 35m07 8 32m63 33m21 31m28 35m07
ﾃｲｼ ﾕｷ 鳥　取

2 6 68 手石　侑岐(2) 倉吉総産高 22m73 26m92 26m81 26m92 4 28m13 27m26 28m97 28m97
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ 鳥　取

3 7 81 山田　真規(2) 八頭高 27m99 × 25m86 27m99 7 25m66 21m08 22m92 27m99
ﾀｶﾞﾜ ｻｸﾗ 鳥　取

4 10 17 田川　桜(2) 米子高専 26m14 26m65 27m46 27m46 5 26m26 24m93 27m80 27m80
ﾌﾙﾀ ｱｶﾘ 鳥　取

5 12 15 古田　あかり(2) 鳥取商高 27m76 × 25m51 27m76 6 23m94 27m46 27m62 27m76
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ 鳥　取

6 5 186 山本　彩(1) 八頭高 19m41 21m54 24m46 24m46 3 23m31 23m77 21m69 24m46
ｱﾝﾄﾞｳ ﾓｴﾅ 鳥　取

7 3 161 安道　萌奈(2) 鳥取東高 22m83 18m22 22m62 22m83 2 20m86 21m15 18m45 22m83
ﾏﾀﾞ ｱｽｶ 鳥　取

8 4 47 馬田　あすか(2) 米子東高 21m66 20m47 22m16 22m16 1 × × 20m05 22m16
ﾐｳﾗ ﾅﾎ 鳥　取

9 8 160 三浦　菜穂(2) 鳥取東高 × 19m65 19m75 19m75 19m75
ｳｴﾀ ｱｶﾈ 鳥　取

10 11 227 植田　茜(1) 鳥取城北高 16m56 15m05 16m99 16m99 16m99
ｴﾊﾞﾗ ｹｲﾅ 鳥　取

11 1 3 江原　慧奈(2) 米子南高 × × 16m64 16m64 16m64
ﾓﾘﾀ ｱﾔﾘ 鳥　取

12 14 221 森田　彩李(1) 米子南高 8m94 × 12m77 12m77 12m77
ﾏｽｲ ﾓｴ 鳥　取

13 9 220 益井　萌愛(1) 米子南高 11m43 11m49 12m47 12m47 12m47
タナカ シホ 鳥　取

14 2 208 田中　志穂(2) 青谷高 × 10m92 11m73 11m73 11m73

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 12:30 決勝

凡例 



高校女子やり投(0.700kg)

県高校記録(THR)         52m12     田中　晴菜(鳥取・倉吉総合産業高)      2013
大会記録(GR)            46m64     田中　晴菜(鳥取・倉吉総合産業高)      2012

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾃｲｼ ﾕｷ 鳥　取

1 7 68 手石　侑岐(2) 倉吉総産高 36m23 35m14 37m37 37m37 8 38m14 38m42 34m62 38m42
ｱﾝﾄﾞｳ ﾓｴﾅ 鳥　取

2 12 161 安道　萌奈(2) 鳥取東高 32m62 35m80 33m44 35m80 7 35m65 33m55 34m86 35m80
ﾀｶﾞﾜ ｻｸﾗ 鳥　取

3 6 17 田川　桜(2) 米子高専 32m65 32m31 33m91 33m91 6 33m78 32m77 32m16 33m91
ﾏﾀﾞ ｱｽｶ 鳥　取

4 8 47 馬田　あすか(2) 米子東高 26m30 32m91 × 32m91 5 29m78 28m74 33m68 33m68
ﾐｳﾗ ﾅﾎ 鳥　取

5 14 160 三浦　菜穂(2) 鳥取東高 30m46 30m42 29m45 30m46 4 30m04 28m55 29m29 30m46
ｶﾜｲ ﾅﾅﾐ 鳥　取

6 11 82 川井　七海(2) 八頭高 30m37 27m90 25m67 30m37 3 27m07 26m10 21m41 30m37
ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾅ 鳥　取

7 13 114 足立　幸奈(1) 鳥取育英高 26m63 27m27 29m72 29m72 2 29m97 29m87 25m71 29m97
ﾀﾅｶ ｼｵﾐ 鳥　取

8 4 65 田中　詩央実(2) 倉吉総産高 19m44 22m84 27m40 27m40 1 27m52 27m13 × 27m52
ｴﾊﾞﾗ ｹｲﾅ 鳥　取

9 9 3 江原　慧奈(2) 米子南高 21m61 24m61 24m88 24m88 24m88
ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾘﾝ 鳥　取

10 1 147 藤原　花梨(1) 倉吉東高 24m23 19m77 18m65 24m23 24m23
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ 鳥　取

11 17 81 山田　真規(2) 八頭高 19m23 21m59 23m61 23m61 23m61
ﾐﾀ ｶﾅｺ 鳥　取

12 16 8 三田　華菜子(2) 鳥取商高 22m49 × 23m01 23m01 23m01
ﾓﾘﾀ ｱﾔﾘ 鳥　取

13 10 221 森田　彩李(1) 米子南高 × × 22m48 22m48 22m48
ｷﾉｼﾀ ｻﾂｷ 鳥　取

14 3 235 木下　沙月(2) 岩美高 20m21 21m86 18m75 21m86 21m86
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｺ 鳥　取

15 15 236 藤原　莉子(2) 岩美高 18m46 18m44 17m85 18m46 18m46
ﾏｽｲ ﾓｴ 鳥　取

16 2 220 益井　萌愛(1) 米子南高 9m73 10m76 11m96 11m96 11m96
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 鳥　取

5 182 山本　千紘(1) 岩美高 DNS

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 14:30 決勝

凡例  DNS:欠場



中学１年男子100m

県中学１年記録(TCR)     11.70     新　憲太郎(鳥取・後藤ヶ丘中)          2004
大会記録(GR)            11.81     大石　直徹(鳥取・後藤ヶ丘中)          2013

予選　9組0着＋8

1組 (風:+3.0) 2組 (風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｷ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 鳥　取

1 7 161 藤村　勇希(1) 福生中 12.19 q 1 7 454 田中　光(1) 鴨川中 12.48 q
ｷｭｳﾌﾞﾝ ﾀｸﾐ 鳥　取 ｻｺ ﾘｷﾄ 鳥　取

2 5 184 久文　拓海(1) 大山中 12.70 2 6 215 佐子　理輝人(1) 中山中 12.77
ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥　取 ｽｷﾞﾉﾌﾞ ﾋｶﾙ 鳥　取

3 4 753 福庭　陽成(1) 国府中 13.46 3 5 415 杉信　　光(1) 久米中 13.23
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 鳥　取 ﾅｶﾉ ﾚﾝﾀ 鳥　取

4 9 398 中村　浩幸(1) 赤碕中 13.53 4 4 375 中野　蓮太(1) 北溟中 13.37
ﾓﾘ ｺｳﾍｲ 鳥　取 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 鳥　取

5 6 309 森　光平(1) 三朝中 13.55 5 9 278 清水　龍哉(1) 岸本中 13.62
ｽﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 鳥　取 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ 鳥　取

6 8 374 陶山　知明(1) 北溟中 13.93 6 8 927 松本　侑斗(1) 鳥大附属中 14.20
ｶﾅｻﾞﾜ ﾄﾓﾅﾘ ﾆｯﾀ ﾏｻﾋﾛ 鳥　取

7 1 284 金澤　友生(1) 後藤ヶ丘中 14.16 7 2 200 新田　将大(1) 日南中 15.63
ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ 鳥　取 ｽｷﾞｼﾏ ﾋﾛﾀｶ 鳥　取

8 2 447 藤田　卓己(1) 東郷中 15.02 8 3 427 杉嶋　広陸(1) 東伯中 16.31
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ 鳥　取

9 3 418 松岡　宥磨(1) 久米中 15.02

3組 (風:+1.6) 4組 (風:+2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾄ 鳥　取 ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ 鳥　取

1 7 662 西山　夏都(1) 鳥取南中 12.66 q 1 6 60 広瀬　歩真(1) 福米中 12.58 q
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｾｲ 鳥　取 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 鳥　取

2 5 62 林　凌生(1) 福米中 13.15 2 5 712 山本　純嗣(1) 鳥取東中 12.91
ｲﾜﾓﾄ ｺｽﾓ 鳥　取 ｱﾝﾖｳｼﾞ ﾊﾙﾄ 鳥　取

3 4 459 岩本　輝星(1) 倉吉西中 13.56 3 4 862 安養寺　陽人(1) 中ノ郷中 13.14
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 鳥　取 ﾀｶﾞ ｼﾝﾉｽｹ 鳥　取

4 6 754 山本　涼雅(1) 国府中 13.65 4 2 241 多賀　慎之介(1) 日野中 13.78
ｼﾉﾀﾞ ｺｳﾀ 鳥　取 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 鳥　取

5 2 118 篠田　幸汰(1) 後藤ヶ丘中 14.58 5 9 356 岡本　悠希(1) 倉吉東中 13.90
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 鳥　取 ﾀｶｶﾞｷ ﾘｸ 鳥　取

6 9 455 田中　大地(1) 鴨川中 14.62 6 8 607 高垣　來空(1) 岩美中 13.97
ﾀﾆﾓﾄ ｷｲﾁ 鳥　取 ｳｽｲ ﾕｳｷ 鳥　取

7 8 695 谷本　葵一(1) 鳥大附属中 15.03 7 7 752 臼井　優稀(1) 国府中 14.16
ｵｻﾞｻ ｼﾞｭﾚﾝ 鳥　取 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 鳥　取

8 3 91 小笹　　樹蓮(1) 境港第三中 17.46 8 3 217 井上　雄太(1) 中山中 15.93

5組 (風:+1.9) 6組 (風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏｴﾀ ﾄﾓｷ 鳥　取 ｲﾁﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 鳥　取

1 6 236 前田　智暉(1) 東山中 12.94 1 6 342 市村　知弘(1) 河北中 12.07 q
ﾔﾏｳﾗ ﾘｭｳｶﾞ 鳥　取 ｵｵﾐﾈ ﾀｶﾄｼ 鳥　取

2 4 137 山浦　隆雅(1) 箕蚊屋中 13.06 2 5 133 大峯　敬俊(1) 箕蚊屋中 12.86
ﾊｾﾞ ﾕｳﾀ 鳥　取 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ 鳥　取

3 7 390 櫨　優太(1) 倉吉西中 13.40 3 4 389 河本　優太(1) 倉吉西中 13.64
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 鳥　取 ｶﾂﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 鳥　取

4 9 881 谷口　綾一(1) 高草中 13.84 4 9 29 勝部　和磨(1) 境港第二中 14.19
ｺﾀﾞﾏ ｿｳｼ 鳥　取 ｳﾗｶﾜ ﾘｮｳｴｲ 鳥　取

5 2 345 児玉　壮志(1) 河北中 14.23 5 3 272 浦川　凌英(1) 米子北斗中 15.16
ｶﾜｸﾞﾁ ﾚﾝ 鳥　取 ｲｻﾞﾜ ﾐﾂﾉﾘ 鳥　取

6 3 861 河口　蓮(1) 中ノ郷中 14.23 6 2 279 井澤　三教(1) 岸本中 15.83
ｲｼﾊﾗ ﾀｲｾｲ 鳥　取 ﾊｾ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

7 8 202 石原　大聖(1) 日南中 14.51 7 623 長谷　亮汰(1) 福部中 DNS
ｱｲｵｲ ｱﾂﾐ 鳥　取 ｷﾑﾗ ｽｻﾞｸ 鳥　取

5 306 相生　敦海(1) 三朝中 DNS 8 229 木村　朱咲(1) 弓ヶ浜中 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 11:10 予選
9月20日 14:15 決勝

凡例  DNS:欠場



中学１年男子100m

県中学１年記録(TCR)     11.70     新　憲太郎(鳥取・後藤ヶ丘中)          2004
大会記録(GR)            11.81     大石　直徹(鳥取・後藤ヶ丘中)          2013

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 11:10 予選
9月20日 14:15 決勝

予選　9組0着＋8

7組 (風:+1.7) 8組 (風:+2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ 鳥　取 ﾀｶﾀﾞ ﾘｭｳ 鳥　取

1 4 59 下村　翔太(1) 福米中 12.00 q 1 5 185 高田　龍(1) 大山中 12.42 q
ｳﾁｶﾜ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 鳥　取 ﾔﾏﾈ ﾀｲｾｲ 鳥　取

2 5 323 内川　翔一朗(1) 大栄中 12.53 q 2 7 449 山根　大世(1) 東郷中 13.34
ｳｴﾉﾌﾐﾔ 鳥　取 ﾏﾂｳﾗ ｹｲ 鳥　取

3 7 709 上野　文也(1) 鳥取東中 13.57 3 6 224 松浦　慧(1) 湊山中 13.40
ﾄﾞｲ ﾚｵ 鳥　取 ﾔﾏｻｷ ｺｳﾍｲ 鳥　取

4 8 446 土井　麗央(1) 東郷中 14.07 4 8 693 山﨑　公平(1) 鳥大附属中 14.28
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾋｶﾙ 鳥　取 ﾑﾗｶﾜ ﾊﾙｷ 鳥　取

5 3 216 森長　輝(1) 中山中 14.72 5 9 377 村川　春輝(1) 北溟中 14.54
ｶﾜｸﾞﾁ ｲｸﾏ 鳥　取 ｻﾉ ｶｴﾃﾞ 鳥　取

6 2 357 川口　育馬(1) 倉吉東中 15.14 6 2 240 佐野　楓(1) 日野中 14.60
ﾀﾆﾉ ｷﾖﾕｷ 鳥　取 ﾀﾌﾞｻ ﾕｳｽｹ 鳥　取

6 183 谷野　聖幸(1) 大山中 DNS 7 3 416 田總　祐介(1) 久米中 15.41
ﾀｶﾀ ﾕｳｼﾝ 鳥　取 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂｼ 鳥　取

9 624 高田　勇進(1) 気高中 DNS 4 776 宮本　温志(1) 鳥取西中 DNS

9組 (風:+2.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ 鳥　取

1 4 135 松本　海虎(1) 箕蚊屋中 12.66 q
ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭｳ 鳥　取

2 7 10 石飛　秀(1) 境港第一中 12.91
ｷﾇｶﾞｻ ｺｳｲﾁ 鳥　取

3 6 456 衣笠　功一(1) 鴨川中 13.19
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 鳥　取

4 5 322 小林　匠(1) 大栄中 13.33
ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ 鳥　取

5 3 343 加藤　広晃(1) 河北中 13.90
ﾏｷﾀ ｻﾄｼ 鳥　取

6 8 308 牧田　聡(1) 三朝中 13.98
ﾂｶﾓﾄ ﾀｶﾔ 鳥　取

7 9 281 塚本　貴也(1) 後藤ヶ丘中 14.09
ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾀ 鳥　取

8 2 606 村上　将太(1) 岩美中 14.18

凡例  DNS:欠場



中学１年男子100m

県中学１年記録(TCR)     11.70     新　憲太郎(鳥取・後藤ヶ丘中)          2004
大会記録(GR)            11.81     大石　直徹(鳥取・後藤ヶ丘中)          2013

決勝　

(風:+2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾁﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 鳥　取

1 5 342 市村　知弘(1) 河北中 11.96
ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ 鳥　取

2 4 59 下村　翔太(1) 福米中 12.00
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｷ 鳥　取

3 6 161 藤村　勇希(1) 福生中 12.13
ﾀｶﾀﾞ ﾘｭｳ 鳥　取

4 3 185 高田　龍(1) 大山中 12.34
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 鳥　取

5 9 454 田中　光(1) 鴨川中 12.34
ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ 鳥　取

6 8 60 広瀬　歩真(1) 福米中 12.50
ｳﾁｶﾜ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 鳥　取

7 7 323 内川　翔一朗(1) 大栄中 12.53
ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾄ 鳥　取

8 2 662 西山　夏都(1) 鳥取南中 12.63
ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ 鳥　取

9 1 135 松本　海虎(1) 箕蚊屋中 12.71

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 11:10 予選
9月20日 14:15 決勝

凡例 



中学２年男子100m

県中学２年記録(TCR)     11.29     坂田　育斗(鳥取・河北中)              2012
大会記録(GR)            11.51     坂田　育斗(鳥取・河北中)              2012

予選　7組0着＋8

1組 (風:-0.4) 2組 (風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀﾅｶ ｿｳﾀ 鳥　取 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ 鳥　取

1 5 394 田中　創太(2) 赤碕中 12.12 q 1 4 841 井上　裕人(2) 中央中 12.18 q
ｸﾛｻﾜ ｶｵﾙ 鳥　取 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 鳥　取

2 6 109 黒澤　薫史(2) 後藤ヶ丘中 12.65 2 3 424 松本　隼(2) 東伯中 12.49
ﾌｸﾏｽ ｹｲﾀ 鳥　取 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｼﾝﾔ 鳥　取

3 4 373 福枡　圭太(2) 北溟中 12.91 3 5 131 林原　慎矢(2) 箕蚊屋中 12.52
ｱﾍﾞ ﾀｶﾔ 鳥　取 ﾆｼﾀﾆ ﾐｷ 鳥　取

4 7 44 阿部　誉也(2) 福米中 13.08 4 2 336 西谷　美輝(2) 河北中 12.71
ﾏｴｶﾜ ﾕｳﾘ 鳥　取 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 鳥　取

5 8 759 前川　悠吏(2) 湖東中 13.18 5 6 760 橋本　淳哉(2) 湖東中 13.05
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ 鳥　取 ﾅｶｼﾏ ﾘｭｳｲﾁ 鳥　取

6 9 425 松本　昂(2) 東伯中 13.32 6 8 749 中島　竜一(2) 国府中 13.72
ｻｸﾗｲ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取 ﾏｷﾀ ｺｳｷ 鳥　取

7 3 840 櫻井　亮輔(2) 中央中 13.79 7 7 304 牧田　晃希(2) 三朝中 13.73
ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀ 鳥　取 ﾊｼﾑﾗ ｺｳﾍｲ 鳥　取

8 2 785 村上　巧多(2) 岩美中 14.23 8 9 742 橋村　滉平(1) 桜ヶ丘中 13.95
ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾄ 鳥　取

9 1 142 小椋　拓人(2) 米子北斗中 14.57

3組 (風:+1.5) 4組 (風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱｵｷ ｹｲﾀ 鳥　取 ｵｵｲｼ ﾅｵﾄ 鳥　取

1 4 814 青木　啓太(2) 智頭中 12.24 q 1 4 108 大石　直徹(2) 後藤ヶ丘中 11.33 GR q
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 鳥　取 ｷｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 鳥　取

2 5 750 山田　祐也(2) 国府中 12.97 2 3 653 岸田　拓真(2) 鳥取南中 12.70
ﾅｶｲ ｼﾞｭﾝｷ 鳥　取 ｶﾈﾀﾞ ﾅｵﾔ 鳥　取

3 6 705 中居　潤稀(2) 鳥取東中 12.99 3 5 385 兼田　直哉(2) 倉吉西中 12.86
ﾅｶｶﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取 ｻｶﾀ ｼｮｳ 鳥　取

4 9 26 中上　貴大(2) 岸本中 13.35 4 9 320 坂田　匠　　(2) 大栄中 13.08
ﾊﾔｼ ｾｲﾀﾛｳ 鳥　取 ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

5 7 673 林　晟太郎(2) 船岡中 13.46 5 6 369 中原　僚汰(2) 北溟中 13.28
ﾔｽﾓﾄ ﾊﾔﾃ 鳥　取 ｻﾜﾀﾞ ﾊﾔﾄ 鳥　取

6 3 305 安本　颯(2) 三朝中 14.48 6 1 854 澤田　颯斗(2) 中ノ郷中 13.59
ｶｹﾞﾔﾏ ｼｭﾝ 鳥　取 ｶﾜｶﾐ ﾄﾓｷ 鳥　取

2 98 景山　峻　(2) 溝口中 DNS 7 7 905 河上　智紀(2) 河原中 13.71
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 鳥　取 ﾀﾋﾞﾗ ｺｳﾀﾛｳ 鳥　取

8 784 西村　大樹(2) 岩美中 DNS 8 2 545 田平　弘太郎(2) 河北中 13.81
ｼﾓｳﾗ ｶｼﾝ 鳥　取

8 88 下浦　可信(2) 境港第三中 DNS

5組 (風:+2.1) 6組 (風:+2.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏｴﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥　取 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾍｲ 鳥　取

1 3 703 前田　健太朗(2) 鳥取東中 11.49 q 1 6 820 山本　龍平(2) 智頭中 12.24 q
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥　取 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 鳥　取

2 5 132 松本　雄大(2) 箕蚊屋中 12.33 q 2 5 774 吉多　真吾(2) 鳥取西中 12.43
ｵｵﾓﾘ ﾄﾓﾔ 鳥　取 ﾌｷﾉ ﾌﾐﾔ 鳥　取

3 4 815 大森　誠也(2) 智頭中 12.40 3 4 43 吹野　文哉(2) 福米中 12.47
ｼﾐｽﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 鳥　取 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀ 鳥　取

4 6 740 清水　総一郎(2) 桜ヶ丘中 12.98 4 9 112 林　建汰(2) 後藤ヶ丘中 12.64
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 鳥　取 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳｶﾞ 鳥　取

5 2 339 足立　龍之介(2) 河北中 13.00 5 7 213 森田　凌雅(2) 中山中 13.12
ﾏﾂｵｶ ﾅｵﾔ 鳥　取 ﾅｶﾞﾀ ｼｭｳﾄ 鳥　取

6 7 786 松岡　直哉(2) 岩美中 13.13 6 8 28 永田　脩斗(2) 境港第二中 13.42
ﾎﾄﾞｸﾞﾁ ﾏｷ 鳥　取 ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛｷ 鳥　取

7 8 222 程口　真樹(2) 湊山中 13.51 7 3 856 島崎　寛己(2) 中ノ郷中 13.57
ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ 鳥　取 ﾔﾏﾈ ｺｳﾀﾞｲ 鳥　取

8 9 852 福田　洸翔(2) 中ノ郷中 13.69 2 671 山根　広大(2) 船岡中 DNS
ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞｷ 鳥　取

9 1 239 柴田　和輝(2) 日野中 14.22

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 11:40 予選
9月20日 14:20 決勝

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学２年男子100m

県中学２年記録(TCR)     11.29     坂田　育斗(鳥取・河北中)              2012
大会記録(GR)            11.51     坂田　育斗(鳥取・河北中)              2012

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 11:40 予選
9月20日 14:20 決勝

予選　7組0着＋8

7組 (風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 鳥　取

1 5 207 佐川　竜斗(2) 中山中 11.68 q
ｼﾓﾑﾗ ｺｳｾｲ 鳥　取

2 4 8 下村　好誠(2) 境港第一中 12.35
ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 鳥　取

3 6 386 石田　和喜(2) 倉吉西中 12.46
ｷﾊﾗ ｿｳﾀ 鳥　取

4 3 874 木原　颯太(2) 高草中 13.19
ﾏｴﾀ ｼﾝｺﾞ 鳥　取

5 7 438 前田　慎梧(2) 東郷中 13.40
ﾆｼﾀﾆ ﾀﾂｷ 鳥　取

6 9 842 西谷　竜希(2) 中央中 13.63
ｻﾅﾀﾞ ｱﾂｼ 鳥　取

7 8 372 真多　敦志(2) 北溟中 13.81
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｷ 鳥　取

8 2 238 松本　竜輝(2) 日野中 14.53
ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取

9 1 303 福田　俊介(2) 三朝中 16.49

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学２年男子100m

県中学２年記録(TCR)     11.29     坂田　育斗(鳥取・河北中)              2012
大会記録(GR)            11.51     坂田　育斗(鳥取・河北中)              2012

決勝　

(風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｲｼ ﾅｵﾄ 鳥　取

1 5 108 大石　直徹(2) 後藤ヶ丘中 11.40
ﾏｴﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥　取

2 7 703 前田　健太朗(2) 鳥取東中 11.58
ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 鳥　取

3 6 207 佐川　竜斗(2) 中山中 11.60
ﾀﾅｶ ｿｳﾀ 鳥　取

4 4 394 田中　創太(2) 赤碕中 11.97
ｱｵｷ ｹｲﾀ 鳥　取

5 8 814 青木　啓太(2) 智頭中 12.20
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ 鳥　取

6 9 841 井上　裕人(2) 中央中 12.25
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥　取

7 2 132 松本　雄大(2) 箕蚊屋中 12.47
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾍｲ 鳥　取

8 3 820 山本　龍平(2) 智頭中 13.22

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 11:40 予選
9月20日 14:20 決勝

凡例 



中学男子200m

県中学記録(TCR)         22.42     坂田　育斗(鳥取・河北中)              2013
大会記録(GR)            23.03     坂田　育斗(鳥取・河北中)              2012

