
日付 種目

岩井　光大(3) 15.26 大谷　悠真(3) 15.36 中本　征汰(3) 15.72 岸本　恵(3) 16.21 阪本　晴也(3) 16.33 井上　詞倭(3) 16.37 倉光　一冴(3) 16.50 西村　和輝(3) 16.64

鳥取・世紀小 鳥取・智頭小 鳥取・三朝南小 鳥　取・関金小 鳥取・大栄小 鳥取・小鴨クラブ 鳥取・布勢TC 鳥取・TF米子

本多　春樹(4) 14.33 大田　丈(4) 14.38 竹内　元春(4) 15.02 小林　蒼空(4) 15.10 金光　希(4) 15.31 中本　涼陽(4) 15.43 近藤　竜馬(4) 15.82 中本　脩陽(4) 15.86

鳥取・上北条小 鳥取・布勢TC 鳥取・布勢TC 鳥取・布勢TC 鳥　取・関金小 鳥取・小鴨クラブ 鳥取・賀露小 鳥取・小鴨クラブ

山口　大凱(5) 13.00 御舩　遊大(5) 13.67 山田　遼太郎(5) 14.10 小林　朝日(5) 14.26 岸本　怜緒(5) 14.42 竹本　昌人(5) 14.61 元妹　聖多(5) 14.62 平尾　美命(5) 14.64

鳥取・布勢TC TSR,GR 鳥取・TF倉吉 鳥取・布勢TC 鳥取・布勢TC 鳥取・智頭小 鳥取・布勢TC 鳥取・TF米子 鳥取・賀露小

井之上　匠(6) 12.98 久本　遼太(6) 13.22 奥田　大(6) 13.49 松浦　尊(6) 13.51 牧野　晃大(6) 13.55 住友　悠馬(6) 13.59 井上　瑞葵(6) 13.80 下村　聖也(6) 13.83

TF倉吉 鳥取・智頭小 鳥取・上小鴨小 鳥取・小鴨クラブ 鳥取・TF倉吉 鳥　取・関金小 鳥取・TF倉吉 鳥取・TF米子

福本　航太(6) 3:06.15 林原　聖真(5) 3:16.78 斉木　優真(6) 3:19.41 谷村　映季(6) 3:19.45 山下　将弥(5) 3:19.63 大呂　青葉(5) 3:21.27 寺坂　旬矢(6) 3:21.49 荒川　大樹(6) 3:21.63

鳥取・TF倉吉 鳥取・大山西小 鳥取・米子陸上 鳥取・智頭小 鳥取・上北条小 鳥取・智頭小 鳥取・智頭小 鳥取・東郷小

住友　悠馬(6) 12.76 遠藤　新大(6) 12.92 山田　遼太郎(5) 13.40 佐川　隼也(6) 13.45 上田　瑞樹(5) 13.60 門脇　礼樹(5) 14.55 吉田　怜治(6) 14.60 綿田　啓志(6) 14.80

鳥　取・関金小 鳥取・米子陸上 鳥取・布勢TC 鳥取・大山陸上 鳥取・布勢TC 鳥取・境港ジュニア 鳥取・布勢TC 鳥取・赤碕小

TF倉吉A・鳥　取 52.78 布勢TC-A・鳥　取 54.80 智頭小・鳥　取 55.77 赤碕小A・鳥　取 56.19 布勢TC-B・鳥　取 57.10 境港ジュニア・鳥　取 57.62 TF倉吉B・鳥　取 57.72 上小鴨小・鳥　取 57.87

井上　瑞葵(6) 小林　朝日(5) 河村　朝陽(6) 圓山　大地(6) 上田　瑞樹(5) 門脇　礼樹(5) 衣笠　瑛一(5) 永田　航也(6)

牧野　晃大(6) 山口　大凱(5) 久本　遼太(6) 太田　力暉(6) 吉田　怜治(6) 足立　龍之介(6) 森　鳴響(5) 奥田　大(6)

原田　歩武(6) 山田　遼太郎(5) 谷村　映季(6) 綿田　啓志(6) 山下　直人(6) 佐々木　佑士(6) 河本　翔太(5) 荒金　太一(6)

井之上　匠(6) 竹本　昌人(5) 栗田　竜一(6) 谷口　颯汰(6) 岡崎　凌大(5) 高田　悠成(6) 御舩　遊大(5) 福井　虹大郎(5)

奥田　大(6) 1m30 奥村　悠介(6) 1m30 松本　航典(6) 1m15 石賀　顕二朗(5) 1m10

鳥取・上小鴨小 鳥取・小鴨クラブ 鳥取・境港ジュニア 鳥取・上北条小

河村　朝陽(6) 4m65(+2.7) 谷口　颯汰(6) 4m43(+2.6) 花池　蓮(6) 4m36(+1.9) 足立　龍之介(6) 4m18(+2.4) 足立　光誠(6) 4m03(+1.5) 宮下　大翔(5) 4m03(+1.2) 高田　悠成(6) 4m00(0.0) 山下　直人(6) 3m95(+0.9)