予選　6組0着＋8

1組 (風:+1.1) 2組 (風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 鳥　取 ﾏｴﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥　取

1 5 207 佐川　竜斗(2) 中山中 24.35 q 1 3 703 前田　健太朗(2) 鳥取東中 23.56 q
ｱｲｵｲ ｱﾂﾐ 鳥　取 ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ 鳥　取

2 7 306 相生　敦海(1) 三朝中 24.64 q 2 6 59 下村　翔太(1) 福米中 25.54
ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 鳥　取 ｷｭｳﾌﾞﾝ ﾀｸﾐ 鳥　取

3 6 424 松本　隼(2) 東伯中 25.41 q 3 4 184 久文　拓海(1) 大山中 26.57
ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾄ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 鳥　取

4 9 662 西山　夏都(1) 鳥取南中 26.30 4 1 691 田中　悠暉(1) 鳥大附属中 26.87
ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛｷ 鳥　取 ﾆｼﾀﾆ ﾀﾂｷ 鳥　取

5 4 856 島崎　寛己(2) 中ノ郷中 28.15 5 5 842 西谷　竜希(2) 中央中 27.50
ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀ 鳥　取 ﾀﾋﾞﾗ ｺｳﾀﾛｳ 鳥　取

6 3 785 村上　巧多(2) 岩美中 28.64 6 2 545 田平　弘太郎(2) 河北中 27.92
ｵｶﾓﾄ ﾄﾓｷ 鳥　取 ﾄﾞｲ ﾚｵ 鳥　取

7 8 444 岡本　共生(1) 東郷中 28.90 7 7 446 土井　麗央(1) 東郷中 29.13
ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹﾋﾛ 鳥　取 ﾖﾈﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取

8 2 115 海老沼　毅大(1) 後藤ヶ丘中 30.48 8 8 388 米田　恭平(1) 倉吉西中 29.16
ﾀﾌﾞｻ ﾕｳｽｹ 鳥　取

9 9 416 田總　祐介(1) 久米中 31.87

3組 (風:+1.1) 4組 (風:+3.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱｵｷ ｹｲﾀ 鳥　取 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 鳥　取

1 6 814 青木　啓太(2) 智頭中 24.88 q 1 2 338 山下　嘉幾(2) 河北中 23.98 q
ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳ 鳥　取 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ 鳥　取

2 5 384 森本　凌(2) 北溟中 25.50 q 2 3 841 井上　裕人(2) 中央中 25.18 q
ｸﾛｻﾜ ｶｵﾙ 鳥　取 ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

3 3 109 黒澤　薫史(2) 後藤ヶ丘中 25.76 3 4 816 大森　椋太(2) 智頭中 26.45
ｳﾁｶﾜ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 鳥　取 ｲｼｲ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取

4 4 323 内川　翔一朗(1) 大栄中 26.80 4 1 411 石井　龍成(2) 久米中 27.95
ﾏｷﾀ ｺｳｷ 鳥　取 ﾔﾏﾈ ﾀｲｾｲ 鳥　取

5 7 304 牧田　晃希(2) 三朝中 27.94 5 9 449 山根　大世(1) 東郷中 28.05
ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 鳥　取 ｶﾀﾔﾏ ﾀｲｷ 鳥　取

6 8 356 岡本　悠希(1) 倉吉東中 28.25 6 7 371 片山　太貴(2) 北溟中 28.59
ﾔﾏﾈ ｺｳｽｹ 鳥　取 ｳﾗｶﾜ ﾘｮｳｴｲ 鳥　取

7 9 387 山根　浩輔(1) 倉吉西中 28.78 7 8 272 浦川　凌英(1) 米子北斗中 31.84
ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾄ 鳥　取 ﾀｶﾀﾞ ﾘｭｳ 鳥　取

8 1 142 小椋　拓人(2) 米子北斗中 30.96 5 185 高田　龍(1) 大山中 DNS
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 鳥　取 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 鳥　取

2 784 西村　大樹(2) 岩美中 DNS 6 750 山田　祐也(2) 国府中 DNS

5組 (風:+0.9) 6組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 鳥　取 ﾃﾗﾀﾆ ﾕｳｺﾞ 鳥　取

1 7 653 岸田　拓真(2) 鳥取南中 25.80 1 5 817 寺谷　侑悟(2) 智頭中 25.86
ﾏｴﾀ ｷｲﾁﾛｳ 鳥　取 ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ 鳥　取

2 8 888 前田　貴一郎(2) 気高中 25.82 2 6 60 広瀬　歩真(1) 福米中 26.08
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 鳥　取 ﾀﾆﾓﾄ ﾀﾂﾔ 鳥　取

3 3 712 山本　純嗣(1) 鳥取東中 26.76 3 3 412 谷本　達哉(2) 久米中 26.15
ｶﾈﾀﾞ ﾅｵﾔ 鳥　取 ﾅｶｲ ｼﾞｭﾝｷ 鳥　取

4 6 385 兼田　直哉(2) 倉吉西中 26.93 4 2 705 中居　潤稀(2) 鳥取東中 27.33
ﾌｸﾏ ｶｲﾄ 鳥　取 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 鳥　取

5 4 192 福間　海斗(1) 大山中 28.39 5 1 278 清水　龍哉(1) 岸本中 28.25
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 鳥　取 ﾓﾘ ｺｳﾍｲ 鳥　取

6 9 754 山本　涼雅(1) 国府中 28.74 6 7 309 森　光平(1) 三朝中 28.60
ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ 鳥　取 ｶﾂﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 鳥　取

7 5 852 福田　洸翔(2) 中ノ郷中 29.82 7 8 29 勝部　和磨(1) 境港第二中 28.96
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾋｶﾙ 鳥　取 ﾄﾞｲ ﾔｽﾋﾛ 鳥　取

8 2 216 森長　輝(1) 中山中 31.79 8 9 368 土井　康裕(2) 北溟中 30.54
ｵｵｲｼ ﾅｵﾄ 鳥　取

4 108 大石　直徹(2) 後藤ヶ丘中 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 10:55 予選
9月21日 13:30 決勝

凡例  DNS:欠場



中学男子200m

県中学記録(TCR)         22.42     坂田　育斗(鳥取・河北中)              2013
大会記録(GR)            23.03     坂田　育斗(鳥取・河北中)              2012

決勝　

(風:+2.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｴﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥　取

1 7 703 前田　健太朗(2) 鳥取東中 23.20
ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 鳥　取

2 4 207 佐川　竜斗(2) 中山中 23.83
ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 鳥　取

3 6 338 山下　嘉幾(2) 河北中 23.90
ｱｲｵｲ ｱﾂﾐ 鳥　取

4 5 306 相生　敦海(1) 三朝中 24.55
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ 鳥　取

5 8 841 井上　裕人(2) 中央中 24.70
ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳ 鳥　取

6 3 384 森本　凌(2) 北溟中 24.79
ｱｵｷ ｹｲﾀ 鳥　取

7 9 814 青木　啓太(2) 智頭中 24.80
ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 鳥　取

8 2 424 松本　隼(2) 東伯中 25.33

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 10:55 予選
9月21日 13:30 決勝

凡例 



中学男子400m

県中学記録(TCR)         50.28     住谷　俊亮(鳥取・鳥取西中)            2013
大会記録(GR)            54.70     藤原　健太(鳥取・法勝寺中)            2008

予選　5組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 鳥　取 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳ 鳥　取

1 3 338 山下　嘉幾(2) 河北中 54.96 q 1 7 384 森本　凌(2) 北溟中 57.87 q
ｵﾝﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 鳥　取 ｽﾐ ｹｲﾀ 鳥　取

2 7 45 恩部　義弘(2) 福米中 59.54 q 2 4 30 角　啓汰(1) 境港第二中 59.16 q
ﾊﾁﾔ ﾋﾛﾉﾌﾞ 鳥　取 ﾓﾘｼﾀｱﾕﾑ 鳥　取

3 4 247 八谷　泰史(2) 美保中 1:00.29 3 8 707 森下　歩(2) 鳥取東中 59.87
ｸｻｶﾍﾞ ﾕｳﾏ 鳥　取 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 鳥　取

4 8 141 日下部　佑磨(2) 米子北斗中 1:08.36 4 9 339 足立　龍之介(2) 河北中 1:00.50
ﾆｼﾓﾄ ｾｲｷ 鳥　取 ﾀﾆﾓﾄ ﾀﾂﾔ 鳥　取

5 9 458 西本　晟希(1) 倉吉西中 1:18.20 5 2 412 谷本　達哉(2) 久米中 1:00.80
ｷﾓﾄ ﾏｻﾄ 鳥　取 ｻｶﾀ ｼｮｳ 鳥　取

5 188 木本　誠人(1) 大山中 DQ,T1 6 5 320 坂田　匠　　(2) 大栄中 1:01.28
ｵｶﾓﾄ ﾄﾓｷ 鳥　取 ﾀｶﾂｶ ﾋﾛﾔ 鳥　取

6 444 岡本　共生(1) 東郷中 DQ,T1 7 3 397 高塚　裕也(1) 赤碕中 1:02.69
ﾌｸﾏ ｶｲﾄ 鳥　取

8 6 192 福間　海斗(1) 大山中 1:11.31

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 鳥　取 ｵｸﾞﾗﾀﾞｲｷ 鳥　取

1 4 262 山本　航輝(2) 名和中 57.99 q 1 6 708 小倉　大貴(2) 鳥取東中 57.69 q
ﾖｼﾀﾆ ﾋﾛｷ 鳥　取 ﾅｶﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 鳥　取

2 7 214 吉谷　洋輝(2) 中山中 1:01.43 2 7 879 中西　翼(1) 高草中 1:01.29
ｲｹﾓﾄ ｹｲｽｹ 鳥　取 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 鳥　取

3 6 675 池本　啓佑(1) 船岡中 1:06.20 3 8 760 橋本　淳哉(2) 湖東中 1:03.16
ｻﾗｳﾐ ﾐﾂﾙ 鳥　取 ﾏｷﾀ ｻﾄｼ 鳥　取

4 9 145 皿海　充(2) 米子北斗中 1:09.00 4 4 308 牧田　聡(1) 三朝中 1:03.22
ｶﾀﾔﾏ ﾀｲｷ 鳥　取 ﾖﾈﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取

5 5 371 片山　太貴(2) 北溟中 1:10.42 5 5 388 米田　恭平(1) 倉吉西中 1:08.85
ｶﾜﾊﾗ ﾕｳｾｲ 鳥　取 ﾔﾏﾈ ｿｳﾀ 鳥　取

6 8 457 河原　優星(1) 倉吉西中 1:14.21 6 3 419 山根　蒼太(1) 久米中 1:12.12
ｵｻﾞｻ ｺｳｷ 鳥　取 ﾀﾆﾉ ﾄﾓﾔｽ 鳥　取

3 116 小笹　亘輝(1) 後藤ヶ丘中 DNS 7 9 190 谷野　智康(1) 大山中 1:18.38

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾔﾏ ﾅｵｷ 鳥　取

1 4 396 眞山　尚輝(2) 赤碕中 57.24 q
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳ 鳥　取

2 8 426 横山　優(2) 東伯中 59.61 q
ﾐｶﾓ ﾀﾞｲﾁ 鳥　取

3 7 22 三鴨　大地(2) 弓ヶ浜中 1:00.48
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 鳥　取

4 6 652 西川　雄貴(2) 鳥取南中 1:00.67
ﾊﾏﾉ ﾜﾀﾙ 鳥　取

5 2 609 濱野　　航(1) 岩美中 1:04.86
ｲﾜｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 鳥　取

6 3 337 岩崎　晃大(2) 河北中 1:06.14
ｻﾅﾀﾞ ｱﾂｼ 鳥　取

7 5 372 真多　敦志(2) 北溟中 1:08.13
ﾋﾛｴ ｼｭﾝ 鳥　取

8 9 143 廣江　駿(2) 米子北斗中 1:11.48

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 09:45 予選
9月20日 12:50 決勝

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行



中学男子400m

県中学記録(TCR)         50.28     住谷　俊亮(鳥取・鳥取西中)            2013
大会記録(GR)            54.70     藤原　健太(鳥取・法勝寺中)            2008

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 鳥　取

1 6 338 山下　嘉幾(2) 河北中 55.06
ﾏﾔﾏ ﾅｵｷ 鳥　取

2 5 396 眞山　尚輝(2) 赤碕中 56.19
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 鳥　取

3 8 262 山本　航輝(2) 名和中 56.89
ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳ 鳥　取

4 4 384 森本　凌(2) 北溟中 57.65
ｵｸﾞﾗﾀﾞｲｷ 鳥　取

5 7 708 小倉　大貴(2) 鳥取東中 57.81
ｽﾐ ｹｲﾀ 鳥　取

6 9 30 角　啓汰(1) 境港第二中 59.81
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳ 鳥　取

7 3 426 横山　優(2) 東伯中 1:00.12
ｵﾝﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 鳥　取

8 2 45 恩部　義弘(2) 福米中 1:02.12

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 09:45 予選
9月20日 12:50 決勝

凡例 



中学１年男子1500m

県中学１年記録(TCR)     4:18.24   北脇　秀人(鳥取・鳥取南中)            2013.10.27
大会記録(GR)            4:20.10   井上　晴之(鳥取・桜ヶ丘中)            2004

予選　2組6着＋6

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 鳥　取 ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 鳥　取

1 3 696 田辺　恒大(1) 鳥大附属中 4:38.82 Q 1 6 860 安田　翔太(1) 中ノ郷中 4:36.07 Q
ﾅﾐｶﾜ ｼｭｳﾀ 鳥　取 ﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ 鳥　取

2 12 913 並河　秀太(1) 鳥取北中 4:39.04 Q 2 12 378 田村　巧(1) 北溟中 4:41.40 Q
ﾊﾏﾉ ﾜﾀﾙ 鳥　取 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 鳥　取

3 11 609 濱野　　航(1) 岩美中 4:40.33 Q 3 16 694 小林　凌也(1) 鳥大附属中 4:41.64 Q
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾄ 鳥　取 ｲｿｶﾞﾐ ﾏｻﾔ 鳥　取

4 4 655 山田　健人(1) 鳥取南中 4:42.93 Q 4 22 326 磯上　麻沙也(1) 大栄中 4:49.25 Q
ﾏﾙ ﾊﾔﾄ 鳥　取 ｶﾜﾓﾄ ｲｯﾃﾂ 鳥　取

5 22 327 丸　颯斗(1) 大栄中 4:42.95 Q 5 5 527 河本　一徹(1) 倉吉西中 4:51.75 Q
ｵｵﾛ ｹｲｳ 鳥　取 ﾓﾘ ｶｽﾞﾏｻ 鳥　取

6 20 821 大呂　恵雨(1) 智頭中 4:44.79 Q 6 1 634 森　一将(1) 鳥大附属中 4:54.47 Q
ｲﾉｳｴ ﾖｳﾍｲ 鳥　取 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｱ 鳥　取

7 9 235 井上　遥平(1) 東山中 4:48.12 q 7 10 663 宮崎　乃藍(1) 鳥取南中 4:54.57 q
ｲｼｻﾞｶ ﾕｳﾏ 鳥　取 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 鳥　取

8 2 414 石坂　悠真(1) 久米中 4:52.91 q 8 17 911 荻原　諒也(1) 鳥取北中 4:54.86 q
ﾔﾏｼﾀ ｹｲｷ 鳥　取 ﾏｷﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 鳥　取

9 16 878 山下　敬輝(1) 高草中 4:55.56 q 9 7 307 牧田　倫太郎(1) 三朝中 4:55.67 q
ﾏｴﾀ ﾊﾔﾄ 鳥　取 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 鳥　取

10 5 379 前田　颯斗(1) 北溟中 4:58.41 10 14 762 橋本　凌二(1) 湖東中 4:58.98
ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾅﾘ 鳥　取 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 鳥　取

11 15 661 木下　天響(1) 鳥取南中 5:01.41 11 19 117 佐々木　湧丈(1) 後藤ヶ丘中 5:00.85
ﾜｶﾂｷ ﾅｵﾄ 鳥　取 ﾁﾊﾞ ｶｲﾍｲ 鳥　取

12 24 201 若月　順図(1) 日南中 5:04.11 12 11 187 千葉　海平(1) 大山中 5:00.99
ﾉｸﾞﾁ ﾏｷﾄ 鳥　取 ﾜﾀｴ ﾄﾓﾔ 鳥　取

13 23 280 野口　槙斗(1) 岸本中 5:10.93 13 9 882 渡繪　智哉(1) 高草中 5:05.44
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾉﾌﾞﾔｽ 鳥　取 ｲｹﾓﾄ ｹｲｽｹ 鳥　取

14 14 283 藤原　伸安(1) 後藤ヶ丘中 5:14.61 14 2 675 池本　啓佑(1) 船岡中 5:10.25
ﾀｶﾞﾜ ﾏｻｷ 鳥　取 ｲﾘｴ ﾔﾏﾄ 鳥　取

15 1 621 田川　真輝(1) 福部中 5:19.99 15 3 775 入江　大和(1) 鳥取西中 5:11.31
ﾊｯﾄﾘ ﾖｼﾉﾌﾞ 鳥　取 ﾏｴｻﾜ ﾕｷﾄ 鳥　取

16 17 134 服部　由将(1) 箕蚊屋中 5:20.43 16 18 417 前澤　将和(1) 久米中 5:12.33
ｲｹｶﾞﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ 鳥　取 ｱｵﾒ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

17 10 711 池上　祥太朗(1) 鳥取東中 5:20.93 17 15 346 青目　大樹(1) 河北中 5:13.17
ﾌｸﾐ ﾘｭｳｼﾞ 鳥　取 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

18 7 186 福見　竜児(1) 大山中 5:23.53 18 8 225 河本　大輝(1) 湊山中 5:19.00
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾑ 鳥　取 ﾑﾗﾀ ｼﾝｼﾞ 鳥　取

19 19 880 田中　大夢(1) 高草中 5:31.22 19 21 189 村田　慎治(1) 大山中 5:22.22
ﾀﾅｶ ｶｵﾙ 鳥　取 ﾓﾘﾀ ﾙｶ 鳥　取

20 21 119 田中　馨(1) 後藤ヶ丘中 5:44.95 20 4 443 森田　瑠夏(1) 東郷中 5:23.81
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 鳥　取 ﾔﾏﾈ ｿｳﾀ 鳥　取

6 448 山下　拓幸(1) 東郷中 DNS 21 13 419 山根　蒼太(1) 久米中 5:33.86
ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 鳥　取 ﾆﾉﾐﾔ ｶｽﾞｷ 鳥　取

8 743 坂本　悠大(1) 桜ヶ丘中 DNS 22 24 267 二宮　和暉(1) 名和中 5:46.34
ﾏﾂﾀﾞ ﾜﾀﾙ 鳥　取 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

13 381 松田　航(1) 北溟中 DNS 20 633 中村　大毅(1) 中央中 DNS
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 鳥　取 ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲ 鳥　取

18 349 山田　健真(1) 河北中 DNS 23 344 宮﨑　　伶(1) 河北中 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 14:50 予選
9月21日 11:50 決勝

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予選　1組

予選　2組

凡例  DNS:欠場



中学１年男子1500m

県中学１年記録(TCR)     4:18.24   北脇　秀人(鳥取・鳥取南中)            2013.10.27
大会記録(GR)            4:20.10   井上　晴之(鳥取・桜ヶ丘中)            2004

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 鳥　取

1 6 860 安田　翔太(1) 中ノ郷中 4:28.79
ﾏﾙ ﾊﾔﾄ 鳥　取

2 8 327 丸　颯斗(1) 大栄中 4:32.69
ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 鳥　取

3 5 696 田辺　恒大(1) 鳥大附属中 4:34.72
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 鳥　取

4 15 694 小林　凌也(1) 鳥大附属中 4:35.88
ﾊﾏﾉ ﾜﾀﾙ 鳥　取

5 14 609 濱野　　航(1) 岩美中 4:38.11
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾄ 鳥　取

6 11 655 山田　健人(1) 鳥取南中 4:38.15
ﾅﾐｶﾜ ｼｭｳﾀ 鳥　取

7 10 913 並河　秀太(1) 鳥取北中 4:38.37
ﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ 鳥　取

8 7 378 田村　巧(1) 北溟中 4:41.93
ｵｵﾛ ｹｲｳ 鳥　取

9 3 821 大呂　恵雨(1) 智頭中 4:43.32
ｶﾜﾓﾄ ｲｯﾃﾂ 鳥　取

10 13 527 河本　一徹(1) 倉吉西中 4:45.63
ｲｿｶﾞﾐ ﾏｻﾔ 鳥　取

11 2 326 磯上　麻沙也(1) 大栄中 4:45.95
ｲﾉｳｴ ﾖｳﾍｲ 鳥　取

12 16 235 井上　遥平(1) 東山中 4:46.18
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｱ 鳥　取

13 9 663 宮崎　乃藍(1) 鳥取南中 4:47.29
ｲｼｻﾞｶ ﾕｳﾏ 鳥　取

14 1 414 石坂　悠真(1) 久米中 4:47.76
ﾔﾏｼﾀ ｹｲｷ 鳥　取

15 4 878 山下　敬輝(1) 高草中 4:48.23
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 鳥　取

16 12 911 荻原　諒也(1) 鳥取北中 4:50.95
ﾏｷﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 鳥　取

17 18 307 牧田　倫太郎(1) 三朝中 4:52.71
ﾓﾘ ｶｽﾞﾏｻ 鳥　取

18 17 634 森　一将(1) 鳥大附属中 4:55.85

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 14:50 予選
9月21日 11:50 決勝

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決勝

凡例 



中学２年男子1500m

県中学２年記録(TCR)     4:08.75   井上　晴之(鳥取・桜ヶ丘中)            2005.10.29
大会記録(GR)            4:12.50   井上　錬(鳥取・河北中)                2011

予選　2組6着＋6

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 鳥　取 ｷﾀﾜｷ ﾋﾃﾞﾄ 鳥　取

1 4 652 西川　雄貴(2) 鳥取南中 4:36.95 Q 1 11 654 北脇　秀人(2) 鳥取南中 4:24.94 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 鳥　取 ﾅｶｼﾏ ｺｳｷ 鳥　取

2 12 890 中村　亮太(2) 福部中 4:38.55 Q 2 14 738 中島　滉貴(2) 桜ヶ丘中 4:31.81 Q
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥　取

3 2 739 山田　侑矢(2) 桜ヶ丘中 4:39.03 Q 3 6 319 田中　悠大(2) 大栄中 4:35.14 Q
ﾓﾘｼﾀｱﾕﾑ 鳥　取 ｱｵｷ ﾐﾅﾄ 鳥　取

4 3 707 森下　歩(2) 鳥取東中 4:39.07 Q 4 4 370 青木　皆人(2) 北溟中 4:40.90 Q
ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 鳥　取 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳ 鳥　取

5 11 819 山中　大介(2) 智頭中 4:40.12 Q 5 8 426 横山　優(2) 東伯中 4:44.28 Q
ｸﾙﾏｲ ﾘｮｳﾀ 鳥　取 ﾖﾈｵｶ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取

6 10 857 車井　隆太(2) 中ノ郷中 4:44.30 Q 6 9 706 米岡　駿裕(2) 鳥取東中 4:45.09 Q
ｻﾀﾞﾂﾈ ｿｳﾀ 鳥　取 ﾐｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ 鳥　取

7 5 422 定常　颯太(2) 東伯中 4:45.41 q 7 7 737 三浦　智紘(2) 桜ヶ丘中 4:46.55 q
ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ 鳥　取 ﾏｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 鳥　取

8 1 49 黒岩　夏生(2) 福米中 4:48.95 q 8 1 264 真島　昂平(2) 名和中 4:50.85 q
ｱｶｲｼ ｼｭﾝ 鳥　取 ﾀﾅｶ ｼｭｳ 鳥　取

9 15 144 赤石　駿(2) 米子北斗中 4:53.00 q 9 18 48 田中　就(2) 福米中 4:53.49 q
ﾀﾆｵ ｺｳﾔ 鳥　取 ﾆｼｸﾞﾁ ﾚｵﾝ 鳥　取

10 17 761 谷尾　昴哉(2) 湖東中 4:53.52 10 5 208 西口　伶恩(2) 中山中 4:57.25
ﾄｷ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾀｹ 鳥　取

11 18 182 土岐　龍聖(2) 大山中 4:54.13 11 17 834 岡田　晃岳(2) 智頭中 4:57.80
ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｶｵﾐ 鳥　取 ﾏｴﾀ ｷｲﾁﾛｳ 鳥　取

12 14 130 影山　貴臣(2) 箕蚊屋中 5:05.26 12 13 888 前田　貴一郎(2) 気高中 4:58.22
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 鳥　取 ｶﾄｳ ｺｳﾔ 鳥　取

13 6 855 安部　雄貴(2) 中ノ郷中 5:07.56 13 15 853 加藤　宏弥(2) 中ノ郷中 5:07.39
ﾔｷﾞｭｳ ｺｳﾕｳ 鳥　取 ｻｶｴ ﾘﾝ 鳥　取

14 8 199 柳生　考勇(2) 日南中 5:08.17 14 10 146 栄　麟(2) 米子北斗中 5:08.13
ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾕｳﾄ 鳥　取 ｽｹﾞｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 鳥　取

15 9 77 林原　優仁(2) 東山中 5:13.10 15 16 83 菅澤　一希(2) 東山中 5:08.49
ｵｵﾊｼ ﾀﾂｷ 鳥　取 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取

16 13 672 大橋　竜生(2) 船岡中 5:16.73 16 12 21 中村　竜勢(2) 弓ヶ浜中 5:12.55
ｸｻｶﾍﾞ ﾕｳﾏ 鳥　取 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 鳥　取

17 7 141 日下部　佑磨(2) 米子北斗中 5:18.50 17 19 891 橋本　健司(2) 福部中 5:19.25
ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 鳥　取 ｼﾓﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 鳥　取

18 16 751 横山　大暉(2) 国府中 5:29.64 2 197 下本　響(2) 日南中 DNF
ｸｽﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取 ｵｸﾞﾗﾀﾞｲｷ 鳥　取

19 19 89 楠原　龍星(2) 境港第三中 5:41.83 3 708 小倉　大貴(2) 鳥取東中 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 15:10 予選
9月21日 12:00 決勝

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予選　1組

予選　2組

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



中学２年男子1500m

県中学２年記録(TCR)     4:08.75   井上　晴之(鳥取・桜ヶ丘中)            2005.10.29
大会記録(GR)            4:12.50   井上　錬(鳥取・河北中)                2011

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷﾀﾜｷ ﾋﾃﾞﾄ 鳥　取

1 1 654 北脇　秀人(2) 鳥取南中 4:13.81
ﾅｶｼﾏ ｺｳｷ 鳥　取

2 14 738 中島　滉貴(2) 桜ヶ丘中 4:17.17
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 鳥　取

3 4 652 西川　雄貴(2) 鳥取南中 4:29.18
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳ 鳥　取

4 18 426 横山　優(2) 東伯中 4:33.72
ﾓﾘｼﾀｱﾕﾑ 鳥　取

5 11 707 森下　歩(2) 鳥取東中 4:34.21
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 鳥　取

6 8 739 山田　侑矢(2) 桜ヶ丘中 4:35.00
ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 鳥　取

7 16 819 山中　大介(2) 智頭中 4:37.63
ｱｵｷ ﾐﾅﾄ 鳥　取

8 5 370 青木　皆人(2) 北溟中 4:37.92
ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥　取

9 7 319 田中　悠大(2) 大栄中 4:38.32
ﾖﾈｵｶ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取

10 2 706 米岡　駿裕(2) 鳥取東中 4:42.50
ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ 鳥　取

11 17 49 黒岩　夏生(2) 福米中 4:43.80
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

12 13 890 中村　亮太(2) 福部中 4:44.43
ｻﾀﾞﾂﾈ ｿｳﾀ 鳥　取

13 10 422 定常　颯太(2) 東伯中 4:47.28
ﾐｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ 鳥　取

14 6 737 三浦　智紘(2) 桜ヶ丘中 4:47.88
ﾏｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 鳥　取

15 9 264 真島　昂平(2) 名和中 4:48.03
ｱｶｲｼ ｼｭﾝ 鳥　取

16 15 144 赤石　駿(2) 米子北斗中 4:55.02
ｸﾙﾏｲ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

3 857 車井　隆太(2) 中ノ郷中 DNS
ﾀﾅｶ ｼｭｳ 鳥　取

12 48 田中　就(2) 福米中 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 15:10 予選
9月21日 12:00 決勝

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



中学男子3000m

県中学記録(TCR)         8:38.64   川上　大輔(鳥取・東伯中)              1992
大会記録(GR)            9:06.50   橋本　淳(鳥取・八東中)                1992

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾀﾜｷ ﾋﾃﾞﾄ 鳥　取 ﾅｶｼﾏ ｺｳｷ 鳥　取

1 4 654 北脇　秀人(2) 鳥取南中 9:26.63 1 16 738 中島　滉貴(2) 桜ヶ丘中 9:52.32
ﾀﾞﾃ ｶｽﾞﾏ 鳥　取 ｶﾜﾉ ｺｳｷ 鳥　取

2 7 690 伊達　一馬(2) 鳥大附属中 9:34.51 2 13 505 河野　航輝(2) 久米中 9:54.28
ﾏｽﾀﾞ ｲｵﾘ 鳥　取 ﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ 鳥　取

3 9 506 増田　伊織(2) 久米中 9:55.06 3 4 378 田村　巧(1) 北溟中 9:59.90
ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 鳥　取 ｵｵﾛ ｹｲｳ 鳥　取

4 1 860 安田　翔太(1) 中ノ郷中 9:58.31 4 10 821 大呂　恵雨(1) 智頭中 10:05.70
ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 鳥　取 ｲｼﾀﾆ ｺｳﾍｲ 鳥　取

5 5 819 山中　大介(2) 智頭中 10:13.16 5 7 531 石谷　光平(2) 三朝中 10:09.07
ｲﾜﾓﾄ ﾀﾂｷ 鳥　取 ﾖﾈｵｶ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取

6 13 532 岩本　龍樹(2) 三朝中 10:14.52 6 14 706 米岡　駿裕(2) 鳥取東中 10:16.56
ｱｵｷ ﾐﾅﾄ 鳥　取 ｲｼｻﾞｶ ﾕｳﾏ 鳥　取

7 2 370 青木　皆人(2) 北溟中 10:19.67 7 15 414 石坂　悠真(1) 久米中 10:22.22
ｻﾀﾞﾂﾈ ｿｳﾀ 鳥　取 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｱ 鳥　取

8 15 422 定常　颯太(2) 東伯中 10:26.02 8 8 663 宮崎　乃藍(1) 鳥取南中 10:24.36
ﾀﾆｵ ｺｳﾔ 鳥　取 ﾄｷ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取

9 11 761 谷尾　昴哉(2) 湖東中 10:34.20 9 6 182 土岐　龍聖(2) 大山中 10:27.96
ﾏﾂﾀﾞ ﾜﾀﾙ 鳥　取 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 鳥　取

10 6 381 松田　航(1) 北溟中 10:38.87 10 11 262 山本　航輝(2) 名和中 10:28.75
ｵｶﾀﾞ ｱｷﾀｹ 鳥　取 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 鳥　取

11 12 834 岡田　晃岳(2) 智頭中 10:41.67 11 5 762 橋本　凌二(1) 湖東中 10:29.80
ﾏｷﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 鳥　取 ｱｶｲｼ ｼｭﾝ 鳥　取

12 16 307 牧田　倫太郎(1) 三朝中 10:43.22 12 2 144 赤石　駿(2) 米子北斗中 10:36.19
ﾁﾊﾞ ｶｲﾍｲ 鳥　取 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

13 3 187 千葉　海平(1) 大山中 10:58.53 13 3 890 中村　亮太(2) 福部中 10:43.77
ｻｶｴ ﾘﾝ 鳥　取 ｶﾄｳ ｺｳﾔ 鳥　取

14 14 146 栄　麟(2) 米子北斗中 11:20.38 14 12 853 加藤　宏弥(2) 中ノ郷中 11:18.53
ﾆｼｵ ﾊﾙﾄ 鳥　取 ｸﾙﾏｲ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

15 8 81 西尾　温人(2) 東山中 11:40.60 1 857 車井　隆太(2) 中ノ郷中 DNS
ｻﾗｳﾐ ﾐﾂﾙ 鳥　取 ﾌｸﾐ ﾘｭｳｼﾞ 鳥　取

16 10 145 皿海　充(2) 米子北斗中 12:07.26 9 186 福見　竜児(1) 大山中 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 14:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

凡例  DNS:欠場



中学１年男子100mH

県中学１年記録(TCR)     13.2      戸田　孝一(鳥取・東伯中)              1976
大会記録(GR)            14.66     加藤　研三(鳥取・三朝)                2009

予選　2組0着＋8

1組 (風:+0.1) 2組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 鳥　取 ｲﾁﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 鳥　取

1 8 454 田中　光(1) 鴨川中 15.90 q 1 4 342 市村　知弘(1) 河北中 15.28 q
ﾓﾛﾕ ﾛｲ 鳥　取 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ 鳥　取

2 4 191 諸遊　呂偉(1) 大山中 18.18 q 2 9 389 河本　優太(1) 倉吉西中 18.26 q
ﾐﾉｳﾗ ﾊﾔﾄ 鳥　取 ｽｷﾞﾉﾌﾞ ﾋｶﾙ 鳥　取

3 7 136 箕浦　颯人(1) 箕蚊屋中 18.23 q 3 5 415 杉信　　光(1) 久米中 18.28 q
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 鳥　取 ｷﾇｶﾞｻ ｺｳｲﾁ 鳥　取

4 6 455 田中　大地(1) 鴨川中 18.95 q 4 6 456 衣笠　功一(1) 鴨川中 18.63 q
ｲﾜﾓﾄ ｺｽﾓ 鳥　取 ｳｴﾉﾌﾐﾔ 鳥　取

5 9 459 岩本　輝星(1) 倉吉西中 19.48 5 7 709 上野　文也(1) 鳥取東中 19.39
ﾀｸﾜ ﾅｵﾕｷ 鳥　取 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｾｲ 鳥　取

6 3 61 宅和　尚之(1) 福米中 20.70 6 8 62 林　凌生(1) 福米中 19.61
ﾌｸｲ ﾏｻﾄ 鳥　取

7 5 273 福井　誠人(1) 福米中 20.72

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 09:55 予選
9月21日 12:55 決勝

凡例 



中学１年男子100mH

県中学１年記録(TCR)     13.2      戸田　孝一(鳥取・東伯中)              1976
大会記録(GR)            14.66     加藤　研三(鳥取・三朝)                2009

決勝　

(風:+3.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾁﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 鳥　取

1 4 342 市村　知弘(1) 河北中 14.41
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 鳥　取

2 7 454 田中　光(1) 鴨川中 15.03
ｷﾇｶﾞｻ ｺｳｲﾁ 鳥　取

3 3 456 衣笠　功一(1) 鴨川中 16.51
ｽｷﾞﾉﾌﾞ ﾋｶﾙ 鳥　取

4 9 415 杉信　　光(1) 久米中 17.16
ﾓﾛﾕ ﾛｲ 鳥　取

5 5 191 諸遊　呂偉(1) 大山中 17.45
ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ 鳥　取

6 8 389 河本　優太(1) 倉吉西中 17.52
ﾐﾉｳﾗ ﾊﾔﾄ 鳥　取

7 6 136 箕浦　颯人(1) 箕蚊屋中 17.59
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 鳥　取

8 2 455 田中　大地(1) 鴨川中 18.99

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 09:55 予選
9月21日 12:55 決勝

凡例 



中学２年男子110mH

県中学２年記録(TCR)     14.30     加藤　研三(鳥取・三朝中)              2011
大会記録(GR)            15.31     田邊　剛(鳥取・鳥取北中)              1999

予選　2組0着＋8

1組 (風:+0.5) 2組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊｾｶﾞﾜ  ｼﾞﾝﾍﾟｲ 鳥　取 ﾏｼﾞﾏ ｿｳﾀ 鳥　取

1 7 849 長谷川　迅平(2) 中ノ郷中 15.63 q 1 6 265 真島　颯太(2) 名和中 16.94 q
ﾏｴﾀ ﾅｵｷ 鳥　取 ﾏﾔﾏ ﾅｵｷ 鳥　取

2 5 321 前田　直樹(2) 大栄中 19.40 q 2 7 396 眞山　尚輝(2) 赤碕中 18.73 q
ｱﾀﾗｼ ﾀｲｷ 鳥　取 ﾀﾆｵｶ ﾅｵｷ 鳥　取

3 6 395 新　太希(2) 赤碕中 20.09 q 3 8 423 谷岡　直輝(2) 東伯中 19.11 q
ｶｻﾀﾞ ﾀｲﾁ 鳥　取 ﾆｼﾀﾆ ﾐｷ 鳥　取

4 9 367 笠田　泰地(2) 北溟中 20.79 4 9 336 西谷　美輝(2) 河北中 19.88 q
ｵﾝﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 鳥　取 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 鳥　取

5 8 45 恩部　義弘(2) 福米中 20.84 5 4 386 石田　和喜(2) 倉吉西中 20.58 q
ｶｹﾞﾔﾏ ｼｭﾝ 鳥　取 ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

6 4 98 景山　峻　(2) 溝口中 22.14 6 5 369 中原　僚汰(2) 北溟中 21.79

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 10:05 予選
9月21日 13:05 決勝

凡例 



中学２年男子110mH

県中学２年記録(TCR)     14.30     加藤　研三(鳥取・三朝中)              2011
大会記録(GR)            15.31     田邊　剛(鳥取・鳥取北中)              1999

決勝　

(風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊｾｶﾞﾜ  ｼﾞﾝﾍﾟｲ 鳥　取

1 6 849 長谷川　迅平(2) 中ノ郷中 15.47
ﾏｼﾞﾏ ｿｳﾀ 鳥　取

2 5 265 真島　颯太(2) 名和中 16.95
ﾏｴﾀ ﾅｵｷ 鳥　取

3 8 321 前田　直樹(2) 大栄中 18.14
ﾏﾔﾏ ﾅｵｷ 鳥　取

4 4 396 眞山　尚輝(2) 赤碕中 18.28
ｱﾀﾗｼ ﾀｲｷ 鳥　取

5 2 395 新　太希(2) 赤碕中 18.74
ﾀﾆｵｶ ﾅｵｷ 鳥　取

6 7 423 谷岡　直輝(2) 東伯中 18.76
ﾆｼﾀﾆ ﾐｷ 鳥　取

7 9 336 西谷　美輝(2) 河北中 19.48
ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 鳥　取

8 3 386 石田　和喜(2) 倉吉西中 20.86

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 10:05 予選
9月21日 13:05 決勝

凡例 



中学男子4X100mR

県中学記録(TCR)         44.26     松原國喜・加藤研三・田中健一郎・松尾直樹(鳥取・三朝中)2011
大会記録(GR)            46.59     伊田幸司・田子拓基・瀬尾斉寛・山崎利洋(鳥取・倉吉東中)2011

予選　3組0着＋8

1組
1着 3ﾚｰﾝ q 2着 2ﾚｰﾝ q 3着 4ﾚｰﾝ q

47.84 48.28 50.32
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 339 1 117 1 396

2 342 2 108 2 398

3 338 3 109 3 397

4 336 4 112 4 394

4着 5ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
50.61 50.64 51.66

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 389 1 852 1 135

2 386 2 862 2 133

3 387 3 856 3 136

4 385 4 849 4 137

7着 8ﾚｰﾝ 8着 9ﾚｰﾝ
52.97 53.58

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 229 1 446

2 22 2 438

3 21 3 444

4 23 4 449

2組
1着 6ﾚｰﾝ q 2着 4ﾚｰﾝ q 3着 9ﾚｰﾝ

47.99 48.18 53.75
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 820 1 705 1 222

2 814 2 703 2 224

3 815 3 712 3 225

4 817 4 708 4 226

4着 2ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
54.21 DQ,R1 DQ,R1

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 424 1 191 1 9

2 425 2 193 2 8

3 423 3 185 3 10

4 427 4 184 4 11

3ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
DNS DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1

2 2

3 3

4 4

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 16:05 予選
9月21日 15:15 決勝

河北中

ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ

後藤ヶ丘中

ｻｻｷ ﾕｳﾀ

赤碕中

ﾏﾔﾏ ﾅｵｷ
足立　龍之介(2)

鳥　取
河北中

ｲﾁﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ
市村　知弘(1)

鳥　取
河北中

ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ
山下　嘉幾(2)

鳥　取
河北中

ﾆｼﾀﾆ ﾐｷ
西谷　美輝(2)

鳥　取
河北中

佐々木　湧丈(1)
鳥　取
後藤ヶ丘中

ｵｵｲｼ ﾅｵﾄ
大石　直徹(2)

鳥　取
後藤ヶ丘中

ｸﾛｻﾜ ｶｵﾙ
黒澤　薫史(2)

鳥　取
後藤ヶ丘中

ﾊﾔｼ ｹﾝﾀ
林　建汰(2)

鳥　取
後藤ヶ丘中

眞山　尚輝(2)
鳥　取
赤碕中

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ
中村　浩幸(1)

鳥　取
赤碕中

ﾀｶﾂｶ ﾋﾛﾔ
高塚　裕也(1)

鳥　取
赤碕中

ﾀﾅｶ ｿｳﾀ
田中　創太(2)

鳥　取
赤碕中

倉吉西中

ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ
河本　優太(1)

鳥　取
倉吉西中

ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ
石田　和喜(2)

鳥　取
倉吉西中

ﾔﾏﾈ ｺｳｽｹ
山根　浩輔(1)

鳥　取
倉吉西中
鳥　取
倉吉西中

中ノ郷中

ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ
福田　洸翔(2)

ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛｷ
島崎　寛己(2)

鳥　取
中ノ郷中

ｱﾝﾖｳｼﾞ ﾊﾙﾄ
安養寺　陽人(1)

鳥　取
中ノ郷中
鳥　取
中ノ郷中

ﾊｾｶﾞﾜ  ｼﾞﾝﾍﾟｲ
長谷川　迅平(2)

鳥　取
中ノ郷中

箕蚊屋中

ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ
松本　海虎(1)

鳥　取
箕蚊屋中

ｵｵﾐﾈ ﾀｶﾄｼ
大峯　敬俊(1)

鳥　取
箕蚊屋中

ﾐﾉｳﾗ ﾊﾔﾄ
箕浦　颯人(1)

鳥　取
箕蚊屋中

ﾔﾏｳﾗ ﾘｭｳｶﾞ
山浦　隆雅(1)

鳥　取
箕蚊屋中

弓ヶ浜中

ｷﾑﾗ ｽｻﾞｸ

東郷中

ﾄﾞｲ ﾚｵ

ｶﾈﾀﾞ ﾅｵﾔ
兼田　直哉(2)

木村　朱咲(1)
鳥　取
弓ヶ浜中

ﾐｶﾓ ﾀﾞｲﾁ
三鴨　大地(2)

鳥　取
弓ヶ浜中

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ
中村　竜勢(2)

鳥　取
弓ヶ浜中

ﾖｼﾑﾗ ﾀｲｼ
吉村　太志(2)

鳥　取
弓ヶ浜中

土井　麗央(1)
鳥　取
東郷中

ﾏｴﾀ ｼﾝｺﾞ
前田　慎梧(2)

鳥　取
東郷中

ｵｶﾓﾄ ﾄﾓｷ
岡本　共生(1)

鳥　取
東郷中

ﾔﾏﾈ ﾀｲｾｲ
山根　大世(1)

鳥　取
東郷中

智頭中

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾍｲ
山本　龍平(2)

鳥　取
智頭中

ｱｵｷ ｹｲﾀ 鳥　取
智頭中

ｵｵﾓﾘ ﾄﾓﾔ
大森　誠也(2)

鳥　取
智頭中

ﾃﾗﾀﾆ ﾕｳｺﾞ
寺谷　侑悟(2)

鳥　取
智頭中

鳥取東中

ﾅｶｲ ｼﾞｭﾝｷ
中居　潤稀(2)

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ
山本　純嗣(1)

青木　啓太(2)

鳥　取
鳥取東中

ﾏｴﾀ ｹﾝﾀﾛｳ
前田　健太朗(2)

鳥　取
鳥取東中
鳥　取
鳥取東中

ｵｸﾞﾗﾀﾞｲｷ
小倉　大貴(2)

鳥　取
鳥取東中

湊山中

ﾎﾄﾞｸﾞﾁ ﾏｷ
程口　真樹(2)

鳥　取
湊山中

ﾏﾂｳﾗ ｹｲ
松浦　慧(1)

鳥　取
湊山中

ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
河本　大輝(1)

鳥　取
湊山中

ﾜｷ ﾘｷﾔ
脇　力也(1)

鳥　取
湊山中

東伯中

ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

大山中

ﾓﾛﾕ ﾛｲ

境港第一中

ｵｵﾂｶ ﾏｼｭｳ
松本　隼(2)

鳥　取
東伯中

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ
松本　昂(2)

鳥　取
東伯中

ﾀﾆｵｶ ﾅｵｷ
谷岡　直輝(2)

鳥　取
東伯中

ｽｷﾞｼﾏ ﾋﾛﾀｶ
杉嶋　広陸(1)

鳥　取
東伯中

諸遊　呂偉(1)
鳥　取
大山中

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ
柳川　大和(1)

鳥　取
大山中

ﾀｶﾀﾞ ﾘｭｳ
高田　龍(1)

鳥　取
大山中

ｷｭｳﾌﾞﾝ ﾀｸﾐ
久文　拓海(1)

鳥　取
大山中

大塚　磨周(1)
鳥　取
境港第一中

ｼﾓﾑﾗ ｺｳｾｲ
下村　好誠(2)

鳥　取
境港第一中

ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭｳ
石飛　秀(1)

鳥　取
境港第一中

ﾓﾘ ｺｳﾀﾞｲ
森　広大(1)

鳥　取
境港第一中

岸本中 三朝中

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２



中学男子4X100mR

県中学記録(TCR)         44.26     松原國喜・加藤研三・田中健一郎・松尾直樹(鳥取・三朝中)2011
大会記録(GR)            46.59     伊田幸司・田子拓基・瀬尾斉寛・山崎利洋(鳥取・倉吉東中)2011

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 16:05 予選
9月21日 15:15 決勝

予選　3組0着＋8

3組
1着 5ﾚｰﾝ q 2着 9ﾚｰﾝ q 3着 4ﾚｰﾝ q

48.37 49.69 50.51
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 60 1 207 1 662

2 59 2 213 2 654

3 45 3 215 3 652

4 43 4 214 4 653

4着 3ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
50.80 50.97 52.15

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 321 1 372 1 415

2 323 2 373 2 412

3 322 3 369 3 417

4 320 4 384 4 411

7着 8ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
53.70 53.74

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 753 1 607

2 754 2 606

3 749 3 785

4 750 4 786

福米中

ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ
広瀬　歩真(1)

鳥　取
福米中

下村　翔太(1)
鳥　取
福米中

ｵﾝﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ
恩部　義弘(2)

鳥　取
福米中

ﾌｷﾉ ﾌﾐﾔ
吹野　文哉(2)

鳥　取
福米中

中山中

ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ
佐川　竜斗(2)

ｻｺ ﾘｷﾄ
佐子　理輝人(1)

ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ

鳥　取
中山中

ﾓﾘﾀ ﾘｮｳｶﾞ
森田　凌雅(2)

鳥　取
中山中
鳥　取
中山中

ﾖｼﾀﾆ ﾋﾛｷ
吉谷　洋輝(2)

鳥　取
中山中

鳥取南中

ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾄ
西山　夏都(1)

鳥　取
鳥取南中

ｷﾀﾜｷ ﾋﾃﾞﾄ
北脇　秀人(2)

鳥　取
鳥取南中

ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ
西川　雄貴(2)

鳥　取
鳥取南中

ｷｼﾀﾞ ﾀｸﾏ
岸田　拓真(2)

鳥　取
鳥取南中

大栄中

ﾏｴﾀ ﾅｵｷ

北溟中

ｻﾅﾀﾞ ｱﾂｼ

久米中

ｽｷﾞﾉﾌﾞ ﾋｶﾙ
前田　直樹(2)

鳥　取
大栄中

ｳﾁｶﾜ ｼｮｳｲﾁﾛｳ
内川　翔一朗(1)

鳥　取
大栄中

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
小林　匠(1)

鳥　取
大栄中

ｻｶﾀ ｼｮｳ
坂田　匠　　(2)

鳥　取
大栄中

真多　敦志(2)
鳥　取
北溟中

ﾌｸﾏｽ ｹｲﾀ
福枡　圭太(2)

鳥　取
北溟中

ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
中原　僚汰(2)

鳥　取
北溟中

ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳ
森本　凌(2)

鳥　取
北溟中

杉信　　光(1)
鳥　取
久米中

ﾀﾆﾓﾄ ﾀﾂﾔ
谷本　達哉(2)

鳥　取
久米中

ﾏｴｻﾜ ﾕｷﾄ
前澤　将和(1)

鳥　取
久米中

ｲｼｲ ﾘｭｳｾｲ
石井　龍成(2)

鳥　取
久米中

国府中

ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ
福庭　陽成(1)

鳥　取
国府中

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 鳥　取
国府中

ﾅｶｼﾏ ﾘｭｳｲﾁ
中島　竜一(2)