鳥取・智頭小 公認4m48(-0.8) 鳥取・赤碕小 公認4m34(+1.5) 鳥取・小鴨クラブ 鳥取・境港ジュニア 公認4m03(+1.7) 兵　庫・竹田JAC 鳥取・北条小 鳥取・境港ジュニア 鳥取・布勢TC

西村　優真(1) 9.13 藤田　春輝(1) 9.30 鹿島　熙倖(1) 9.42 宍戸　藤蓮(1) 9.50 田村　太羅(1) 9.50 森田　庵李(1) 9.58 福光　倖大(1) 9.64 石田　歩夢(1) 9.75

鳥取・TF米子 鳥取・三朝南小 鳥取・大栄小 鳥取・東郷小 鳥取・米子陸上 鳥取・賀露小 鳥取・大栄小 鳥取・TF倉吉

筧　光希也(2) 8.57 前田　温翔(2) 8.83 渡邉　颯太(2) 8.91 福田　一貴(2) 8.94 塩見　裕真(2) 8.94 仲田　一公(2) 9.01 田中　碧月(2) 9.02 向井　樹(2) 9.03

鳥取・加茂小 鳥取・智頭小 鳥取・賀露小 鳥　取・関金小 鳥取・布勢TC 鳥取・米子陸上 鳥取・布勢TC 鳥取・上北条小

太田　力暉(6) 54m23 綿田　啓志(6) 51m46 前田　龍希(6) 48m68 湯川　玲之(5) 48m52 太田　慶希(6) 47m62 石田　春樹(6) 46m28 和田　蒼汰(6) 45m04 田中　隆登(5) 41m05

鳥取・赤碕小 鳥取・赤碕小 鳥取・東郷小 鳥取・布勢TC 兵　庫・竹田JAC 鳥取・小鴨クラブ 兵　庫・但馬AC 鳥取・赤碕小

岡崎　結衣(3) 16.05 山口　紗知(3) 16.16 小椋　緩奈(3) 16.25 荒田　彩莉(3) 16.54 佐伯　天風(3) 16.62 久代　実和(3) 16.83 北窓　沙羅(3) 17.22 中原　しおり(3) 17.24

鳥取・米子陸上 鳥取・北条小 鳥取・三朝東小 鳥取・大山陸上 鳥取・大山陸上 鳥取・にちなんAC 鳥取・米子陸上 鳥取・大栄小

田村　倫子(4) 14.72 中村　香子(4) 15.35 今川　七海(4) 15.38 高梨　舞夏(4) 15.41 梅實　莉緒(4) 15.50 谷口　眞凜(4) 15.76 福嶋　ひなた(4) 15.80

鳥取・TF米子 鳥取・上北条小 鳥取・TF米子 鳥取・TF米子 鳥取・布勢TC 鳥取・布勢TC 鳥取・米子陸上

伊丹　樹里(4) 15.50

鳥取・上北条小

清水　美京(5) 14.04 薮本　香倫(5) 14.08 岸本　結郁(5) 14.17 河本　美祐　(5) 14.86 木村　美結(5) 14.88 水野　愛唯(5) 14.95 吉岡　佑菜(5) 15.04 青木　咲(5) 15.07

鳥取・布勢TC 鳥取・TF倉吉 鳥取・TF米子 鳥取・TF倉吉 鳥取・赤碕小 鳥取・布勢TC 鳥取・TF倉吉 鳥取・TF倉吉

吉田　明香里(6) 13.26 尾崎　星(6) 13.90 亀居　紗楓(6) 13.97 新田　裕奈(6) 13.98 岸本　梨音(6) 14.02 宮平　亜美(6) 14.17 馬淵　つぐみ(6) 14.18 杉本　鈴夏(6) 14.29

鳥取・布勢TC 鳥取・布勢TC 鳥取・TF米子 兵　庫・竹田JAC 兵　庫・但馬AC 鳥取・米子陸上 鳥取・TF米子 鳥取・赤碕小

植田　萌恵(6) 2:29.72 門脇　優夢(6) 2:31.26 松田　愛生(6) 2:37.36 佐々木　飛南(6) 2:37.57 戸松　もえ(6) 2:43.95 保田　夏凜(6) 2:45.20 森本　愛菜(5) 2:45.40 泥方　彩華(5) 2:45.50

鳥取・TF米子 鳥取・北条小 鳥取・赤碕小 鳥取・米子陸上 鳥取・布勢TC 鳥取・小鴨クラブ 鳥取・布勢TC 鳥取・布勢TC

宮平　亜美(6) 13.09 山本　明香理(6) 14.42 金光　桜(6) 15.01 大本　向葵(6) 15.97 綿田　羅壱(6) 17.08 小林　星乃陸(5) 17.90 足立　楓(5) 20.22