鳥　取
国府中

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ
山田　祐也(2)

鳥　取
国府中

岩美中

ﾀｶｶﾞｷ ﾘｸ
高垣　來空(1)

ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀ
村上　巧多(2)

山本　涼雅(1)

鳥　取
岩美中

ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾀ
村上　将太(1)

鳥　取
岩美中
鳥　取
岩美中

ﾏﾂｵｶ ﾅｵﾔ
松岡　直哉(2)

鳥　取
岩美中

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２



中学男子4X100mR

県中学記録(TCR)         44.26     松原國喜・加藤研三・田中健一郎・松尾直樹(鳥取・三朝中)2011
大会記録(GR)            46.59     伊田幸司・田子拓基・瀬尾斉寛・山崎利洋(鳥取・倉吉東中)2011

決勝　

1着 7ﾚｰﾝ 2着 9ﾚｰﾝ 3着 5ﾚｰﾝ
47.43 47.70 47.90

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 339 1 60 1 820

2 342 2 59 2 814

3 338 3 45 3 815

4 336 4 43 4 817

4着 4ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
48.55 49.42 50.59

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 705 1 207 1 396

2 703 2 213 2 398

3 712 3 215 3 397

4 708 4 214 4 394

7着 2ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
54.58 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 662 1

2 654 2

3 652 3

4 653 4

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 16:05 予選
9月21日 15:15 決勝

河北中

ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ

福米中

ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ

智頭中

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾍｲ
足立　龍之介(2)

鳥　取
河北中

ｲﾁﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ
市村　知弘(1)

鳥　取
河北中

ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ
山下　嘉幾(2)

鳥　取
河北中

ﾆｼﾀﾆ ﾐｷ
西谷　美輝(2)

鳥　取
河北中

広瀬　歩真(1)
鳥　取
福米中

ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ
下村　翔太(1)

鳥　取
福米中

ｵﾝﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ
恩部　義弘(2)

鳥　取
福米中

ﾌｷﾉ ﾌﾐﾔ
吹野　文哉(2)

鳥　取
福米中

山本　龍平(2)
鳥　取
智頭中

ｱｵｷ ｹｲﾀ
青木　啓太(2)

鳥　取
智頭中

ｵｵﾓﾘ ﾄﾓﾔ
大森　誠也(2)

鳥　取
智頭中

ﾃﾗﾀﾆ ﾕｳｺﾞ
寺谷　侑悟(2)

鳥　取
智頭中

鳥取東中

ﾅｶｲ ｼﾞｭﾝｷ
中居　潤稀(2)

鳥　取
鳥取東中

ﾏｴﾀ ｹﾝﾀﾛｳ
前田　健太朗(2)

鳥　取
鳥取東中

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ
山本　純嗣(1)

鳥　取
鳥取東中

鳥取東中

中山中

ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ
佐川　竜斗(2)

ｻｺ ﾘｷﾄ
佐子　理輝人(1)

鳥　取
中山中

ﾓﾘﾀ ﾘｮｳｶﾞ
森田　凌雅(2)

鳥　取
中山中
鳥　取
中山中

ﾖｼﾀﾆ ﾋﾛｷ
吉谷　洋輝(2)

鳥　取
中山中

赤碕中

ﾏﾔﾏ ﾅｵｷ
眞山　尚輝(2)

鳥　取
赤碕中

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ
中村　浩幸(1)

鳥　取
赤碕中

ﾀｶﾂｶ ﾋﾛﾔ
高塚　裕也(1)

鳥　取
赤碕中

ﾀﾅｶ ｿｳﾀ
田中　創太(2)

鳥　取
赤碕中

鳥取南中

ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾄ

後藤ヶ丘中

ｵｸﾞﾗﾀﾞｲｷ
小倉　大貴(2)

鳥　取

西山　夏都(1)
鳥　取
鳥取南中

ｷﾀﾜｷ ﾋﾃﾞﾄ
北脇　秀人(2)

鳥　取
鳥取南中

ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ
西川　雄貴(2)

鳥　取
鳥取南中

ｷｼﾀﾞ ﾀｸﾏ
岸田　拓真(2)

鳥　取
鳥取南中

凡例  DNS:欠場



中学男子走高跳

県中学記録(TCR)         2m00      小谷　彰(鳥取・岩美中)                1997
大会記録(GR)            1m85      阿部　雄一(鳥取・境港第二中)          1990

決勝　

ﾊｾｶﾞﾜ  ｼﾞﾝﾍﾟｲ 鳥　取 － ○ ○ ○ × × ×

1 8 849 長谷川　迅平(2) 中ノ郷中 1m60
ﾋｸﾞﾁ ｾｲﾘｭｳ 鳥　取 ○ ○ × ○ × × ×

2 7 212 樋口　聖龍(2) 中山中 1m55
ｽﾐ ｹｲﾀ 鳥　取 × × ○ × ○ × × ○ × × ×

3 6 30 角　啓汰(1) 境港第二中 1m55
ｻｸﾗｲ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取 ○ × ○ × × ×

4 3 840 櫻井　亮輔(2) 中央中 1m50
ｵｵﾂｶ ﾏｼｭｳ 鳥　取 ○ × × ×

5 5 9 大塚　磨周(1) 境港第一中 1m45
ﾉﾏ ﾋｶﾙ 鳥　取 ○ × × ×

5 12 210 野間　光(2) 中山中 1m45
ﾌｷﾉ ﾌﾐﾔ 鳥　取 × × ×

1 43 吹野　文哉(2) 福米中 NM
ﾀｶﾞ ｼﾝﾉｽｹ 鳥　取 × × ×

2 241 多賀　慎之介(1) 日野中 NM
ｲﾜｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 鳥　取 × × ×

4 337 岩崎　晃大(2) 河北中 NM
ｼﾓﾑﾗ ｺｳｾｲ 鳥　取 × × ×

10 8 下村　好誠(2) 境港第一中 NM
ｵﾝﾀﾞ ﾚｷ 鳥　取 × × ×

13 441 音田　澪希(1) 東郷中 NM
ｸﾛｲﾜ ﾅﾂｷ 鳥　取 × × ×

15 49 黒岩　夏生(2) 福米中 NM
ﾖｼﾑﾗ ﾀｲｼ 鳥　取

9 23 吉村　太志(2) 弓ヶ浜中 DNS
ｲﾜｻｷ ｶｲｾｲ 鳥　取

11 704 岩崎　開世(2) 鳥取東中 DNS
ﾏﾂﾀﾞ ｼｬﾉﾝ 鳥　取

14 162 松田　志亜音(1) 福生中 DNS

1m50
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m45 1m55 1m60 1m65
記録 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 10:00 決勝

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学男子棒高跳

県中学記録(TCR)         4m40      磯江　裕一(鳥取・北溟中)              1991
大会記録(GR)            3m80      茅原　雅人(鳥取・倉吉西中)            2010

決勝　

ｶｻﾀﾞ ﾀｲﾁ 鳥　取 ○ × ○ × × ×

1 1 367 笠田　泰地(2) 北溟中 2m20
ﾏｴﾀ ﾅｵｷ 鳥　取 － － － － × × ×

2 321 前田　直樹(2) 大栄中 NM

2m20
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m10 2m30 2m40 2m50
記録 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 11:00 決勝

凡例  NM:記録なし



中学男子砲丸投(5.000kg)

県中学記録(TCR)         14m74     田川　諒(鳥取・鳥大附属中)            2007
大会記録(GR)            12m87     田川　諒(鳥取・鳥大附属中)            2006

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾈ  ﾚﾆ 鳥　取

1 10 850 山根　伶仁(2) 中ノ郷中 8m81 9m39 9m45 9m45 9m38 9m84 9m40 9m84
ﾊﾔｼ ｾｲﾀﾛｳ 鳥　取

2 6 673 林　晟太郎(2) 船岡中 7m63 8m27 8m57 8m57 8m78 8m59 8m85 8m85
ﾃﾗﾁ ﾕｳｷ 鳥　取

3 12 500 寺地　裕紀(1) 東郷中 7m93 8m70 8m56 8m70 7m53 8m65 8m68 8m70
ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 鳥　取

4 8 774 吉多　真吾(2) 鳥取西中 7m58 8m00 7m77 8m00 8m01 8m11 7m95 8m11
ﾖｼﾀﾆ ﾋﾛｷ 鳥　取

5 17 214 吉谷　洋輝(2) 中山中 7m75 7m94 8m02 8m02 7m46 7m08 7m79 8m02
ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取

6 22 303 福田　俊介(2) 三朝中 7m77 7m39 7m77 7m77 7m84 7m90 7m84 7m90
ｻｶｾｶﾞﾜ ｵｳﾌﾞ 鳥　取

7 14 393 酒瀬川　旺武(2) 赤碕中 6m31 6m52 6m73 6m73 7m02 6m27 6m89 7m02
ﾖｼﾑﾗ ﾀｲｼ 鳥　取

8 18 23 吉村　太志(2) 弓ヶ浜中 5m93 6m69 6m14 6m69 6m66 6m35 5m61 6m69
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 鳥　取

9 13 440 伊藤　拓哉(2) 東郷中 6m20 5m82 6m63 6m63 6m63
ﾀｶﾂｶ ﾋﾛﾔ 鳥　取

10 4 397 高塚　裕也(1) 赤碕中 6m03 5m41 6m43 6m43 6m43
ﾎｿﾀﾞ ﾕｳｷ 鳥　取

11 25 27 細田　優希(2) 岸本中 6m33 6m33 6m18 6m33 6m33
ﾑﾗｶﾜ ﾊﾙｷ 鳥　取

12 21 377 村川　春輝(1) 北溟中 5m76 6m17 5m80 6m17 6m17
ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

13 5 816 大森　椋太(2) 智頭中 5m86 6m11 5m97 6m11 6m11
ｲｼﾊﾗ ﾀｲｾｲ 鳥　取

14 11 202 石原　大聖(1) 日南中 6m03 5m06 6m06 6m06 6m06
ﾌｸﾀﾞ ﾘﾝ 鳥　取

15 24 198 福田　凛(2) 日南中 × 5m94 5m92 5m94 5m94
ｺﾀﾞﾏ ｿｳｼ 鳥　取

16 23 345 児玉　壮志(1) 河北中 4m63 4m25 5m20 5m20 5m20
ﾜｷ ﾘｷﾔ 鳥　取

17 9 226 脇　力也(1) 湊山中 × × 5m15 5m15 5m15
ﾉｶﾞﾜ ﾕｳｷ 鳥　取

18 1 209 野川　祐樹(2) 中山中 5m14 × 5m01 5m14 5m14
ﾆｼｼﾞｮｳ ﾚｵ 鳥　取

19 16 376 西條　玲緒(1) 北溟中 × × 5m05 5m05 5m05
ﾋﾛｴ ｼｭﾝ 鳥　取

20 3 143 廣江　駿(2) 米子北斗中 4m65 4m73 4m98 4m98 4m98
ｽﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 鳥　取

21 26 374 陶山　知明(1) 北溟中 3m32 4m17 4m28 4m28 4m28
ﾓﾘ ｺｳﾀﾞｲ 鳥　取

22 15 11 森　広大(1) 境港第一中 3m88 3m44 3m60 3m88 3m88
ﾃﾗﾀﾆ ﾕｳｺﾞ 鳥　取

2 817 寺谷　侑悟(2) 智頭中 DNS
ｲﾜｻｷ ｶｲｾｲ 鳥　取

7 704 岩崎　開世(2) 鳥取東中 DNS
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｽｹ 鳥　取

19 674 松本　紘祐(2) 船岡中 DNS
ﾆｯﾀ ﾏｻﾋﾛ 鳥　取

20 200 新田　将大(1) 日南中 DNS

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 09:50 決勝

凡例  DNS:欠場



中学１年女子100m

県中学１年記録(TCR)     12.89     山根　絵美(鳥取・鳥大附属中)          2000
大会記録(GR)            12.90     山根　絵美(鳥取・鳥大附属中)          2000

予選　9組0着＋8

1組 (風:-0.3) 2組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾖｺﾔﾏ ｺﾖﾐ 鳥　取 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾅ 鳥　取

1 6 504 横山　暦(1) 桜ヶ丘中 14.14 1 1 540 渡邉　かんな(1) 鳥取西中 13.91 q
ｵｶﾀﾞ ﾏﾅｶ 鳥　取 ｷﾀﾏﾄﾞ ﾘｵ 鳥　取

2 5 82 岡田　舞菜香(1) 米子北斗中 14.29 2 6 89 北窓　莉央(1) 尚徳中 13.95 q
ｲﾄｳ ｻﾔｶ 鳥　取 ｵｶｻﾞｷ ｶﾉﾝ 鳥　取

3 4 211 伊藤　沙耶果(1) 岸本中 14.56 3 4 6 岡崎　果音(1) 境港第一中 14.63
ﾊｼﾓﾄ ﾅｵ 鳥　取 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 鳥　取

4 7 643 橋本　菜央(1) 国府中 15.02 4 5 70 鈴木　里実(1) 福米中 14.98
ﾂｶﾓﾄ ｺｺﾛ 鳥　取 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾕｷﾉ 鳥　取

5 9 635 柄本　こころ(1) 鳥取北中 15.37 5 3 154 坪倉　由妃乃(1) 日南中 15.04
ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 鳥　取 ｺﾞﾝﾀﾞｲ ﾐﾕｷ 鳥　取

6 3 156 高橋　菜桜(1) 日南中 16.15 6 9 65 権代　美由紀(1) 溝口中 15.34
ｱﾀﾞﾁ ｱﾐ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾕｳｶ 鳥　取

7 2 40 足立　あみ(1) 境港第二中 16.25 7 7 631 田中　優花(1) 河原中 15.66
ｷﾉｼﾀ ﾘﾅ 鳥　取 ﾅｶﾓﾄ ﾕﾅ 鳥　取

8 8 654 木下　莉那(1) 気高中 16.30 8 8 267 中本　結奈(1) 大栄中 15.94
ｽｷﾞﾀ ﾐﾅﾐ 鳥　取

2 207 杉田　実名望(1) 岸本中 DNS

3組 (風:-0.1) 4組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀｶﾂｶ ﾋﾅ 鳥　取 ﾆｼﾑﾗ ﾎﾉｶ 鳥　取

1 6 163 高塚　陽菜(1) 中山中 14.30 1 6 204 西村　穂花(1) 名和中 13.72 q
ｲｲﾀﾞ ﾓﾓｶ 鳥　取 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｻﾐ 鳥　取

2 5 188 飯田　桃加(1) 箕蚊屋中 14.51 2 5 352 藤原　麻美(1) 河北中 14.46
ﾏﾂﾀﾞ ﾜｶﾅ 鳥　取 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ 鳥　取

3 3 505 松田　若菜(1) 桜ヶ丘中 14.67 3 3 731 山下　里奈(1) 鳥取東中 14.63
ﾐﾊﾗ ｴﾘﾅ 鳥　取 ｸﾛﾀﾞ ｱﾔﾉ 鳥　取

4 4 532 三原　絵利奈(1) 湖東中 14.89 4 8 8 黒田　彩乃(1) 境港第一中 14.66
ﾏｴﾀ ｶﾅ 鳥　取 ﾐﾔﾅｶﾞ ｻﾄﾐ 鳥　取

5 7 595 前田　花奈(1) 中ノ郷中 15.10 5 4 143 宮長　里実(1) 大山中 14.74
ｷﾀﾉ ﾕｳｶ 鳥　取 ﾔﾏｻｷ ｱﾔﾉ 鳥　取

6 8 311 北野　ゆうか(1) 赤碕中 15.43 6 7 304 山崎　綾乃(1) 倉吉西中 15.09
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 鳥　取 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾘ 鳥　取

7 9 450 山口　桃佳(1) 鳥取南中 15.50 7 2 181 西村　実梨(1) 日野中 15.91
ﾀﾅｶ ｱｽｶ 鳥　取 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭｶ 鳥　取

8 1 648 田中　明日香(1) 岩美中 16.04 8 1 650 川口　珠佳(1) 岩美中 17.67
ﾏｻｷ ﾓﾓｶ 鳥　取 ｵｵｼﾀ ﾒｸﾞﾐ 鳥　取

9 2 726 正木　桃香(1) 鳥取東中 18.43 9 286 大下　芽生(1) 北溟中 DNS

5組 (風:-0.1) 6組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥　取 ｱｵｷ ﾘｴ 鳥　取

1 4 630 上田　理湖(1) 河原中 13.12 q 1 7 60 青木　里衣(1) 境港第三中 13.85 q
ｻｶﾓﾄ ｺﾄ 鳥　取 ﾖｼﾀﾞ ﾏｲ 鳥　取

2 7 348 坂本　琴(1) 河北中 14.70 2 8 116 吉田　舞(1) 後藤ヶ丘中 14.94
ﾌｸﾔﾏ ｱｲﾗ 鳥　取 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾉｺ 鳥　取

3 3 289 福山　愛羅(1) 北溟中 15.01 3 4 268 松本　佳乃子(1) 大栄中 14.96
ｼｵﾊﾏ ﾐﾕｳ 鳥　取 ﾔﾏﾈ ﾚｲﾅ 鳥　取

4 8 647 塩濱　美優(1) 岩美中 15.04 4 9 528 山根　礼奈(1) 湖東中 15.02
ﾋﾗｲ ﾏﾘｱ 鳥　取 ﾀﾆﾓﾄ ﾏｲ 鳥　取

5 6 93 平井　茉莉愛(1) 尚徳中 15.28 5 6 452 谷本　真衣(1) 鳥取南中 15.10
ｲｼﾀﾆ ﾐｶ 鳥　取 ﾆｼﾑﾗ ｻﾘ 鳥　取

6 9 516 石谷　美香(1) 国府中 15.90 6 2 180 西村　沙梨(1) 日野中 15.45
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾘ 鳥　取 ﾔｷﾞ ﾊﾙｶ 鳥　取

7 1 41 山本　優里(1) 境港第二中 16.38 7 3 653 矢木　遥(1) 気高中 16.34
ｷﾞﾝﾊﾞ ｼﾉ 鳥　取 ｸｻｶﾍﾞ ﾐﾕ 鳥　取

8 2 190 銀羽　紫乃(1) 日野中 17.18 5 625 日下部　美優(1) 福部中 DNS
ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｶ 鳥　取

5 303 山下　遥(1) 倉吉西中 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 10:05 予選
9月20日 14:00 決勝

凡例  DNS:欠場



中学１年女子100m

県中学１年記録(TCR)     12.89     山根　絵美(鳥取・鳥大附属中)          2000
大会記録(GR)            12.90     山根　絵美(鳥取・鳥大附属中)          2000

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 10:05 予選
9月20日 14:00 決勝

予選　9組0着＋8

7組 (風:-0.1) 8組 (風:-1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲｽﾞﾐ ﾕﾘ 鳥　取 ｾﾄｶﾞﾜ ｻｷ 鳥　取

1 4 69 和泉　優里(1) 境港第三中 13.77 q 1 7 483 瀬戸川　咲(1) 鳥大附属中 13.92 q
ﾀﾅｶ ﾓｶ 鳥　取 ｽﾐﾀﾞ ﾕｳｶ 鳥　取

2 7 537 田中　萌香(1) 鳥取西中 14.38 2 5 114 住田　優香(1) 後藤ヶ丘中 14.33
ﾑﾗﾀ ﾐｷ 鳥　取 ｺｼﾞﾏ ﾏﾘﾝ 鳥　取

3 5 601 村田　瑞希(1) 中ノ郷中 14.44 3 6 198 児島　麻鈴(1) 福米中 14.71
ﾀﾆｶﾜ ﾎﾉｶ 鳥　取 ﾔﾏﾓﾄ ｱｽﾅ 鳥　取

4 6 346 谷川　穂果(1) 河北中 14.83 4 9 83 山本　明日菜(1) 米子北斗中 15.30
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鳥　取 ﾀｹﾀ ｶﾘﾝ 鳥　取

5 2 637 中村　朱里(1) 湖東中 15.39 5 8 725 竹田　夏梨(1) 鳥取東中 15.33
ｳﾗｶﾜ ﾘﾎ 鳥　取 ｱｲｻｶ ｿﾗ 鳥　取

6 8 517 浦川　莉歩(1) 国府中 15.47 6 2 231 相坂　空(1) 弓ヶ浜中 15.59
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 鳥　取 ﾖﾈﾊﾗ ﾋﾅ 鳥　取

7 3 39 阿部　有希(1) 境港第二中 15.66 7 3 206 米原　緋菜(1) 名和中 16.56
ﾏｴﾀ ｶﾎ 鳥　取 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｶ 鳥　取

9 269 前田　佳穂(1) 大栄中 DNS 4 157 西村　優花(1) 日南中 DNS

9組 (風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾘﾓﾄ ﾘﾘ 鳥　取

1 5 162 有本　吏里(1) 中山中 13.35 q
ﾊｼﾓﾄ ｱﾔﾅ 鳥　取

2 4 484 橋本　彩那(1) 鳥大附属中 14.08
ﾅｽ ﾋﾒﾈ 鳥　取

3 3 189 奈須　姫音(1) 箕蚊屋中 14.64
ﾋﾛｲﾜ ﾘﾎ 鳥　取

4 9 208 廣岩　莉穂(1) 岸本中 14.66
ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｽﾞｷ 鳥　取

5 6 562 徳永　瑞希(1) 智頭中 14.70
ﾐﾂｲ ﾙｶ 鳥　取

6 8 287 光井　瑠花(1) 北溟中 15.34
ｵｵｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 鳥　取

7 7 81 大内　萌愛(1) 米子北斗中 15.47
ﾀｹｳﾁ ﾚﾅ 鳥　取

8 2 599 武内　玲奈(1) 中ノ郷中 17.08
ｱﾀﾞﾁ ﾚｲﾅ 鳥　取

1 232 足立　玲那(1) 弓ヶ浜中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学１年女子100m

県中学１年記録(TCR)     12.89     山根　絵美(鳥取・鳥大附属中)          2000
大会記録(GR)            12.90     山根　絵美(鳥取・鳥大附属中)          2000

決勝　

(風:+4.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥　取

1 4 630 上田　理湖(1) 河原中 12.61
ｱﾘﾓﾄ ﾘﾘ 鳥　取

2 6 162 有本　吏里(1) 中山中 12.95
ｲｽﾞﾐ ﾕﾘ 鳥　取

3 5 69 和泉　優里(1) 境港第三中 13.36
ｷﾀﾏﾄﾞ ﾘｵ 鳥　取

4 2 89 北窓　莉央(1) 尚徳中 13.41
ｱｵｷ ﾘｴ 鳥　取

5 9 60 青木　里衣(1) 境港第三中 13.50
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾅ 鳥　取

6 8 540 渡邉　かんな(1) 鳥取西中 13.52
ﾆｼﾑﾗ ﾎﾉｶ 鳥　取

7 7 204 西村　穂花(1) 名和中 13.54
ｾﾄｶﾞﾜ ｻｷ 鳥　取

8 3 483 瀬戸川　咲(1) 鳥大附属中 13.67

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 10:05 予選
9月20日 14:00 決勝

凡例 



中学２年女子100m

県中学２年記録(TCR)     12.49     田中　久美子(鳥取・鳥取南中)          2000
大会記録(GR)            12.64     角　尚子(鳥取・境港第一中)            1995

予選　7組0着＋8

1組 (風:-0.1) 2組 (風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀｳｴ ﾕｷﾉ 鳥　取 ｻｶﾀ ﾏﾐ 鳥　取

1 5 299 田上　雪乃(2) 倉吉西中 13.39 q 1 6 482 坂田　茉美(2) 鳥大附属中 13.83
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾅ 鳥　取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｲ 鳥　取

2 6 36 久保田　春菜(2) 境港第二中 14.16 2 7 557 谷口　由衣(2) 智頭中 13.92
ﾂﾊﾞｷ ｱﾘｻ 鳥　取 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕ 鳥　取

3 4 607 椿　愛梨沙(2) 高草中 14.21 3 4 301 山田　万由(2) 倉吉西中 14.01
ﾔｽﾀﾞ ﾊﾅｶ 鳥　取 ﾕﾐﾀ ﾐﾕ 鳥　取

4 7 501 安田　花香(2) 桜ヶ丘中 14.30 4 5 113 弓田　三結(2) 後藤ヶ丘中 14.04
ﾏｶﾍﾞ ｱﾕﾐ 鳥　取 ﾀｸﾜ ﾅｵ 鳥　取

5 3 342 真壁　亜弓(2) 河北中 14.57 5 9 42 多久和　菜緒(2) 加茂中 14.21
ﾑﾗﾅｶ ﾘﾎ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾅﾎ 鳥　取

6 2 655 村中　里穂(2) 湖東中 15.98 6 8 618 田中　南帆(2) 気高中 14.92
ｷｼﾓﾄ ｱﾕ 鳥　取 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾘ 鳥　取

7 8 556 岸本　彩優(2) 智頭中 16.09 7 2 608 安田　悠莉(2) 高草中 15.08
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｽｽﾞ 鳥　取 ｲｹﾀﾞ ｺｺﾛ 鳥　取

9 29 藤原　美鈴(2) 岸本中 DNS 8 3 592 池田　こころ(2) 中ノ郷中 15.71

3組 (風:+0.8) 4組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｸﾔﾏ ﾊﾙｶ 鳥　取 ﾋｳﾗ ﾘﾎ 鳥　取

1 4 722 福山　遥(2) 鳥取東中 13.37 q 1 6 112 日浦　里穂(2) 後藤ヶ丘中 13.91
ｲｶﾞｷ ﾊﾙﾐ 鳥　取 ﾀｸﾞﾁ ｻﾎ 鳥　取

2 7 297 井垣　晴美(2) 倉吉西中 13.80 2 5 165 田口　彩帆(2) 湊山中 14.02
ﾖﾈｲ ﾅﾎ 鳥　取 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾀ 鳥　取

3 5 560 米井　菜穂(2) 智頭中 14.07 3 7 5 松本　ひなた(2) 境港第一中 14.12
ｵｸﾞﾗ ﾊﾙｶ 鳥　取 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取

4 6 285 小椋　遙(2) 北溟中 14.42 4 4 723 溝口　希美(2) 鳥取東中 14.43
ﾓﾘﾑﾗ ﾅﾐ 鳥　取 ﾊﾅﾊﾞﾗ ｻﾔｶ 鳥　取

5 3 50 森村　七海(2) 東山中 14.82 5 8 38 花原　紗也加(2) 境港第二中 14.82
ｺｼﾞﾏ ｱｽｶ 鳥　取 ｲｼﾊﾗ ｻﾔ 鳥　取

6 8 130 小島　明日香(2) 福生中 14.84 6 3 585 石原　沙弥(2) 中ノ郷中 15.03
ﾋﾗﾀ ﾐｸﾞﾐ 鳥　取 ﾜｸｼﾏ ｱｻﾐ 鳥　取

7 2 200 平田　恵(2) 名和中 15.78 7 2 340 涌嶋　麻美(2) 河北中 15.38
ｷﾑﾗ ﾜｶ 鳥　取 ﾂﾕｷ ｱﾘｻ 鳥　取

9 275 木村　和佳(2) 倉吉東中 DNS 8 9 536 露木　有紗(2) 鳥取西中 15.75

5組 (風:+0.4) 6組 (風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｶﾓﾄ ｴﾐ 鳥　取 ｶﾄﾞﾜｷ ｱﾉﾝ 鳥　取

1 7 111 坂本　恵美(2) 後藤ヶ丘中 13.30 q 1 7 58 門脇　愛音(2) 境港第三中 13.85
ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ 鳥　取 ｸﾗﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ 鳥　取

2 5 628 田中　マリア(2) 河原中 13.67 q 2 6 497 倉本　晏朱(2) 桜ヶ丘中 13.87
ｸﾜﾓﾄ ﾏﾅ 鳥　取 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵﾝ 鳥　取

3 4 343 桑本　茉奈(2) 河北中 13.71 q 3 4 43 渡邉　梨穏(2) 加茂中 13.96
ｲﾄｳ ﾕｲ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾐ 鳥　取

4 8 721 伊藤　祐衣(2) 鳥取東中 14.67 4 9 51 田中　恵(2) 東山中 14.48
ｺｼﾐｽﾞ ｱｲ 鳥　取 ｵｵﾀﾆﾅﾂｷ 鳥　取

5 9 589 小清水　杏依(2) 中ノ郷中 14.77 5 5 465 大谷　夏希(2) 船岡中 14.66
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 鳥　取 ｻｶﾀ ﾊﾙｶ 鳥　取

6 3 525 小林　杏海(2) 湖東中 15.46 6 8 170 坂田　陽歌(2) 湊山中 14.92
ﾎﾘｵ ﾕﾅ 鳥　取 ｲﾜｶﾞｷ ﾘﾀ 鳥　取

7 2 619 堀尾　柚奈(2) 気高中 16.30 7 3 138 岩垣　吏待(2) 大山中 15.61
ｽｷﾞﾔﾏ ｷｸ 鳥　取 ﾅｶﾀﾆ ﾐｽﾞﾊ 鳥　取

6 142 杉山　鞠(2) 大山中 DNS 8 2 524 中谷　瑞葉(2) 湖東中 15.87

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 10:35 予選
9月20日 14:05 決勝

凡例  DNS:欠場



中学２年女子100m

県中学２年記録(TCR)     12.49     田中　久美子(鳥取・鳥取南中)          2000
大会記録(GR)            12.64     角　尚子(鳥取・境港第一中)            1995

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 10:35 予選
9月20日 14:05 決勝

予選　7組0着＋8

7組 (風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾀﾞﾁ ｶﾅ 鳥　取

1 6 15 安達　香奈(2) 弓ヶ浜中 13.27 q
ｼｼﾄﾞ ﾊﾙｶ 鳥　取

2 4 37 宍戸　遥(2) 境港第二中 13.57 q
ｷﾉｼﾀ ｸﾙﾐ 鳥　取

3 7 453 木下　来海(2) 鳥取南中 13.70 q
ﾀﾆｵﾈﾈ 鳥　取

4 5 467 谷尾　寧音(2) 船岡中 14.42
ｷｼﾓﾄ ﾑﾂﾐ 鳥　取

5 3 544 岸本　睦(2) 岩美中 14.61
ﾅｶﾞﾀ ﾐｵ 鳥　取

6 8 49 長田　美緒(2) 東山中 14.63
ｶﾂﾊﾗ ｻｷ 鳥　取

7 9 577 勝原　沙紀(2) 中央中 14.73
ｳｴｶﾞｲ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取

8 2 25 上貝　望(2) 岸本中 15.36

凡例  DNS:欠場



中学２年女子100m

県中学２年記録(TCR)     12.49     田中　久美子(鳥取・鳥取南中)          2000
大会記録(GR)            12.64     角　尚子(鳥取・境港第一中)            1995

決勝　

(風:+2.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾀﾞﾁ ｶﾅ 鳥　取

1 7 15 安達　香奈(2) 弓ヶ浜中 12.99
ｻｶﾓﾄ ｴﾐ 鳥　取

2 4 111 坂本　恵美(2) 後藤ヶ丘中 13.05
ﾀｳｴ ﾕｷﾉ 鳥　取

3 5 299 田上　雪乃(2) 倉吉西中 13.05
ﾌｸﾔﾏ ﾊﾙｶ 鳥　取

4 6 722 福山　遥(2) 鳥取東中 13.13
ｼｼﾄﾞ ﾊﾙｶ 鳥　取

5 8 37 宍戸　遥(2) 境港第二中 13.43
ｸﾜﾓﾄ ﾏﾅ 鳥　取

6 3 343 桑本　茉奈(2) 河北中 13.60
ｷﾉｼﾀ ｸﾙﾐ 鳥　取

7 2 453 木下　来海(2) 鳥取南中 13.64
ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ 鳥　取

8 9 628 田中　マリア(2) 河原中 13.80

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 10:35 予選
9月20日 14:05 決勝

凡例 



中学女子200m

県中学記録(TCR)         25.31     中澤　瑠衣子(鳥取・境港第二中)        1998
大会記録(GR)            26.30     相生　七海(鳥取・三朝中)              2013

予選　5組0着＋8

1組 (風:+1.5) 2組 (風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｶﾓﾄ ｴﾐ 鳥　取 ﾀｳｴ ﾕｷﾉ 鳥　取

1 7 111 坂本　恵美(2) 後藤ヶ丘中 27.46 q 1 5 299 田上　雪乃(2) 倉吉西中 27.76 q
ｷﾀﾏﾄﾞ ﾘｵ 鳥　取 ﾋｳﾗ ﾘﾎ 鳥　取

2 5 89 北窓　莉央(1) 尚徳中 28.29 q 2 6 112 日浦　里穂(2) 後藤ヶ丘中 29.19 q
ｵｶｻﾞｷ ｶﾉﾝ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾓｶ 鳥　取

3 4 6 岡崎　果音(1) 境港第一中 30.02 3 4 537 田中　萌香(1) 鳥取西中 29.39
ﾏﾙﾔﾏ ｻﾖ 鳥　取 ﾀｸﾜ ﾅｵ 鳥　取

4 9 350 丸山　紗代(1) 河北中 31.37 4 3 42 多久和　菜緒(2) 加茂中 29.71
ﾐﾂｲ ﾙｶ 鳥　取 ﾔﾏﾓﾄ ｱｽﾅ 鳥　取

5 8 287 光井　瑠花(1) 北溟中 31.53 5 8 83 山本　明日菜(1) 米子北斗中 31.41
ｲｹﾀﾞ ｺｺﾛ 鳥　取 ｷﾀｵ ﾏｲﾐ 鳥　取

6 6 592 池田　こころ(2) 中ノ郷中 32.08 6 9 349 北尾　舞美(1) 河北中 32.10
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾘ 鳥　取 ｷｼﾓﾄ ｱﾕ 鳥　取

7 3 642 安田　里梨(1) 国府中 35.28 7 7 556 岸本　彩優(2) 智頭中 33.16

3組 (風:+1.1) 4組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥　取 ﾕﾐﾀ ﾐﾕ 鳥　取

1 4 630 上田　理湖(1) 河原中 27.42 q 1 7 113 弓田　三結(2) 後藤ヶ丘中 29.38
ｵｶﾀﾞ ﾏﾅｶ 鳥　取 ｸﾗﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ 鳥　取

2 9 82 岡田　舞菜香(1) 米子北斗中 29.29 q 2 4 497 倉本　晏朱(2) 桜ヶ丘中 29.51
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾅ 鳥　取 ｲｼﾊﾗ ｱｶﾈ 鳥　取

3 6 36 久保田　春菜(2) 境港第二中 29.47 3 6 300 石原　茜(2) 倉吉西中 30.26
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｲ 鳥　取 ﾐﾊﾗ ｴﾘﾅ 鳥　取

4 5 557 谷口　由衣(2) 智頭中 30.05 4 5 532 三原　絵利奈(1) 湖東中 30.90
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鳥　取 ｼｵﾊﾏ ﾐﾕｳ 鳥　取

5 7 637 中村　朱里(1) 湖東中 32.03 5 9 647 塩濱　美優(1) 岩美中 30.93
ｲｼﾀﾆ ﾐｶ 鳥　取 ｵｵｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 鳥　取

6 8 516 石谷　美香(1) 国府中 32.33 6 2 81 大内　萌愛(1) 米子北斗中 32.24
ﾀﾅｶ ｱｽｶ 鳥　取 ﾖｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ 鳥　取

3 648 田中　明日香(1) 岩美中 DNS 7 8 724 由水　綾香(2) 鳥取東中 33.67
ﾀｶﾉ ﾜｶﾅ 鳥　取

8 3 641 髙野　和奏(1) 国府中 34.28

5組 (風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｸﾔﾏ ﾊﾙｶ 鳥　取

1 4 722 福山　遥(2) 鳥取東中 27.52 q
ﾖﾈｲ ﾅﾎ 鳥　取

2 5 560 米井　菜穂(2) 智頭中 28.95 q
ﾅｶﾞﾀ ﾐｵ 鳥　取

3 6 49 長田　美緒(2) 東山中 30.41
ｷｼﾓﾄ ﾑﾂﾐ 鳥　取

4 3 544 岸本　睦(2) 岩美中 30.42
ﾅｶﾀﾆ ﾐｽﾞﾊ 鳥　取

5 7 524 中谷　瑞葉(2) 湖東中 32.60
ｺﾀﾞﾏ ｿﾗ 鳥　取

6 9 345 児玉　大空(1) 河北中 33.31
ｱﾀﾞﾁ ｱﾐ 鳥　取

7 8 40 足立　あみ(1) 境港第二中 33.94

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 10:25 予選
9月21日 13:20 決勝

凡例  DNS:欠場



中学女子200m

県中学記録(TCR)         25.31     中澤　瑠衣子(鳥取・境港第二中)        1998
大会記録(GR)            26.30     相生　七海(鳥取・三朝中)              2013

決勝　

(風:+2.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥　取

1 5 630 上田　理湖(1) 河原中 26.99
ﾀｳｴ ﾕｷﾉ 鳥　取

2 4 299 田上　雪乃(2) 倉吉西中 27.24
ﾌｸﾔﾏ ﾊﾙｶ 鳥　取

3 6 722 福山　遥(2) 鳥取東中 27.41
ｻｶﾓﾄ ｴﾐ 鳥　取

4 7 111 坂本　恵美(2) 後藤ヶ丘中 27.82
ﾋｳﾗ ﾘﾎ 鳥　取

5 3 112 日浦　里穂(2) 後藤ヶ丘中 28.97
ｷﾀﾏﾄﾞ ﾘｵ 鳥　取

6 8 89 北窓　莉央(1) 尚徳中 29.00
ｵｶﾀﾞ ﾏﾅｶ 鳥　取

7 2 82 岡田　舞菜香(1) 米子北斗中 29.22
ﾖﾈｲ ﾅﾎ 鳥　取

8 9 560 米井　菜穂(2) 智頭中 29.45

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 10:25 予選
9月21日 13:20 決勝

凡例 



中学女子800m

県中学記録(TCR)         2:11.73   青山　真知子(鳥取・河北中)            1990
大会記録(GR)            2:16.20   大塚　茜(鳥取・河北中)                1990

予選　6組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾊｾｶﾞﾜ ﾌｳｶ 鳥　取 ｱｶﾎﾘ ﾉﾘﾐ 鳥　取

1 6 531 長谷川　楓花(1) 湖東中 2:40.02 1 5 554 赤堀　仁美(2) 智頭中 2:28.86 q
ﾅｶﾞﾐ ﾋﾖ 鳥　取 ﾎﾘｵ ｶﾘﾝ 鳥　取

2 2 159 永見　妃陽(2) 中山中 2:43.00 2 4 496 堀尾　和凛(2) 桜ヶ丘中 2:31.81 q
ﾏﾂｵｶ ﾁｽｽﾞ 鳥　取 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾐ 鳥　取

3 7 64 松岡　千鈴(2) 溝口中 2:43.14 3 3 649 原田　亜美(1) 岩美中 2:43.90
ﾔﾏﾆｼ ﾘﾅ 鳥　取 ｲﾄｳ ｱｶﾘ 鳥　取

4 8 209 山西　利奈(1) 岸本中 2:52.27 4 6 579 伊藤　あかり(2) 中央中 2:44.50
ﾊﾏﾓﾄ ｻｸﾗ 鳥　取 ｽｷﾞｶﾜ ｱｷ 鳥　取

5 9 288 濱本　さくら(1) 北溟中 2:58.89 5 7 266 杉川　愛希(1) 大栄中 2:52.28
ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾂﾐ 鳥　取 ｶﾄﾞ ｺﾘﾝ 鳥　取

6 3 205 松田　夏海(1) 名和中 3:16.20 6 8 512 門　瑚凜(2) 国府中 2:52.56
ﾔﾏﾏｽ ﾁﾅﾂ 鳥　取 ﾎﾝﾀﾞ ﾓｴｶ 鳥　取

4 265 山枡　千夏(2) 大栄中 DNS 7 9 95 本田　萌果(1) 溝口中 2:52.71
ｽｷﾞﾑﾗ ﾜｶ 鳥　取 ｾｲﾔﾏ ﾅﾅ 鳥　取

5 561 杉村　和香(1) 智頭中 DNS 8 2 19 清山　菜那(2) 弓ヶ浜中 3:04.73

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲﾘｴ ｾﾅ 鳥　取 ｶﾜｻｷ ﾏｺ 鳥　取

1 7 109 入江　聖奈(2) 後藤ヶ丘中 2:26.13 q 1 7 523 川崎　眞子(2) 湖東中 2:28.62 q
ﾄｸｲ ｻｴ 鳥　取 ｲｹｲ ﾘﾝﾈ 鳥　取

2 4 292 徳井　紗英(1) 北溟中 2:45.31 2 6 602 池井　鈴音(1) 中ノ郷中 2:35.01 q
ｳｼｵ ﾐﾕ 鳥　取 ｴﾊﾗ ﾓｴ 鳥　取

3 5 179 生塩　実優(2) 日野中 2:47.40 3 4 495 江原　萌絵(2) 桜ヶ丘中 2:39.33 q
ﾔﾌﾞﾀ ﾘｺ 鳥　取 ﾊﾔｼ ｱﾐ 鳥　取

4 9 600 薮田　莉子(1) 中ノ郷中 2:50.79 4 9 644 林　亜海(1) 国府中 2:46.36
ﾓﾘﾀ ﾒｲ 鳥　取 ｺﾀﾞﾆ ｻﾄ 鳥　取

5 3 652 森田　愛唯(1) 福部中 2:58.42 5 5 276 小谷　さと(1) 倉吉東中 2:48.44
ﾓﾘﾔﾏ ｶﾅ 鳥　取 ﾅｶﾔﾏ ｲﾂｷ 鳥　取

6 136 森山　佳南(1) 福生中 DNS 6 2 646 中山　樹(1) 岩美中 2:53.04
ｲｸﾀ ｻｴ 鳥　取 ｵｵﾀ ﾏﾋﾙ 鳥　取

8 191 生田　紗詠(2) 福米中 DNS 7 3 201 太田　茉陽(1) 名和中 2:53.49
ｲｲﾀﾞ ﾙﾈ 鳥　取

8 324 飯田　留音(1) 東郷中 DNS

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾕｶﾜ ﾚﾅ 鳥　取 ｲｼｲ ｴﾘﾅ 鳥　取

1 6 526 湯川　令奈(1) 湖東中 2:25.75 q 1 4 290 石井　永理奈(1) 北溟中 2:41.04
ﾊｼﾀﾆ ﾕｳﾅ 鳥　取 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾐｺ 鳥　取

2 5 360 橋谷　優奈(1) 東伯中 2:28.37 q 2 7 594 岩本　麻実子(1) 中ノ郷中 2:47.12
ﾖﾈｴ ﾊﾙｶ 鳥　取 ｶﾄｳ ｻﾔｶ 鳥　取

3 8 117 米江　遥果(1) 後藤ヶ丘中 2:47.30 3 5 578 加藤　彩佳(2) 中央中 2:48.21
ﾌｸﾔﾏ ｱｲﾗ 鳥　取 ﾏﾂﾓﾄ ｶｵﾘ 鳥　取

4 7 289 福山　愛羅(1) 北溟中 2:49.18 4 3 539 松本　香織(1) 鳥取西中 3:02.03
ｶﾜｶﾐ ﾁｻﾄ 鳥　取 ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾅ 鳥　取

5 4 576 川上　智聖(2) 中央中 2:49.42 6 139 中西　春菜(2) 大山中 DNS
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ 鳥　取 ｲﾁﾑﾗ ﾅﾂｷ 鳥　取

6 9 514 遠藤　茉奈(1) 国府中 2:58.55 8 168 市村　夏希(2) 湊山中 DNS
ﾋﾑﾗ ｱｲﾘ 鳥　取 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾏｷ 鳥　取

2 20 干村　愛梨(2) 弓ヶ浜中 DNS 9 486 杉原　珠綺(1) 桜ヶ丘中 DNS
ﾎｿﾀﾞ ｷﾗﾗ 鳥　取

3 212 細田　きらら(1) 岸本中 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 13:00 予選
9月21日 12:30 決勝

凡例  DNS:欠場



中学女子800m

県中学記録(TCR)         2:11.73   青山　真知子(鳥取・河北中)            1990
大会記録(GR)            2:16.20   大塚　茜(鳥取・河北中)                1990

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 13:00 予選
9月21日 12:30 決勝

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録
予選　6組

予選　1組

予選　2組

予選　3組

予選　4組

予選　5組

凡例  DNS:欠場



中学女子800m

県中学記録(TCR)         2:11.73   青山　真知子(鳥取・河北中)            1990
大会記録(GR)            2:16.20   大塚　茜(鳥取・河北中)                1990

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾘｴ ｾﾅ 鳥　取

1 5 109 入江　聖奈(2) 後藤ヶ丘中 2:23.65
ﾕｶﾜ ﾚﾅ 鳥　取

2 7 526 湯川　令奈(1) 湖東中 2:26.11
ｶﾜｻｷ ﾏｺ 鳥　取

3 6 523 川崎　眞子(2) 湖東中 2:26.51
ｱｶﾎﾘ ﾉﾘﾐ 鳥　取

4 8 554 赤堀　仁美(2) 智頭中 2:30.41
ｲｹｲ ﾘﾝﾈ 鳥　取

5 2 602 池井　鈴音(1) 中ノ郷中 2:31.74
ﾊｼﾀﾆ ﾕｳﾅ 鳥　取

6 4 360 橋谷　優奈(1) 東伯中 2:32.91
ﾎﾘｵ ｶﾘﾝ 鳥　取

7 9 496 堀尾　和凛(2) 桜ヶ丘中 2:33.70
ｴﾊﾗ ﾓｴ 鳥　取

8 3 495 江原　萌絵(2) 桜ヶ丘中 2:36.22

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 13:00 予選
9月21日 12:30 決勝

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決勝

凡例 



中学女子1500m

県中学記録(TCR)         4:33.30   三橋　里子(鳥取・境港第二中)          1993
大会記録(GR)            4:41.47   山本　亜里沙(鳥取・東伯中)            2010

予選　2組6着＋6

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾄｸﾀﾞ ｱﾔｺ 鳥　取 ｲﾘｴ ｾﾅ 鳥　取

1 23 479 德田　絢子(2) 鳥大附属中 5:01.93 Q 1 12 109 入江　聖奈(2) 後藤ヶ丘中 5:07.71 Q
ﾅｶｲ ｱﾔｶ 鳥　取 ﾕｶﾜ ﾚﾅ 鳥　取

2 12 347 中井　彩香(1) 河北中 5:06.29 Q 2 4 526 湯川　令奈(1) 湖東中 5:09.69 Q
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅ 鳥　取 ﾀｸﾞﾁ ﾈﾈ 鳥　取

3 1 91 清水　花(1) 尚徳中 5:06.36 Q 3 14 274 田口　音々(2) 倉吉東中 5:11.59 Q
ﾆｼｵ ｶﾉ 鳥　取 ｱｶﾎﾘ ﾉﾘﾐ 鳥　取

4 14 527 西尾　香乃(1) 湖東中 5:06.51 Q 4 16 554 赤堀　仁美(2) 智頭中 5:12.86 Q
ﾎﾘｵ ｶﾘﾝ 鳥　取 ｱｵｷ ﾕｳﾅ 鳥　取

5 8 496 堀尾　和凛(2) 桜ヶ丘中 5:10.48 Q 5 13 481 青木　優奈(2) 鳥大附属中 5:13.16 Q
ﾊｼﾀﾆ ﾕｳﾅ 鳥　取 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｺ 鳥　取

6 9 360 橋谷　優奈(1) 東伯中 5:12.92 Q 6 8 480 渡邊　稜子(2) 鳥大附属中 5:13.20 Q
ﾖｼﾀﾞ ﾘﾉ 鳥　取 ｺﾀﾞﾆ ﾁﾋﾛ 鳥　取

7 24 306 吉田　理乃(1) 倉吉西中 5:13.55 q 7 15 87 小谷　智蓉(2) 尚徳中 5:15.84 q
ｲｹｵｶ ｱﾂﾞｻ 鳥　取 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾎ 鳥　取

8 3 153 池岡　杏都紗(1) 日南中 5:14.42 q 8 10 307 西村　尭歩(1) 倉吉西中 5:18.52 q
ｵｵﾊﾞ ｺｺﾛ 鳥　取 ｼﾊﾞﾀ ｴﾘ 鳥　取

9 20 197 大庭　こころ(2) 福米中 5:17.77 q 9 20 148 柴田　笑里(2) 日南中 5:24.15
ｲｼｲ ｴﾘﾅ 鳥　取 ｲｼｶｻ ﾉｱ 鳥　取

10 10 290 石井　永理奈(1) 北溟中 5:18.81 q 10 9 257 石笠　のあ(2) 三朝中 5:25.94
ｵｵﾀﾆ ｷﾘ 鳥　取 ｴﾊﾗ ﾓｴ 鳥　取

11 5 591 大谷　稀里(2) 中ノ郷中 5:19.69 11 18 495 江原　萌絵(2) 桜ヶ丘中 5:30.31
ｶﾜｻｷ ﾏｺ 鳥　取 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 鳥　取

12 4 523 川崎　眞子(2) 湖東中 5:20.01 12 3 70 鈴木　里実(1) 福米中 5:32.58
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕ 鳥　取 ﾂﾉﾀﾞ ﾋｽｲ 鳥　取

13 17 485 山本　舞由(1) 桜ヶ丘中 5:22.39 13 22 140 角田　妃吹(2) 大山中 5:33.41
ｲﾁﾑﾗ ﾅﾂｶ 鳥　取 ﾄｸｲ ｻｴ 鳥　取

14 2 511 市村　夏華(2) 国府中 5:22.77 14 19 292 徳井　紗英(1) 北溟中 5:36.49
ﾎﾝｼﾞｮｳ ｱｶﾈ 鳥　取 ﾐﾔﾓﾄ ｲｵ 鳥　取

15 13 302 本荘　あかね(1) 倉吉西中 5:22.82 15 23 30 宮本　依緖(2) 岸本中 5:36.97
ｱｲｶﾜ ﾅﾂﾎ 鳥　取 ﾅｶﾆｼﾐﾁｶ 鳥　取

16 19 57 相川　夏穂(2) 境港第三中 5:26.13 16 1 469 中西　美愛(1) 船岡中 5:37.42
ﾌｸﾀ ﾘﾂｶ 鳥　取 ﾀｷﾔﾏ ﾊﾙｶ 鳥　取

17 6 515 福田　りつか(1) 国府中 5:30.41 17 11 513 瀧山　遥華(2) 国府中 5:45.12
ｺﾀﾞﾆ ｻﾄ 鳥　取 ﾏｴﾀ ｱﾔﾅ 鳥　取

18 7 276 小谷　さと(1) 倉吉東中 5:33.40 18 2 587 前田　彩奈(2) 中ノ郷中 5:45.16
ｼﾊﾞﾀ ﾏﾘ 鳥　取 ｷﾊﾗ  ﾘﾅ 鳥　取

19 21 152 柴田　麻里(2) 日南中 5:33.61 19 5 590 木原　里菜(2) 中ノ郷中 5:51.76
ﾓﾘﾓﾄ ﾉｱ 鳥　取 ﾅｽ ﾕｳｶ 鳥　取

20 18 624 森本　乃愛(2) 福部中 5:49.62 6 734 那須　柚香(2) 鳥取東中 DNS
ﾊﾂﾀ ﾅﾂｷ 鳥　取 ﾔﾏﾜｷ ﾘﾅ 鳥　取

21 15 617 初田　夏希(2) 気高中 5:52.00 7 353 山脇　里菜(2) 河北中 DNS
ﾊﾊﾞﾀ ﾏﾕ 鳥　取 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾐ 鳥　取

22 16 63 幅田　麻友(2) 溝口中 6:09.57 17 649 原田　亜美(1) 岩美中 DNS
ﾅｶﾔﾏ ｲﾂｷ 鳥　取 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾓｴｶ 鳥　取

11 646 中山　樹(1) 岩美中 DNS 21 141 林原　萌香(2) 大山中 DNS
ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾅ 鳥　取

22 139 中西　春菜(2) 大山中 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 14:35 予選
9月21日 11:40 決勝

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予選　1組

予選　2組

凡例  DNS:欠場



中学女子1500m

県中学記録(TCR)         4:33.30   三橋　里子(鳥取・境港第二中)          1993
大会記録(GR)            4:41.47   山本　亜里沙(鳥取・東伯中)            2010

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾕｶﾜ ﾚﾅ 鳥　取

1 6 526 湯川　令奈(1) 湖東中 4:55.28
ｲﾘｴ ｾﾅ 鳥　取

2 14 109 入江　聖奈(2) 後藤ヶ丘中 4:55.33
ﾀｸﾞﾁ ﾈﾈ 鳥　取

3 5 274 田口　音々(2) 倉吉東中 4:58.35
ﾅｶｲ ｱﾔｶ 鳥　取

4 15 347 中井　彩香(1) 河北中 5:02.56
ﾆｼｵ ｶﾉ 鳥　取

5 13 527 西尾　香乃(1) 湖東中 5:02.86
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅ 鳥　取

6 3 91 清水　花(1) 尚徳中 5:03.22
ﾊｼﾀﾆ ﾕｳﾅ 鳥　取

7 16 360 橋谷　優奈(1) 東伯中 5:03.98
ｺﾀﾞﾆ ﾁﾋﾛ 鳥　取

8 10 87 小谷　智蓉(2) 尚徳中 5:04.11
ﾎﾘｵ ｶﾘﾝ 鳥　取

9 2 496 堀尾　和凛(2) 桜ヶ丘中 5:06.80
ｱｵｷ ﾕｳﾅ 鳥　取

10 4 481 青木　優奈(2) 鳥大附属中 5:07.25
ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾎ 鳥　取

11 7 307 西村　尭歩(1) 倉吉西中 5:08.39
ｲｹｵｶ ｱﾂﾞｻ 鳥　取

12 11 153 池岡　杏都紗(1) 日南中 5:08.90
ｲｼｲ ｴﾘﾅ 鳥　取

13 18 290 石井　永理奈(1) 北溟中 5:14.45
ﾖｼﾀﾞ ﾘﾉ 鳥　取

14 9 306 吉田　理乃(1) 倉吉西中 5:16.00
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｺ 鳥　取

15 12 480 渡邊　稜子(2) 鳥大附属中 5:16.12
ｵｵﾊﾞ ｺｺﾛ 鳥　取

16 1 197 大庭　こころ(2) 福米中 5:16.13
ｱｶﾎﾘ ﾉﾘﾐ 鳥　取

8 554 赤堀　仁美(2) 智頭中 DNS
ﾄｸﾀﾞ ｱﾔｺ 鳥　取

17 479 德田　絢子(2) 鳥大附属中 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 14:35 予選
9月21日 11:40 決勝

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



中学女子3000m

県中学記録(TCR)         9:44.80   三橋　里子(鳥取・境港第二中)          1993
大会記録(GR)            10:06.44  山本　亜里沙(鳥取・東伯中)            2010

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄｸﾀﾞ ｱﾔｺ 鳥　取

1 4 479 德田　絢子(2) 鳥大附属中 10:42.72
ﾀｸﾞﾁ ﾈﾈ 鳥　取

2 2 274 田口　音々(2) 倉吉東中 10:49.24
ｻｶｲ ｺﾉﾐ 鳥　取

3 16 305 酒井　小実(2) 倉吉西中 11:05.51
ｽｷﾞﾑﾗ ﾜｶ 鳥　取

4 11 561 杉村　和香(1) 智頭中 11:06.22
ｲｶﾞｷ ﾋﾛﾐ 鳥　取

5 3 298 井垣　広美(2) 倉吉西中 11:13.50
ﾆｼｵ ｶﾉ 鳥　取

6 7 527 西尾　香乃(1) 湖東中 11:16.16
ｵｵﾀﾆ ｷﾘ 鳥　取

7 1 591 大谷　稀里(2) 中ノ郷中 11:20.12
ｸﾛｾ ｶｵﾙ 鳥　取

8 9 390 黒瀬　薫(1) 三朝中 11:22.29
ｲﾜﾓﾄ ﾏﾐｺ 鳥　取

9 12 594 岩本　麻実子(1) 中ノ郷中 11:22.30
ｵｵﾊﾞ ｺｺﾛ 鳥　取

10 8 197 大庭　こころ(2) 福米中 11:33.57
ｷﾀｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ 鳥　取

11 17 391 北川　千尋(2) 三朝中 11:39.39
ｲｼﾊﾗ ｸﾙﾘ 鳥　取

12 6 256 石原　くるり(2) 三朝中 12:06.54
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 鳥　取

13 14 450 山口　桃佳(1) 鳥取南中 12:17.10
ﾅｶﾆｼﾐﾁｶ 鳥　取

14 10 469 中西　美愛(1) 船岡中 12:18.49
ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾓｴｶ 鳥　取

15 18 141 林原　萌香(2) 大山中 12:25.85
ﾅｶｲ ｱﾔｶ 鳥　取

5 347 中井　彩香(1) 河北中 DNS
ﾅｽ ﾕｳｶ 鳥　取

13 734 那須　柚香(2) 鳥取東中 DNS
ﾔﾏﾜｷ ﾘﾅ 鳥　取

15 353 山脇　里菜(2) 河北中 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 14:00 決勝

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



中学１年女子80mH

県中学１年記録(TCR)     12.1      花本　登紀子(鳥取・東伯中)            1971
大会記録(GR)            12.76     青砥　奈々美(鳥取・境港第一中)        1997

予選　2組0着＋8

1組 (風:-0.1) 2組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾅ 鳥　取 ﾀﾆｶﾜ ﾎﾉｶ 鳥　取

1 3 540 渡邉　かんな(1) 鳥取西中 14.84 q 1 3 346 谷川　穂果(1) 河北中 13.75 q
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 鳥　取 ｾﾊﾗ ﾅﾅｺ 鳥　取

2 6 325 福田　夏生(1) 鴨川中 15.88 q 2 6 171 妹原　七虹(1) 湊山中 14.38 q
ｺｼﾞﾏ ﾏﾘﾝ 鳥　取 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 鳥　取

3 9 198 児島　麻鈴(1) 福米中 16.00 q 3 4 638 吉澤　美月(1) 湖東中 15.72 q
ﾏｴﾀ ｶﾅ 鳥　取 ﾀﾆｼｹﾞ ﾏﾅﾐ 鳥　取

4 7 595 前田　花奈(1) 中ノ郷中 16.22 q 4 8 632 谷繁　愛美(1) 河原中 17.10
ﾐﾔﾅｶﾞ ｻﾄﾐ 鳥　取 ﾄﾀﾞ ﾅﾅｶ 鳥　取

5 5 143 宮長　里実(1) 大山中 16.23 q 5 7 636 戸田　菜々香(1) 湖東中 17.26
ｵｵｻｷ ｱﾝﾅ 鳥　取 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾉ 鳥　取

6 8 530 大崎　杏那(1) 湖東中 16.70 6 9 596 井上　佳乃(1) 中ノ郷中 18.93
ﾀｸﾜ ｱｶﾘ 鳥　取 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ 鳥　取

7 4 115 多久和　朱理(1) 後藤ヶ丘中 17.90 5 731 山下　里奈(1) 鳥取東中 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 09:30 予選
9月21日 12:40 決勝

凡例  DNS:欠場



中学１年女子80mH

県中学１年記録(TCR)     12.1      花本　登紀子(鳥取・東伯中)            1971
大会記録(GR)            12.76     青砥　奈々美(鳥取・境港第一中)        1997

決勝　

(風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾆｶﾜ ﾎﾉｶ 鳥　取

1 4 346 谷川　穂果(1) 河北中 13.36
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾅ 鳥　取

2 6 540 渡邉　かんな(1) 鳥取西中 13.64
ｾﾊﾗ ﾅﾅｺ 鳥　取

3 7 171 妹原　七虹(1) 湊山中 13.96
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 鳥　取

4 8 325 福田　夏生(1) 鴨川中 14.70
ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 鳥　取

5 5 638 吉澤　美月(1) 湖東中 14.81
ｺｼﾞﾏ ﾏﾘﾝ 鳥　取

6 9 198 児島　麻鈴(1) 福米中 15.87
ﾐﾔﾅｶﾞ ｻﾄﾐ 鳥　取

7 3 143 宮長　里実(1) 大山中 15.91
ﾏｴﾀ ｶﾅ 鳥　取

8 2 595 前田　花奈(1) 中ノ郷中 16.41

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 09:30 予選
9月21日 12:40 決勝

凡例 



中学女子100mH

県中学記録(TCR)         14.40     青砥　奈々美(鳥取・境港第一中)        1999
大会記録(GR)            14.99     藤崎　佳穂(鳥取・鳥大附属中)          2010

予選　3組0着＋8

1組 (風:0.0) 2組 (風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 鳥　取 ｸﾜﾓﾄ ﾏﾅ 鳥　取

1 5 254 岡﨑　汀(2) 三朝中 15.27 q 1 7 343 桑本　茉奈(2) 河北中 16.11 q
ﾀｸﾞﾁ ｻﾎ 鳥　取 ｶﾄﾞﾜｷ ｱﾉﾝ 鳥　取

2 4 165 田口　彩帆(2) 湊山中 16.94 q 2 4 58 門脇　愛音(2) 境港第三中 17.90 q
ｻｶﾀ ﾏﾐ 鳥　取 ﾌｼﾞﾜﾗﾅﾂﾞｷ 鳥　取

3 7 482 坂田　茉美(2) 鳥大附属中 17.15 q 3 5 466 藤原　菜月(2) 船岡中 18.45
ｶﾈｵ ｼｮｳｺ 鳥　取 ｲﾜｶﾞｷ ﾘﾀ 鳥　取

4 6 48 金尾　憧子(2) 東山中 18.27 q 4 8 138 岩垣　吏待(2) 大山中 20.05
ｻｶﾃ ｱﾕﾐ 鳥　取 ﾀﾏｲ ﾘｻｺ 鳥　取

5 3 341 坂手　歩実(2) 河北中 18.28 5 3 132 玉井　理咲子(2) 福生中 20.05
ｲｶﾞｷ ﾊﾙﾐ 鳥　取 ｵｸﾞﾗ ﾊﾙｶ 鳥　取

6 8 297 井垣　晴美(2) 倉吉西中 18.56 6 2 285 小椋　遙(2) 北溟中 20.53
ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾕ 鳥　取 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵﾝ 鳥　取

7 2 133 松田　奈夕(2) 福生中 21.05 6 43 渡邉　梨穏(2) 加茂中 DQ,T10

ｵｸﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 鳥　取 ｶﾈﾁｸ ﾓｴ 鳥　取

8 9 588 奥山　樹里(2) 中ノ郷中 21.75 9 169 鐘築　萌(2) 湊山中 DNS

3組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾀﾞﾁ ｶﾅ 鳥　取

1 6 15 安達　香奈(2) 弓ヶ浜中 15.41 q
ｷﾉｼﾀ ｸﾙﾐ 鳥　取

2 5 453 木下　来海(2) 鳥取南中 16.29 q
ﾀﾆｵﾈﾈ 鳥　取

3 7 467 谷尾　寧音(2) 船岡中 19.10
ﾏｶﾍﾞ ｱﾕﾐ 鳥　取

4 9 342 真壁　亜弓(2) 河北中 20.04
ﾀｶﾊｼ ﾐﾜ 鳥　取

5 8 53 髙橋　美和(2) 東山中 20.20
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 鳥　取

6 3 135 渡部　茉央(2) 福生中 21.98
ｶﾈﾀﾆ ｽﾐﾚ 鳥　取

2 555 金谷　澄礼(2) 智頭中 DNS
ｽｷﾞﾔﾏ ｷｸ 鳥　取

4 142 杉山　鞠(2) 大山中 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 09:45 予選
9月21日 12:50 決勝

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T10:(R168-7(c))故意にハードルを倒した



中学女子100mH

県中学記録(TCR)         14.40     青砥　奈々美(鳥取・境港第一中)        1999
大会記録(GR)            14.99     藤崎　佳穂(鳥取・鳥大附属中)          2010

決勝　

(風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾀﾞﾁ ｶﾅ 鳥　取

1 5 15 安達　香奈(2) 弓ヶ浜中 14.86 GR
ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 鳥　取

2 7 254 岡﨑　汀(2) 三朝中 14.95 GR
ｸﾜﾓﾄ ﾏﾅ 鳥　取

3 6 343 桑本　茉奈(2) 河北中 15.72
ｷﾉｼﾀ ｸﾙﾐ 鳥　取

4 4 453 木下　来海(2) 鳥取南中 15.83
ﾀｸﾞﾁ ｻﾎ 鳥　取

5 9 165 田口　彩帆(2) 湊山中 16.64
ｻｶﾀ ﾏﾐ 鳥　取

6 8 482 坂田　茉美(2) 鳥大附属中 17.01
ｶﾄﾞﾜｷ ｱﾉﾝ 鳥　取

7 2 58 門脇　愛音(2) 境港第三中 17.84
ｶﾈｵ ｼｮｳｺ 鳥　取

8 3 48 金尾　憧子(2) 東山中 18.20

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 09:45 予選
9月21日 12:50 決勝

凡例  GR:大会記録



中学女子4X100mR

県中学記録(TCR)         48.86     大岩千紘、樋野真奈花、曽田凜子、遠藤菜々(鳥取・後藤ヶ丘中)2013
大会記録(GR)            51.38     浦富明日香、池田香澄、馬屋原美希、田淵理恵(鳥取・河北中)2003

予選　3組0着＋8

1組
1着 4ﾚｰﾝ q 2着 7ﾚｰﾝ q 3着 6ﾚｰﾝ

54.07 55.60 56.96
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 562 1 39 1 78

2 560 2 37 2 189

3 557 3 38 3 79

4 558 4 36 4 188

4着 9ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
59.52 DQ,R2 DQ,R1

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 649 1 50 1 541

2 647 2 49 2 540

3 648 3 48 3 537

4 544 4 51 4 536

8ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
DQ,R1 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 504 1

2 497 2

3 501 3

4 505 4

2組
1着 6ﾚｰﾝ q 2着 2ﾚｰﾝ 3着 5ﾚｰﾝ

53.56 58.19 58.63
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 300 1 528 1 135

2 299 2 532 2 130

3 301 3 637 3 132

4 297 4 525 4 136

4着 1ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 9ﾚｰﾝ
59.41 1:00.70 1:00.89

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 288 1 65 1 641

2 289 2 63 2 517

3 285 3 64 3 643

4 287 4 249 4 516

7着 4ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
1:01.35 DQ,R2 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 58 1 592 1

2 59 2 601 2

3 69 3 589 3

4 60 4 585 4

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 15:50 予選
9月21日 15:10 決勝

智頭中

ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｽﾞｷ

境港第二中

ｱﾍﾞ ﾕｳｷ

箕蚊屋中

ｺﾆｼ ﾅﾎ
徳永　瑞希(1)

鳥　取
智頭中

ﾖﾈｲ ﾅﾎ
米井　菜穂(2)

鳥　取
智頭中

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｲ
谷口　由衣(2)

鳥　取
智頭中

ﾆｼｵ ﾊﾙｷ
西尾　春稀(2)

鳥　取
智頭中

阿部　有希(1)
鳥　取
境港第二中

ｼｼﾄﾞ ﾊﾙｶ
宍戸　遥(2)

鳥　取
境港第二中

ﾊﾅﾊﾞﾗ ｻﾔｶ
花原　紗也加(2)

鳥　取
境港第二中

ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾅ
久保田　春菜(2)

鳥　取
境港第二中

小西　菜穂(2)
鳥　取
箕蚊屋中

ﾅｽ ﾋﾒﾈ
奈須　姫音(1)

鳥　取
箕蚊屋中

ﾅｶｲ ｱｵｲ
中野　葵(2)

鳥　取
箕蚊屋中

ｲｲﾀﾞ ﾓﾓｶ
飯田　桃加(1)

鳥　取
箕蚊屋中

岩美中

ﾊﾗﾀﾞ ｱﾐ
原田　亜美(1)

鳥　取
岩美中

ｼｵﾊﾏ ﾐﾕｳ
塩濱　美優(1)

鳥　取
岩美中

ﾀﾅｶ ｱｽｶ
田中　明日香(1)

鳥　取
岩美中

岩美中

東山中

ﾓﾘﾑﾗ ﾅﾐ
森村　七海(2)

ｶﾈｵ ｼｮｳｺ
金尾　憧子(2)

鳥　取
東山中

ﾅｶﾞﾀ ﾐｵ
長田　美緒(2)

鳥　取
東山中
鳥　取
東山中

ﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾐ
田中　恵(2)

鳥　取
東山中

鳥取西中

ﾀｸﾞﾁ ﾕｲ
田口　由依(1)

鳥　取
鳥取西中

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾅ
渡邉　かんな(1)

鳥　取
鳥取西中

ﾀﾅｶ ﾓｶ
田中　萌香(1)

鳥　取
鳥取西中

ﾂﾕｷ ｱﾘｻ
露木　有紗(2)

鳥　取
鳥取西中

桜ヶ丘中

ﾖｺﾔﾏ ｺﾖﾐ

湊山中

ｷｼﾓﾄ ﾑﾂﾐ
岸本　睦(2)

鳥　取

横山　暦(1)
鳥　取
桜ヶ丘中

ｸﾗﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ
倉本　晏朱(2)

鳥　取
桜ヶ丘中

ﾔｽﾀﾞ ﾊﾅｶ
安田　花香(2)

鳥　取
桜ヶ丘中

ﾏﾂﾀﾞ ﾜｶﾅ
松田　若菜(1)

鳥　取
桜ヶ丘中

倉吉西中

ｲｼﾊﾗ ｱｶﾈ
石原　茜(2)

鳥　取
倉吉西中

ﾀｳｴ ﾕｷﾉ 鳥　取
倉吉西中

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕ
山田　万由(2)

鳥　取
倉吉西中

ｲｶﾞｷ ﾊﾙﾐ
井垣　晴美(2)

鳥　取
倉吉西中

湖東中

ﾔﾏﾈ ﾚｲﾅ
山根　礼奈(1)

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ
中村　朱里(1)

田上　雪乃(2)

鳥　取
湖東中

ﾐﾊﾗ ｴﾘﾅ
三原　絵利奈(1)

鳥　取
湖東中
鳥　取
湖東中

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ
小林　杏海(2)

鳥　取
湖東中

福生中

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ
渡部　茉央(2)

鳥　取
福生中

ｺｼﾞﾏ ｱｽｶ
小島　明日香(2)

鳥　取
福生中

ﾀﾏｲ ﾘｻｺ
玉井　理咲子(2)

鳥　取
福生中

ﾓﾘﾔﾏ ｶﾅ
森山　佳南(1)

鳥　取
福生中

北溟中

ﾊﾏﾓﾄ ｻｸﾗ

溝口中

ｺﾞﾝﾀﾞｲ ﾐﾕｷ

国府中

ﾀｶﾉ ﾜｶﾅ
濱本　さくら(1)

鳥　取
北溟中

ﾌｸﾔﾏ ｱｲﾗ
福山　愛羅(1)

鳥　取
北溟中

ｵｸﾞﾗ ﾊﾙｶ
小椋　遙(2)

鳥　取
北溟中

ﾐﾂｲ ﾙｶ
光井　瑠花(1)

鳥　取
北溟中

権代　美由紀(1)
鳥　取
溝口中

ﾊﾊﾞﾀ ﾏﾕ
幅田　麻友(2)

鳥　取
溝口中

ﾏﾂｵｶ ﾁｽｽﾞ
松岡　千鈴(2)

鳥　取
溝口中

ｴﾝﾄﾞｳ ｷｴ
遠藤　葵恵(2)

鳥　取
溝口中

髙野　和奏(1)
鳥　取
国府中

ｳﾗｶﾜ ﾘﾎ
浦川　莉歩(1)

鳥　取
国府中

ﾊｼﾓﾄ ﾅｵ
橋本　菜央(1)

鳥　取
国府中

ｲｼﾀﾆ ﾐｶ
石谷　美香(1)

鳥　取
国府中

境港第三中

ｶﾄﾞﾜｷ ｱﾉﾝ
門脇　愛音(2)

鳥　取
境港第三中

ﾐﾁﾀﾞ ﾐﾕ 鳥　取
境港第三中

ｲｽﾞﾐ ﾕﾘ
和泉　優里(1)

鳥　取
境港第三中

ｱｵｷ ﾘｴ
青木　里衣(1)

鳥　取
境港第三中

中ノ郷中

ｲｹﾀﾞ ｺｺﾛ
池田　こころ(2)

ｺｼﾐｽﾞ ｱｲ
小清水　杏依(2)

道田　美優(2)

ｲｼﾊﾗ ｻﾔ
石原　沙弥(2)

鳥　取
中ノ郷中

鳥　取
中ノ郷中

ﾑﾗﾀ ﾐｷ
村田　瑞希(1)

鳥　取
中ノ郷中

大栄中

鳥　取
中ノ郷中

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３



中学女子4X100mR

県中学記録(TCR)         48.86     大岩千紘、樋野真奈花、曽田凜子、遠藤菜々(鳥取・後藤ヶ丘中)2013
大会記録(GR)            51.38     浦富明日香、池田香澄、馬屋原美希、田淵理恵(鳥取・河北中)2003

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 15:50 予選
9月21日 15:10 決勝

予選　3組0着＋8

3組
1着 8ﾚｰﾝ q 2着 7ﾚｰﾝ q 3着 6ﾚｰﾝ q

53.23 53.40 55.03
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 113 1 484 1 721

2 111 2 482 2 722

3 112 3 483 3 723

4 109 4 479 4 731

4着 3ﾚｰﾝ q 5着 5ﾚｰﾝ q 6着 2ﾚｰﾝ
55.21 55.79 55.87

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 342 1 18 1 163

2 343 2 15 2 162

3 346 3 16 3 160

4 352 4 19 4 159

7着 4ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
59.33 DQ,R2

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 309 1 26

2 308 2 211

3 310 3 25

4 311 4 208

後藤ヶ丘中

ﾕﾐﾀ ﾐﾕ
弓田　三結(2)

鳥　取
後藤ヶ丘中

鳥　取
鳥大附属中

ｻｶﾓﾄ ｴﾐ
坂本　恵美(2)

鳥　取
後藤ヶ丘中

ﾋｳﾗ ﾘﾎ
日浦　里穂(2)

鳥　取
後藤ヶ丘中

鳥大附属中

ﾊｼﾓﾄ ｱﾔﾅ
橋本　彩那(1)
ｻｶﾀ ﾏﾐ
坂田　茉美(2)

ﾄｸﾀﾞ ｱﾔｺ

ｾﾄｶﾞﾜ ｻｷ
瀬戸川　咲(1)

鳥　取
鳥大附属中

ｲﾘｴ ｾﾅ
入江　聖奈(2)

鳥　取
後藤ヶ丘中 德田　絢子(2)

鳥　取
鳥大附属中

鳥取東中

ｲﾄｳ ﾕｲ
伊藤　祐衣(2)

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ
溝口　希美(2)

鳥　取
鳥大附属中

鳥　取
鳥取東中

ﾌｸﾔﾏ ﾊﾙｶ
福山　遥(2)

鳥　取
鳥取東中
鳥　取
鳥取東中

ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ
山下　里奈(1)

鳥　取
鳥取東中

河北中

ﾏｶﾍﾞ ｱﾕﾐ
真壁　亜弓(2)

鳥　取
河北中

ｸﾜﾓﾄ ﾏﾅ
桑本　茉奈(2)

鳥　取
河北中

ﾀﾆｶﾜ ﾎﾉｶ
谷川　穂果(1)

鳥　取
河北中
鳥　取
河北中

弓ヶ浜中

ｻｴｷ ﾌｳｱ
佐伯　楓愛(2)

ｱﾀﾞﾁ ﾋｶﾙ
足立　光(2)

鳥　取
弓ヶ浜中

ｱﾀﾞﾁ ｶﾅ
安達　香奈(2)

鳥　取
弓ヶ浜中
鳥　取
弓ヶ浜中

ｾｲﾔﾏ ﾅﾅ
清山　菜那(2)

鳥　取
弓ヶ浜中

中山中

ﾀｶﾂｶ ﾋﾅ
高塚　陽菜(1)

鳥　取
中山中

ｱﾘﾓﾄ ﾘﾘ
有本　吏里(1)

鳥　取
中山中

ﾆｼｵ ﾐﾕ
西尾　美優(2)

鳥　取
中山中

ﾅｶﾞﾐ ﾋﾖ
永見　妃陽(2)

鳥　取
中山中

赤碕中

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅｺ

岸本中

ｾﾉｵ ﾌﾐｶ

ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｻﾐ
藤原　麻美(1)

松本　日向子(2)
鳥　取
赤碕中

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾘｺ
谷口　梨里子(2)

鳥　取
赤碕中

ﾀﾅｶ ﾐｲﾅ
田中　みいな(2)

鳥　取
赤碕中

ｷﾀﾉ ﾕｳｶ
北野　ゆうか(1)

鳥　取
赤碕中

妹尾　文香(2)
鳥　取
岸本中

ｲﾄｳ ｻﾔｶ
伊藤　沙耶果(1)

鳥　取
岸本中

ｳｴｶﾞｲ ﾉｿﾞﾐ
上貝　望(2)

鳥　取
岸本中

ﾋﾛｲﾜ ﾘﾎ
廣岩　莉穂(1)

鳥　取
岸本中

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３



中学女子4X100mR

県中学記録(TCR)         48.86     大岩千紘、樋野真奈花、曽田凜子、遠藤菜々(鳥取・後藤ヶ丘中)2013
大会記録(GR)            51.38     浦富明日香、池田香澄、馬屋原美希、田淵理恵(鳥取・河北中)2003

決勝　

1着 7ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ 3着 4ﾚｰﾝ
52.58 52.87 53.01

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 484 1 300 1 113

2 482 2 299 2 111

3 483 3 301 3 112

4 479 4 297 4 109

4着 6ﾚｰﾝ 5着 9ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
54.30 54.85 55.05

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 562 1 342 1 721

2 560 2 343 2 722

3 557 3 346 3 723

4 558 4 341 4 731

6着 2ﾚｰﾝ 8着 3ﾚｰﾝ
55.05 55.45

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 39 1 18

2 37 2 15

3 38 3 16

4 36 4 19

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 15:50 予選
9月21日 15:10 決勝

鳥大附属中

ﾊｼﾓﾄ ｱﾔﾅ

倉吉西中

ｲｼﾊﾗ ｱｶﾈ

後藤ヶ丘中

ﾕﾐﾀ ﾐﾕ
橋本　彩那(1)

鳥　取
鳥大附属中

ｻｶﾀ ﾏﾐ
坂田　茉美(2)

鳥　取
鳥大附属中

ｾﾄｶﾞﾜ ｻｷ
瀬戸川　咲(1)

鳥　取
鳥大附属中

ﾄｸﾀﾞ ｱﾔｺ
德田　絢子(2)

鳥　取
鳥大附属中

石原　茜(2)
鳥　取
倉吉西中

ﾀｳｴ ﾕｷﾉ
田上　雪乃(2)

鳥　取
倉吉西中

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕ
山田　万由(2)

鳥　取
倉吉西中

ｲｶﾞｷ ﾊﾙﾐ
井垣　晴美(2)

鳥　取
倉吉西中

弓田　三結(2)
鳥　取
後藤ヶ丘中

ｻｶﾓﾄ ｴﾐ
坂本　恵美(2)

鳥　取
後藤ヶ丘中

ﾋｳﾗ ﾘﾎ
日浦　里穂(2)

鳥　取
後藤ヶ丘中

ｲﾘｴ ｾﾅ
入江　聖奈(2)

鳥　取
後藤ヶ丘中

智頭中

ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｽﾞｷ
徳永　瑞希(1)

鳥　取
智頭中

ﾖﾈｲ ﾅﾎ
米井　菜穂(2)

鳥　取
智頭中

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｲ
谷口　由衣(2)

鳥　取
智頭中
鳥　取
智頭中

河北中

ﾏｶﾍﾞ ｱﾕﾐ
真壁　亜弓(2)

ﾀﾆｶﾜ ﾎﾉｶ
谷川　穂果(1)

鳥　取
河北中

ｸﾜﾓﾄ ﾏﾅ
桑本　茉奈(2)

鳥　取
河北中
鳥　取
河北中

ｻｶﾃ ｱﾕﾐ
坂手　歩実(2)

鳥　取
河北中

鳥取東中

ｲﾄｳ ﾕｲ
伊藤　祐衣(2)

鳥　取
鳥取東中

ﾌｸﾔﾏ ﾊﾙｶ
福山　遥(2)

鳥　取
鳥取東中

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ
溝口　希美(2)

鳥　取
鳥取東中

ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ
山下　里奈(1)

鳥　取
鳥取東中

境港第二中

ｱﾍﾞ ﾕｳｷ

弓ヶ浜中

ｻｴｷ ﾌｳｱ

ﾆｼｵ ﾊﾙｷ
西尾　春稀(2)

阿部　有希(1)
鳥　取
境港第二中

ｼｼﾄﾞ ﾊﾙｶ
宍戸　遥(2)

鳥　取
境港第二中

ﾊﾅﾊﾞﾗ ｻﾔｶ
花原　紗也加(2)

鳥　取
境港第二中

ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾅ
久保田　春菜(2)

鳥　取
境港第二中

佐伯　楓愛(2)
鳥　取
弓ヶ浜中

ｱﾀﾞﾁ ｶﾅ
安達　香奈(2)

鳥　取
弓ヶ浜中

ｱﾀﾞﾁ ﾋｶﾙ
足立　光(2)

鳥　取
弓ヶ浜中

ｾｲﾔﾏ ﾅﾅ
清山　菜那(2)

鳥　取
弓ヶ浜中

凡例 



中学女子走高跳

県中学記録(TCR)         1m76      川本　衣里子(鳥取・境港第二中)        1990
大会記録(GR)            1m68      渡辺　ゆかり(鳥取・鳥取西中)          1981

決勝　

ｼﾓﾔ ﾖｼﾐ 鳥　取 ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

1 7 634 下谷　芳美(2) 鳥取北中 1m45
ｳｴｸｻ ﾅﾅｾ 鳥　取 ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

2 9 110 植草　七星(2) 後藤ヶ丘中 1m40
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ 鳥　取 ○ ○ ○ × × ○ × × ×

3 4 264 田中　晴菜(2) 大栄中 1m40
ｵｸﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 鳥　取 ○ × ○ × ○ × × ×

4 3 588 奥山　樹里(2) 中ノ郷中 1m35
ｻｶﾃ ｱﾕﾐ 鳥　取 － ○ × × ○ × × ×

5 8 341 坂手　歩実(2) 河北中 1m35
ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｲｶ 鳥　取 ○ × × ×

6 5 28 長嶋　唯華(2) 岸本中 1m25
ｻｶﾓﾄ ｱｵｲ 鳥　取 ○ × × ×

6 6 90 坂本　葵(1) 尚徳中 1m25
ｺﾆｼ ﾅﾎ 鳥　取 × ○ × × ×

8 1 78 小西　菜穂(2) 箕蚊屋中 1m25
ﾅｶｲ ｱｵｲ 鳥　取 × × ×

11 79 中野　葵(2) 箕蚊屋中 NM
ｶｶﾞﾐﾀﾆ ｱｵｲ 鳥　取 × × ×

12 92 鏡谷　葵(1) 尚徳中 NM
ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｶ 鳥　取

2 303 山下　遥(1) 倉吉西中 DNS
ｷﾀｸﾞﾁ ｷｬｻﾘﾝ 鳥　取

10 351 北口　佳彩鈴(1) 河北中 DNS

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 10:00 決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m47

記録 ｺﾒﾝﾄ

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学女子砲丸投(2.721kg)

県中学記録(TCR)         13m82     西村　京子(鳥取・倉吉西中)            1996
大会記録(GR)            13m42     西村　京子(鳥取・倉吉西中)            1995

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾀ 鳥　取

1 29 5 松本　ひなた(2) 境港第一中 × 7m86 7m70 7m86 7m88 7m33 8m68 8m68
ﾔﾏﾓﾄ ﾒﾙ 鳥　取

2 6 586 山本　める(2) 中ノ郷中 8m63 8m50 7m49 8m63 8m08 8m07 8m61 8m63
ｷﾇﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取

3 36 151 絹谷　希(2) 日南中 8m03 7m94 8m09 8m09 7m69 8m28 8m02 8m28
ﾆｼｵ ﾊﾙｷ 鳥　取

4 10 558 西尾　春稀(2) 智頭中 8m21 7m54 8m10 8m21 7m05 6m82 7m93 8m21
ｾﾀ ﾕｳｶ 鳥　取

5 13 178 瀬田　優香(2) 日野中 7m86 7m49 7m85 7m86 × 7m10 7m84 7m86
ﾊﾔｼ ﾕﾘ 鳥　取

6 33 559 林　祐里(2) 智頭中 7m17 7m30 7m80 7m80 7m21 6m15 7m27 7m80
ﾅｶﾞｻｷ ｱｶﾘ 鳥　取

7 25 150 長崎　あかり(2) 日南中 7m51 7m63 7m55 7m63 7m42 7m34 7m08 7m63
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 鳥　取

8 20 525 小林　杏海(2) 湖東中 7m54 － － 7m54 × × 7m42 7m54
ﾆｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥　取

9 12 499 西田　あかり(2) 桜ヶ丘中 7m15 6m99 7m47 7m47 7m47
ｻｶｲﾓﾄ ﾐｻｷ 鳥　取

10 16 158 堺本　美咲(2) 中山中 6m76 7m14 6m90 7m14 7m14
ﾊﾏﾓﾄ ｻｸﾗ 鳥　取

11 18 288 濱本　さくら(1) 北溟中 7m12 6m85 7m01 7m12 7m12
ﾜｸｼﾏ ｱｻﾐ 鳥　取

12 19 340 涌嶋　麻美(2) 河北中 7m06 7m02 6m82 7m06 7m06
ｱﾘﾀ ｻｷ 鳥　取

13 31 629 有田　早希(1) 河原中 6m88 6m51 6m58 6m88 6m88
ﾀｸﾞﾁ ﾕｲ 鳥　取

14 35 541 田口　由依(1) 鳥取西中 6m56 6m33 6m88 6m88 6m88
ﾑﾗﾅｶ ﾘﾎ 鳥　取

15 5 655 村中　里穂(2) 湖東中 × 6m54 6m67 6m67 6m67
ｵｶﾑﾗﾚﾅ 鳥　取

16 2 468 岡村　玲奈(1) 船岡中 6m65 6m65 5m97 6m65 6m65
ﾔｽﾀﾞ ﾊﾅｶ 鳥　取

17 4 501 安田　花香(2) 桜ヶ丘中 5m94 6m57 6m20 6m57 6m57
ｵｵﾀﾆﾅﾂｷ 鳥　取

18 8 465 大谷　夏希(2) 船岡中 6m49 － × 6m49 6m49
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾘｺ 鳥　取

19 1 308 谷口　梨里子(2) 赤碕中 6m24 6m22 6m44 6m44 6m44
ｾﾉｵ ﾏﾐ 鳥　取

20 3 27 妹尾　真実(2) 岸本中 6m17 5m96 6m17 6m17 6m17
ｲｼﾊﾗ ｱｶﾈ 鳥　取

21 30 300 石原　茜(2) 倉吉西中 6m09 5m32 6m17 6m17 6m17
ｶﾜｻｷ ﾚｲ 鳥　取

22 14 593 河崎　玲(1) 中ノ郷中 6m16 × 6m07 6m16 6m16
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭｶ 鳥　取

23 17 650 川口　珠佳(1) 岩美中 5m85 5m95 5m19 5m95 5m95
ﾂﾎﾞｸﾗ ﾁｻﾄ 鳥　取

24 28 149 坪倉　知里(2) 日南中 5m84 5m94 5m94 5m94 5m94
ﾔﾏﾈ ﾚｲﾅ 鳥　取

25 11 528 山根　礼奈(1) 湖東中 5m94 5m03 4m90 5m94 5m94
ｸﾛﾀﾞ ｱﾔﾉ 鳥　取

26 22 8 黒田　彩乃(1) 境港第一中 5m30 5m73 4m48 5m73 5m73
ｷﾉｼﾀ ｱﾐ 鳥　取

27 27 598 木下　亜美(1) 中ノ郷中 5m19 5m42 5m65 5m65 5m65
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾘ 鳥　取

28 7 41 山本　優里(1) 境港第二中 5m35 5m58 5m46 5m58 5m58
ﾀﾅｶ ﾐｲﾅ 鳥　取

29 15 310 田中　みいな(2) 赤碕中 × 5m47 5m13 5m47 5m47
ｻｴｷ ﾌｳｱ 鳥　取

30 9 18 佐伯　楓愛(2) 弓ヶ浜中 5m06 5m38 5m28 5m38 5m38
ﾋﾗｲ ﾏﾘｱ 鳥　取

31 24 93 平井　茉莉愛(1) 尚徳中 4m31 4m40 5m21 5m21 5m21
ｵｵｴ ﾚﾅ 鳥　取

32 23 17 大江　玲奈(2) 弓ヶ浜中 5m18 5m18 5m11 5m18 5m18
ｷﾀｵ ﾏｲﾐ 鳥　取

33 32 349 北尾　舞美(1) 河北中 4m79 × 4m07 4m79 4m79
ｺﾀﾞﾏ ｿﾗ 鳥　取

34 34 345 児玉　大空(1) 河北中 4m40 4m15 4m22 4m40 4m40

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 10:00 決勝

凡例  DNS:欠場



中学女子砲丸投(2.721kg)

県中学記録(TCR)         13m82     西村　京子(鳥取・倉吉西中)            1996
大会記録(GR)            13m42     西村　京子(鳥取・倉吉西中)            1995

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 10:00 決勝

ｵｵｼﾀ ﾒｸﾞﾐ 鳥　取

21 286 大下　芽生(1) 北溟中 DNS
ﾎﾝﾀﾞ ﾓｴｶ 鳥　取

26 95 本田　萌果(1) 溝口中 DNS

凡例  DNS:欠場



オープン男子走高跳

決勝　

ﾌｼﾞｲ ｼﾞｮｳ 鳥　取

1 87 藤井　丈(3) 境高

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 13:30 決勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m m

ｺﾒﾝﾄ
m m m m m

記録

凡例 



オープン男子走幅跳

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂｳﾗ ｹﾝｺﾞ 鳥　取 × × × 7m17 7m22 × 7m22
1 2 1200 松浦　憲吾 美作大 +1.2 +1.3 +1.3

ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｾｲ 鳥　取 × × 4m17 4m17 × 6m87 6m81 6m87
2 1 89 森山　大成(3) 境高 +2.3 +2.3 +1.8 +0.8 +1.8

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 14:00 決勝

凡例 



オープン男子棒高跳

決勝　

ｻｲｷ ﾕｳｷ 鳥　取 × × ×

1 705 齋木　勇輝 鳥取陸協 NM

記録 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 11:00 決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
4m80

凡例  NM:記録なし



オープン男子ハンマー投(6.000kg)

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞｲ ﾖｳｽｹ 鳥　取

1 120 藤井　陽介(3) 倉吉総産高 DNS

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 11:00 決勝

凡例  DNS:欠場



オープン女子走高跳

決勝　

ﾃﾗﾀﾆ ｻﾄﾐ 鳥　取

1 25 寺谷　諭美(3) 倉吉東高

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 12:30 決勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m m

ｺﾒﾝﾄ
m m m m m

記録

凡例 



オープン女子棒高跳

決勝　

ｻｲｷ ｱﾕｶ 鳥　取 × ○ × × ×

1 1 64 齋木　杏祐華(3) 倉吉総産高 3m30

3m30 3m40
記録 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 11:00 決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例 



オープン女子ハンマー投(4.000kg)

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 鳥　取

1 1 66 吉田　美月(3) 倉吉総産高 × 37m50 39m00 39m00 × 38m23 × 39m00

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 11:00 決勝

凡例 



高校女子走幅跳

県高校記録(THR)         6m03      湊　つばさ(鳥取・境高)                2000
大会記録(GR)            5m74      湊　つばさ(鳥取・境高)                1999

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼｼﾄﾞ ﾐｻｷ 鳥　取 4m70 × 5m06 5m06 5m15 5m32 3m65 5m32
1 15 50 宍戸　美咲(2) 境高 +1.0 0.0 0.0 +0.5 +1.3 +0.8 +1.3

ﾖｼﾀﾞ ﾙｶ 鳥　取 × × 5m12 5m12 4m98 4m31 4m98 5m12
2 10 168 吉田　瑠花(1) 倉吉総産高 +0.6 +0.6 +0.7 +0.7 +0.1 +0.6

ｱｻｵ ﾏﾉ 鳥　取 × 4m75 4m71 4m75 4m92 × 4m74 4m92
3 8 9 浅尾　まの(2) 鳥取商高 +1.6 +0.6 +1.6 +2.0 +0.9 +2.0

ﾀﾅｶ ﾐｵｺ 鳥　取 4m48 4m68 4m92 4m92 3m98 4m51 4m60 4m92
4 19 54 田中　美桜子(2) 境高 +1.6 +1.1 +1.3 +1.3 +0.5 +2.0 +1.5 +1.3

ﾄｷﾐﾂ ﾅｵﾐ 鳥　取 4m69 4m83 4m88 4m88 4m70 × 4m82 4m88
5 7 6 時光　直美(2) 米子南高 +0.8 +0.1 +1.0 +1.0 +1.2 +1.1 +1.0

ﾏｷﾉ ｻﾄｶ 鳥　取 4m56 4m55 × 4m56 4m72 4m83 4m77 4m83
6 6 146 牧野　里香(1) 倉吉東高 +0.5 +0.7 +0.5 +1.0 +3.3 +0.6 +3.3

ｼﾊﾞﾀ ﾕﾘ 鳥　取 4m39 × 4m51 4m51 × 4m56 4m50 4m56
7 12 42 柴田　友理(2) 米子東高 +0.8 +0.9 +0.9 +1.0 +0.5 +1.0

ｻﾜﾏﾙ ﾊﾙｶ 鳥　取 4m55 4m04 × 4m55 4m33 4m19 4m36 4m55
8 14 196 澤丸　陽佳(1) 米子高専 +1.8 +1.3 +1.8 +1.0 +1.9 +0.3 +1.8

ｳﾁﾀﾞ ｱｲﾘ 鳥　取 4m15 4m37 4m46 4m46 4m46
9 17 217 内田　愛里(1) 米子南高 +1.4 +0.9 +3.3 +3.3 +3.3

ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 鳥　取 3m99 3m99 4m35 4m35 4m35
10 20 98 吉田　樹璃(1) 鳥取城北高 +0.5 +1.2 +1.8 +1.8 +1.8

ﾅｶｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 鳥　取 4m14 4m05 4m20 4m20 4m20
11 4 130 中川　涼香(1) 米子北斗高 +1.8 +1.1 +1.8 +1.8 +1.8

ﾀﾑﾗ ﾎﾉｶ 鳥　取 4m14 3m94 3m98 4m14 4m14
12 18 237 田村　帆野佳(1) 倉吉東高 +1.3 +0.3 +2.0 +1.3 +1.3

ﾃｼﾏ ﾅﾅ 鳥　取 4m09 × × 4m09 4m09
13 3 52 手島　那奈(2) 境高 +0.9 +0.9 +0.9

ｽｵｳ ﾁｶ 鳥　取 3m90 4m01 × 4m01 4m01
14 13 219 周防　知花(1) 米子南高 +2.1 0.0 0.0 0.0

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲ 鳥　取 × × 3m98 3m98 3m98
15 16 103 山本　麻郁(2) 倉吉西高 +0.4 +0.4 +0.4

ﾌｸｼﾏ ｻﾔ 鳥　取 × 3m73 3m76 3m76 3m76
16 1 148 福嶋　沙耶(1) 倉吉東高 +0.9 +2.1 +2.1 +2.1

ﾖｼﾑﾗ ｱﾝﾅ 鳥　取 2m91 2m83 2m74 2m91 2m91
17 9 212 吉村　晏奈(1) 境港総合高 +1.3 +1.3 0.0 +1.3 +1.3

ﾌｸﾀﾞ ﾐﾊﾙ 鳥　取 × × ×
5 124 福田　美晴(1) 鳥取育英高 NM

ｳﾒｻﾞﾈ ﾐﾅﾐ 鳥　取 × × ×
11 129 梅實　みなみ(1) 米子北斗高 NM

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ 鳥　取

2 186 山本　彩(1) 八頭高 DNS

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 12:10 決勝

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校男子走幅跳

県高校記録(THR)         7m54      安倍　翔太(鳥取・境港工高)            2000
大会記録(GR)            7m27      安倍　翔太(鳥取・境港工高)            2000

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏｻ 鳥　取 × 6m07 6m15 6m15 6m40 6m34 6m08 6m40
1 24 336 三浦　和真(2) 鳥取西高 +0.1 +0.5 +0.5 +2.5 +1.9 +1.4 +2.5

ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ 鳥　取 × 6m20 6m27 6m27 6m21 6m13 6m26 6m27
2 3 138 小栗　拓海(2) 八頭高 +0.9 +2.0 +2.0 +0.6 +1.2 +1.6 +2.0

ﾆｼﾑﾗ ｾｲｺﾞ 鳥　取 6m26 5m99 5m91 6m26 6m03 6m24 6m03 6m26
3 13 165 西村　誠悟(1) 鳥取城北高 +0.9 +2.2 +1.2 +0.9 +1.3 +1.8 +1.3 +0.9

ﾀﾅｶ ﾅｵｽﾞﾐ 鳥　取 6m13 × 6m23 6m23 × 6m12 × 6m23
4 23 253 田中　尚純(2) 米子北斗高 +0.2 +0.6 +0.6 +1.4 +0.6

ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｷ 鳥　取 5m81 × 6m19 6m19 5m90 5m55 4m44 6m19
5 18 162 北川　大稀(2) 鳥取城北高 +0.8 +1.0 +1.0 +1.3 +1.6 +1.1 +1.0

ﾐﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 鳥　取 × × 6m03 6m03 × 5m85 5m81 6m03
6 26 79 三村　崚太(2) 米子東高 +1.5 +1.5 +1.7 +1.4 +1.5

ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾔ 鳥　取 5m98 5m67 5m75 5m98 5m73 5m87 5m87 5m98
7 6 263 柴田　賢弥(2) 岩美高 +0.2 +0.1 +0.4 +0.2 +1.1 +0.8 +1.1 +0.2

ｱｷﾔﾏﾄﾓﾋｺ 鳥　取 5m74 5m90 5m87 5m90 5m84 5m91 5m89 5m91
8 20 248 秋山　智彦(1) 米子東高 +0.8 +0.6 +1.1 +0.6 +2.0 +1.2 +1.3 +1.2

ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ 鳥　取 5m50 5m88 5m73 5m88 5m88
9 15 84 松本　尚也(2) 米子東高 +0.3 +1.6 +1.4 +1.6 +1.6

ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲｷ 鳥　取 5m87 × 5m70 5m87 5m87
10 10 372 森田　大希(1) 八頭高 +1.1 +1.6 +1.1 +1.1

ﾖｼｵｶ ﾏｻｷ 鳥　取 × 5m80 5m80 5m80 5m80
11 12 394 吉岡　征輝(1) 米子西高 +1.2 +2.0 +1.2 +1.2

ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾄ 鳥　取 × 5m63 5m68 5m68 5m68
12 19 256 田中　秀登(1) 米子北斗高 +1.0 +1.3 +1.3 +1.3

ｶﾈﾂｷ ﾅｵﾔ 鳥　取 5m65 5m49 5m60 5m65 5m65
13 25 90 鐘築　直也(2) 境高 +2.1 +1.4 +2.2 +2.1 +2.1

ﾀｶﾞ ﾘｮｳ 鳥　取 5m38 5m50 5m56 5m56 5m56
14 14 106 多賀　涼(2) 米子工高 +0.9 +2.2 +1.3 +1.3 +1.3

ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ 鳥　取 5m35 5m54 5m55 5m55 5m55
15 5 363 井上　智博(1) 鳥取工高 +1.2 +0.9 +1.0 +1.0 +1.0

ﾃﾗｵ ｶｽﾞﾋﾛ 鳥　取 × × 5m54 5m54 5m54
16 9 276 寺尾　和浩(2) 鳥取湖陵高 +1.7 +1.7 +1.7

ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝ 鳥　取 5m49 × 5m31 5m49 5m49
17 27 17 橋本　駿(2) 米子南高 +0.6 +2.0 +0.6 +0.6

ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥　取 × × 5m49 5m49 5m49
18 29 139 森田　湧大(2) 八頭高 +1.0 +1.0 +1.0

ﾄﾄﾞﾛｷ ﾘｭｳｽｹ 鳥　取 5m19 × 5m48 5m48 5m48
19 17 387 轟木　龍介(1) 米子高専 +0.9 +1.7 +1.7 +1.7

ｳﾗﾔﾏ ｺｳﾍｲ 鳥　取 5m25 5m39 5m47 5m47 5m47
20 30 24 浦山　耕平(2) 米子高専 +0.4 +1.3 +0.3 +0.3 +0.3

ｽﾞｼ ｼﾝﾉｽｹ 鳥　取 × × 5m47 5m47 5m47
21 31 200 厨子　新之助(2) 鳥取工高 +1.3 +1.3 +1.3

ﾐﾅﾐ ﾋﾛﾄ 鳥　取 5m20 × 5m31 5m31 5m31
22 21 423 南　裕人(1) 米子工高 +0.7 +1.8 +1.8 +1.8

ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 鳥　取 3m90 4m71 4m21 4m71 4m71
23 2 281 伊藤　智洋(2) 鳥取敬愛高 +0.6 +1.5 +0.9 +1.5 +1.5

ｸｻｶﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 鳥　取 × × 4m69 4m69 4m69
24 1 255 日下部　翔一(1) 米子北斗高 +0.9 +0.9 +0.9

ｳﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取 4m62 × 4m53 4m62 4m62
25 16 265 浦田　亮祐(1) 岩美高 +1.2 +1.7 +1.2 +1.2

ｲｹﾏﾂ ﾕｳｷ 鳥　取 4m55 4m61 4m52 4m61 4m61
26 32 264 池松　優希(1) 岩美高 +1.7 +1.5 +1.2 +1.5 +1.5

ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 鳥　取 2m62 － － 2m62 2m62
27 7 413 清水　勇介(1) 境港総合高 +0.7 +0.7 +0.7

ﾅｶｲ ﾚﾝ 鳥　取 × × ×
4 405 中井　廉(1) 鳥取城北高 NM

ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 鳥　取 × × ×
22 391 木村　海登(1) 米子西高 NM

ｸﾗﾏｽ ﾅｵﾄ 鳥　取

8 26 藏増　直人(2) 米子高専 DNS
ｷｸｲ ﾋﾛｷ 鳥　取

11 288 菊井　大輝(1) 倉吉東高 DNS
ｳｴｼﾞﾏ ｺﾀﾛｳ 鳥　取

28 279 植嶋　児太朗(1) 鳥取湖陵高 DNS

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

9月19日 14:00 決勝

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学男子走幅跳

県中学記録(TCR)         6m88      門脇　正吾(鳥取・河北中)              1977
大会記録(GR)            6m31      森山　大成(鳥取・大山中)              2010

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｼﾞﾏ ｿｳﾀ 鳥　取 5m49 5m57 5m92 5m92 8 5m29 5m59 × 5m92
1 32 265 真島　颯太(2) 名和中 -0.8 -1.2 +2.1 +2.1 +1.1 +2.3 +2.1

ﾀﾅｶ ｿｳﾀ 鳥　取 × 5m82 × 5m82 7 × 5m88 × 5m88
2 13 394 田中　創太(2) 赤碕中 -1.3 -1.3 +1.7 +1.7

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥　取 5m56 × × 5m56 6 × × 5m63 5m63
3 6 132 松本　雄大(2) 箕蚊屋中 0.0 0.0 +2.3 +2.3

ﾏﾂｵｶ ﾅｵﾔ 鳥　取 5m07 5m20 5m18 5m20 5 4m99 5m02 5m14 5m20
4 35 786 松岡　直哉(2) 岩美中 -0.4 -1.4 +0.9 -1.4 +1.3 +1.9 +1.9 -1.4

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ 鳥　取 4m70 4m89 4m82 4m89 2 4m93 5m17 5m20 5m20
5 30 425 松本　昂(2) 東伯中 0.0 -0.4 +2.0 -0.4 +1.6 +1.0 +1.6 +1.6

ﾌｸﾏｽ ｹｲﾀ 鳥　取 4m81 4m91 4m62 4m91 4 5m11 5m17 4m98 5m17
6 46 373 福枡　圭太(2) 北溟中 -0.5 +0.6 +0.7 +0.6 +2.5 +0.9 +1.9 +0.9

ｻｺ ﾘｷﾄ 鳥　取 4m71 4m75 4m90 4m90 3 4m15 4m75 4m78 4m90
7 11 215 佐子　理輝人(1) 中山中 -0.5 -0.5 +2.2 +2.2 +2.5 +0.5 +1.5 +2.2

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ 鳥　取 4m84 4m77 4m77 4m84 1 × 4m79 4m89 4m89
8 28 193 柳川　大和(1) 大山中 +0.2 -0.2 +0.9 +0.2 +1.6 +2.1 +2.1

ﾏｴｶﾜ ﾕｳﾘ 鳥　取 × 4m84 4m75 4m84 4m84
9 29 759 前川　悠吏(2) 湖東中 0.0 +1.6 0.0 0.0

ｲｼｲ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取 4m66 4m75 × 4m75 4m75
10 20 411 石井　龍成(2) 久米中 +0.3 +0.1 +0.1 +0.1

ｵｵﾓﾘ ﾄﾓﾔ 鳥　取 3m98 × 4m70 4m70 4m70
11 25 815 大森　誠也(2) 智頭中 +0.1 +0.1 +0.1

ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ 鳥　取 4m62 4m43 × 4m62 4m62
12 19 343 加藤　広晃(1) 河北中 +0.5 -1.7 +0.5 +0.5

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 鳥　取 × × 4m61 4m61 4m61
13 22 739 山田　侑矢(2) 桜ヶ丘中 -0.2 -0.2 -0.2

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 鳥　取 4m56 4m42 4m48 4m56 4m56
14 3 113 若林　悠甫(2) 後藤ヶ丘中 +0.5 0.0 +0.5 +0.5 +0.5

ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ 鳥　取 4m45 4m19 4m52 4m52 4m52
15 21 135 松本　海虎(1) 箕蚊屋中 +0.4 -1.5 +0.4 +0.4 +0.4

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾍｲ 鳥　取 4m16 × 4m51 4m51 4m51
16 23 820 山本　龍平(2) 智頭中 0.0 -0.3 -0.3 -0.3

ﾊｾﾞ ﾕｳﾀ 鳥　取 4m50 4m02 4m26 4m50 4m50
17 4 390 櫨　優太(1) 倉吉西中 +0.1 -0.5 +0.5 +0.1 +0.1

ﾅｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ 鳥　取 4m38 4m32 4m46 4m46 4m46
18 7 46 中田　一輝(2) 福米中 -0.4 -0.7 +0.5 +0.5 +0.5

ﾔｽﾓﾄ ﾊﾔﾃ 鳥　取 4m38 4m39 4m38 4m39 4m39
19 33 305 安本　颯(2) 三朝中 -0.9 -0.5 +1.5 -0.5 -0.5

ﾅｶﾉ ﾚﾝﾀ 鳥　取 4m00 4m31 4m35 4m35 4m35
20 8 375 中野　蓮太(1) 北溟中 -0.9 -0.6 +0.7 +0.7 +0.7

ﾔﾏｳﾗ ﾘｭｳｶﾞ 鳥　取 × 4m26 4m20 4m26 4m26
21 37 137 山浦　隆雅(1) 箕蚊屋中 -2.2 -0.3 -2.2 -2.2

ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾔ 鳥　取 × 4m26 × 4m26 4m26
22 38 47 平野　友哉(2) 福米中 +0.3 +0.3 +0.3

ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 鳥　取 4m24 3m96 3m88 4m24 4m24
23 17 891 橋本　健司(2) 福部中 0.0 -1.0 +1.4 0.0 0.0

ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭｳ 鳥　取 4m23 4m08 4m17 4m23 4m23
24 2 10 石飛　秀(1) 境港第一中 +0.1 -0.2 -0.6 +0.1 +0.1

ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳ 鳥　取 4m20 4m06 4m10 4m20 4m20
25 9 111 中島　亮(2) 後藤ヶ丘中 -0.9 -0.3 0.0 -0.9 -0.9

ﾀﾆｵｶ ﾅｵｷ 鳥　取 4m04 4m10 × 4m10 4m10
26 15 423 谷岡　直輝(2) 東伯中 -0.5 -0.6 -0.6 -0.6

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳﾍｲ 鳥　取 4m08 × 3m90 4m08 4m08
27 24 163 松原　昂平(1) 福生中 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾆｼｵｶ ﾕｳｷ 鳥　取 3m87 4m05 4m02 4m05 4m05
28 45 325 西岡　悠稀(1) 大栄中 -0.2 +0.1 0.0 +0.1 +0.1

ﾀｸﾜ ﾅｵﾕｷ 鳥　取 3m93 3m90 4m03 4m03 4m03
29 48 61 宅和　尚之(1) 福米中 -0.4 +0.5 +1.2 +1.2 +1.2

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 鳥　取 3m77 4m02 3m09 4m02 4m02
30 26 233 渡邉　憂輝(2) 東山中 +0.1 -0.5 0.0 -0.5 -0.5

ｵｵﾀ ｴｲｷ 鳥　取 × 4m01 3m97 4m01 4m01
31 18 453 太田　栄輝(1) 鴨川中 -0.9 +1.0 -0.9 -0.9

ｷﾑﾗ ｽｻﾞｸ 鳥　取 3m83 × 3m91 3m91 3m91
32 14 229 木村　朱咲(1) 弓ヶ浜中 -0.4 +0.6 +0.6 +0.6

ｶﾜﾊﾗ ﾕｳｾｲ 鳥　取 3m85 3m41 3m59 3m85 3m85
33 39 457 河原　優星(1) 倉吉西中 0.0 -0.5 +0.8 0.0 0.0

ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ 鳥　取 3m84 3m30 － 3m84 3m84
34 41 418 松岡　宥磨(1) 久米中 0.0 -0.9 0.0 0.0

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 10:00 決勝

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学男子走幅跳

県中学記録(TCR)         6m88      門脇　正吾(鳥取・河北中)              1977
大会記録(GR)            6m31      森山　大成(鳥取・大山中)              2010

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

9月20日 10:00 決勝

ﾓﾘ ｻﾄｼ 鳥　取 3m66 3m74 3m83 3m83 3m83
35 49 692 森　聡史(1) 鳥大附属中 0.0 +0.2 +1.1 +1.1 +1.1

ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾀ 鳥　取 3m79 3m71 － 3m79 3m79
36 44 606 村上　将太(1) 岩美中 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾔﾏﾈ ｺｳｽｹ 鳥　取 3m77 3m74 3m48 3m77 3m77
37 10 387 山根　浩輔(1) 倉吉西中 -0.9 0.0 +0.1 -0.9 -0.9

ﾂﾎﾞｸﾗ ｹﾝﾀ 鳥　取 × 3m65 × 3m65 3m65
38 43 110 坪倉　賢太(2) 後藤ヶ丘中 -0.2 -0.2 -0.2

ｶﾜｸﾞﾁ ｲｸﾏ 鳥　取 3m58 3m30 3m63 3m63 3m63
39 40 357 川口　育馬(1) 倉吉東中 +0.2 -0.6 +2.1 +2.1 +2.1

ﾌｸﾀﾞ ﾘﾝ 鳥　取 × × 3m61 3m61 3m61
40 1 198 福田　凛(2) 日南中 -0.8 -0.8 -0.8

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 鳥　取 × 3m15 3m54 3m54 3m54
41 34 398 中村　浩幸(1) 赤碕中 -1.3 +0.3 +0.3 +0.3

ﾀｶｶﾞｷ ﾘｸ 鳥　取 3m22 3m03 3m53 3m53 3m53
42 16 607 高垣　來空(1) 岩美中 -0.3 -1.3 +2.6 +2.6 +2.6

ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 鳥　取 3m27 3m37 － 3m37 3m37
43 42 217 井上　雄太(1) 中山中 0.0 -0.5 -0.5 -0.5

ﾆｼｼﾞｮｳ ﾚｵ 鳥　取 × 2m49 3m16 3m16 3m16
44 36 376 西條　玲緒(1) 北溟中 -0.7 +0.1 +0.1 +0.1

ﾏｴﾀ ﾄﾜ 鳥　取 × × 2m68 2m68 2m68
45 31 501 前田　永遠(1) 東郷中 +1.4 +1.4 +1.4

ﾐｷ  ﾄｼｶｽﾞ 鳥　取 × × ×
5 851 三木　俊和(2) 中ノ郷中 NM

ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｽｹ 鳥　取

12 442 中村　京介(1) 東郷中 DNS
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 鳥　取

27 863 小嶋　晃介(2) 中ノ郷中 DNS
ﾀｶﾀ ﾕｳｼﾝ 鳥　取

47 624 高田　勇進(1) 気高中 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学女子走幅跳

県中学記録(TCR)         5m65      湊　つばさ(鳥取・境港第一中)          1998
大会記録(GR)            5m30      小林　純子(鳥取・境港第三中)          1994

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 鳥　取 5m13 5m26 5m06 5m26 5m12 × 5m27 5m27
1 18 254 岡﨑　汀(2) 三朝中 +0.5 +0.5 +0.9 +0.5 +1.4 +0.4 +0.4

ﾌｼﾞﾜﾗﾅﾂﾞｷ 鳥　取 4m49 4m37 4m36 4m49 3m40 4m77 4m16 4m77
2 12 466 藤原　菜月(2) 船岡中 +0.5 +1.4 +1.7 +0.5 +0.8 +1.5 +1.6 +1.5

ｱﾘﾓﾄ ﾘﾘ 鳥　取 4m50 4m16 4m16 4m50 4m68 4m49 4m51 4m68
3 33 162 有本　吏里(1) 中山中 +0.8 +0.7 +3.2 +0.8 +0.2 +2.1 +2.5 +0.2

ｼｼﾄﾞ ﾊﾙｶ 鳥　取 4m28 4m42 4m54 4m54 4m23 4m47 4m39 4m54
4 29 37 宍戸　遥(2) 境港第二中 +1.7 +2.0 +2.2 +2.2 +1.5 +1.6 0.0 +2.2

ｻｶﾓﾄ ｺﾄ 鳥　取 3m72 4m50 4m28 4m50 4m42 × 4m20 4m50
5 20 348 坂本　琴(1) 河北中 0.0 +1.7 +0.6 +1.7 +1.1 +0.9 +1.7

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅｺ 鳥　取 4m28 4m49 4m41 4m49 4m44 4m42 4m42 4m49
6 27 309 松本　日向子(2) 赤碕中 +0.8 +1.3 +0.7 +1.3 +2.6 +2.6 +2.7 +1.3

ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 鳥　取 4m38 4m32 4m40 4m40 4m30 × × 4m40
7 2 638 吉澤　美月(1) 湖東中 +0.5 +0.6 +2.5 +2.5 +1.9 +2.5

ﾊﾅﾊﾞﾗ ｻﾔｶ 鳥　取 4m21 4m20 4m34 4m34 4m11 4m29 4m12 4m34
8 10 38 花原　紗也加(2) 境港第二中 +1.3 +0.5 +3.1 +3.1 +1.7 +0.1 +1.0 +3.1

ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ 鳥　取 4m32 × 4m14 4m32 4m32
9 11 344 吉田　萌衣(1) 河北中 +0.4 +3.1 +0.4 +0.4

ｾﾊﾗ ﾅﾅｺ 鳥　取 4m25 4m23 4m21 4m25 4m25
10 25 171 妹原　七虹(1) 湊山中 +0.4 +1.2 +2.0 +0.4 +0.4

ﾐﾁﾀﾞ ﾐﾕ 鳥　取 × 4m19 4m24 4m24 4m24
11 40 59 道田　美優(2) 境港第三中 +1.0 +1.9 +1.9 +1.9

ｲｹｳﾁ ﾐｻ 鳥　取 4m01 3m99 3m87 4m01 4m01
12 4 633 池内　美佐(2) 鳥取北中 +0.6 +2.0 +1.4 +0.6 +0.6

ｲﾄｳ ｻﾔｶ 鳥　取 3m94 3m66 3m85 3m94 3m94
13 41 211 伊藤　沙耶果(1) 岸本中 +0.4 +1.7 +1.6 +0.4 +0.4

ﾂﾉﾀﾞ ﾋｽｲ 鳥　取 × × 3m90 3m90 3m90
14 15 140 角田　妃吹(2) 大山中 +1.8 +1.8 +1.8

ﾓﾘﾑﾗ ﾅﾐ 鳥　取 × 3m84 × 3m84 3m84
15 28 50 森村　七海(2) 東山中 +1.1 +1.1 +1.1

ﾂﾕｷ ｱﾘｻ 鳥　取 3m60 3m75 3m65 3m75 3m75
16 32 536 露木　有紗(2) 鳥取西中 +1.0 +0.8 +2.5 +0.8 +0.8

ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｶ 鳥　取 3m45 3m75 3m49 3m75 3m75
17 43 548 長田　優花(2) 青谷中 0.0 +2.3 +1.3 +2.3 +2.3

ｲｸﾀ ﾓｴ 鳥　取 3m66 3m73 3m47 3m73 3m73
18 39 147 生田　萌恵(2) 日南中 +0.5 +1.6 +0.2 +1.6 +1.6

ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 鳥　取 2m73 3m50 3m71 3m71 3m71
19 21 156 高橋　菜桜(1) 日南中 +0.2 +2.6 +1.2 +1.2 +1.2

ﾌｼﾞﾀ ｶﾉﾝ 鳥　取 3m55 3m69 3m70 3m70 3m70
20 9 161 藤田　花音(2) 中山中 +1.1 +1.4 +2.5 +2.5 +2.5

ｺｼﾐｽﾞ ｱｲ 鳥　取 3m68 3m69 3m60 3m69 3m69
21 3 589 小清水　杏依(2) 中ノ郷中 +0.4 +1.1 +1.8 +1.1 +1.1

ｴﾝﾄﾞｳ ｷｴ 鳥　取 2m84 3m61 3m50 3m61 3m61
22 6 249 遠藤　葵恵(2) 溝口中 +0.8 +1.2 +1.4 +1.2 +1.2

ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 鳥　取 3m56 3m53 3m60 3m60 3m60
23 34 325 福田　夏生(1) 鴨川中 +0.3 +0.7 +2.0 +2.0 +2.0

ﾆｼｵ ﾐﾕ 鳥　取 3m34 × 3m47 3m47 3m47
24 5 160 西尾　美優(2) 中山中 +1.4 +1.3 +1.3 +1.3

ﾀﾆｼｹﾞ ﾏﾅﾐ 鳥　取 3m42 3m42 3m32 3m42 3m42
25 22 632 谷繁　愛美(1) 河原中 +0.3 +0.4 +1.4 +0.3 +0.3

ｱﾀﾞﾁ ﾋｶﾙ 鳥　取 3m35 3m41 × 3m41 3m41
26 8 16 足立　光(2) 弓ヶ浜中 +1.6 +1.3 +1.3 +1.3

ｺﾔﾏ ﾊﾙｶ 鳥　取 3m23 3m15 3m40 3m40 3m40
27 42 597 小山　遥花(1) 中ノ郷中 +0.6 +1.8 +0.3 +0.3 +0.3

ｲﾜﾐ ｶﾝﾅ 鳥　取 3m34 3m23 3m31 3m34 3m34
28 31 498 岩見　かんな(2) 桜ヶ丘中 +1.1 +1.2 +2.4 +1.1 +1.1

ﾖｼﾀﾞ ｺﾄﾐ 鳥　取 3m26 2m84 3m20 3m26 3m26
29 38 500 吉田　ことみ(2) 桜ヶ丘中 +1.2 +2.2 +0.4 +1.2 +1.2

ｶﾈﾀﾆ ｽﾐﾚ 鳥　取 3m05 3m17 × 3m17 3m17
30 26 555 金谷　澄礼(2) 智頭中 +0.5 +2.2 +2.2 +2.2

ｼﾏﾍﾞ ｻｸﾗ 鳥　取 2m93 3m10 2m89 3m10 3m10
31 19 547 島邊　咲来(2) 青谷中 +0.4 +1.0 +0.6 +1.0 +1.0

ｷﾉｼﾀ ｱﾐ 鳥　取 3m03 3m04 2m77 3m04 3m04
32 1 598 木下　亜美(1) 中ノ郷中 +0.4 +0.5 +1.7 +0.5 +0.5

ﾏｴﾀ ｼｷ 鳥　取 2m79 × 3m01 3m01 3m01
33 13 640 前田　栞聖(1) 湖東中 +1.1 +2.1 +2.1 +2.1

ﾊﾔｼ ﾕﾘ 鳥　取 2m97 2m99 2m90 2m99 2m99
34 7 559 林　祐里(2) 智頭中 +0.8 +1.2 +1.9 +1.2 +1.2

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 10:00 決勝

凡例  DNS:欠場



中学女子走幅跳

県中学記録(TCR)         5m65      湊　つばさ(鳥取・境港第一中)          1998
大会記録(GR)            5m30      小林　純子(鳥取・境港第三中)          1994

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

9月21日 10:00 決勝

ﾋﾑﾗ ｱｲﾘ 鳥　取 2m85 2m74 × 2m85 2m85
35 35 20 干村　愛梨(2) 弓ヶ浜中 +0.8 +0.9 +0.8 +0.8

ﾔﾏｻｷ ｱﾔﾉ 鳥　取 × × 2m82 2m82 2m82
36 17 304 山崎　綾乃(1) 倉吉西中 +0.5 +0.5 +0.5

ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 鳥　取 2m67 2m79 2m65 2m79 2m79
37 37 39 阿部　有希(1) 境港第二中 +0.9 +1.0 +0.8 +1.0 +1.0

ﾆｼﾔﾏ ｴﾘ 鳥　取 × × 2m49 2m49 2m49
38 24 639 西山　絵理(1) 湖東中 +1.6 +1.6 +1.6

ﾅｶﾀﾆ ﾘﾐ 鳥　取

14 506 中谷　凜美(1) 桜ヶ丘中 DNS
ｾﾉｵ ﾌﾐｶ 鳥　取

16 26 妹尾　文香(2) 岸本中 DNS
ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｽﾞｷ 鳥　取

23 562 徳永　瑞希(1) 智頭中 DNS
ｷﾀｸﾞﾁ ｷｬｻﾘﾝ 鳥　取

30 351 北口　佳彩鈴(1) 河北中 DNS
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕ 鳥　取

36 301 山田　万由(2) 倉吉西中 DNS

凡例  DNS:欠場