鳥取・米子陸上 鳥取・TF倉吉 鳥　取・関金小 鳥取・赤碕小 鳥取・赤碕小 鳥取・TF倉吉 鳥取・境港ジュニア

布勢TC-A・鳥　取 53.83 TF米子・鳥　取 54.95 赤碕小A・鳥　取 56.19 TF倉吉・鳥　取 57.62 米子陸上A・鳥　取 57.85 小鴨クラブ・鳥　取 58.43 大山陸上A・鳥　取 58.98 布勢TC-B・鳥　取 59.48

大田　絵恋(6) 西小野　莉子(6) 松田　愛生(6) 河本　美祐　(5) 佐々木　飛南(6) 保田　夏凜(6) 平谷　南摘(5) 麻木　菜々美(5)

吉田　明香里(6) 堀尾　月奈(6) 森本　響亜(6) 薮本　香倫(5) 足立　渚(6) 中本　愛友花(6) 荒田　萌里(6) 田中　青空(6)

清水　美京(5) 馬淵　つぐみ(6) 髙取　愛実(6) 青木　咲(5) 北窓　玲奈(6) 大下　桃果(6) 花原　萌(6) 水野　愛唯(5)

尾崎　星(6) 亀居　紗楓(6) 杉本　鈴夏(6) 吉岡　佑菜(5) 宮平　亜美(6) 森本　咲(6) 前田　彩(5) 安本　奏海(5)

桑本　歩ノ花(6) 1m27 足立　優子(6) 1m20 大下　桃果(6) 1m20 堀尾　月奈(6) 1m15 長谷川　詩桜(5) 1m10 山崎　紗弥(6) 1m10

鳥取・八橋小 鳥取・北条小 鳥取・小鴨クラブ 鳥取・TF米子 鳥取・三朝AC 鳥取・大栄小

黒崎　紀花(5) 1m10

兵　庫・但馬AC

田中　詩乃(6) 1m10

鳥取・赤碕小

杉本　鈴夏(6) 4m73(+2.3) 景山　杏海(6) 4m15(+3.1) 北窓　玲奈(6) 4m00(+1.0) 梶本　笑里(6) 3m94(+2.3) 小越　愛果(6) 3m87(+2.1) 山本　明香理(6) 3m87(+1.9) 大石　真唯子(6) 3m71(+3.5) 西村　涼花(6) 3m69(+0.7)

鳥取・赤碕小 公認4m36(+0.5) 鳥取・根雨小 公認4m08(+1.3) 鳥取・米子陸上 鳥取・小鴨クラブ 公認3m87(+1.2) 兵　庫・竹田JAC 公認3m84(+1.2) 鳥取・TF倉吉 鳥取・境港ジュニア 公認3m67(+1.7) 鳥取・根雨小

福長　優里(1) 9.55 有田　名奈恵(1) 9.55 蔵求　百音(1) 9.63 渡邉　心優(1) 9.74 尾崎　妃夏(1) 9.78 谷口　美桜(1) 9.78 近藤　未來(1) 9.82 尾崎　百夏(1) 10.02

修立小 鳥取・湖南学園 関金小 鳥取・賀露小 鳥取・米子陸上 鳥取・赤碕小 鳥取・賀露小 鳥取・米子陸上

中村　仁香(2) 8.73 山本　小蒔(2) 8.86 金子　りん(2) 8.95 保田　芹葉(2) 9.05 清水　美礼(2) 9.10 森安　一華(2) 9.12 岩井　咲希(2) 9.15 小林　日和(2) 9.18

鳥取・大山陸上 鳥取・布勢TC 鳥取・布勢TC 鳥取・小鴨クラブ 鳥取・布勢TC 鳥取・大山陸上 鳥取・世紀小 鳥取・布勢TC

米原　妃那子(6) 44m90 北山　綾(6) 44m57 高橋　倖(5) 41m80 高橋　叶羽(5) 39m50 光村　栞(6) 38m94 布袋　希望(5) 38m15 小谷　菜誓(6) 36m95 馬野　愛沙香(5) 28m99

鳥取・三朝南小 鳥取・赤碕小 鳥取・東郷小 鳥取・小鴨クラブ 関金小 鳥取・赤碕小 鳥取・三朝南小 鳥取・三朝東小

凡例  TSR:県小学記録 GR:大会記録

5位 6位 7位 8位

9月28日
小学３年男子

100m
風：+2.9

9月28日
小学４年男子

100m
風：+1.3

1位 2位 3位 4位

9月28日
小学５年男子

100m
風：+2.0

9月28日
小学６年男子

100m
風：+0.3

9月28日 小学男子1000m

9月28日
小学男子80mH

風：+2.0

9月28日
小学男子
4X100mR

9月28日 小学男子走高跳

9月28日 小学男子走幅跳

9月28日
小学１年男子50m

風：+0.1

9月28日
小学２年男子50m

風：+1.8

9月28日
小学男子ボール

投

9月28日
小学３年女子

100m
風：+1.0

9月28日
小学４年女子

100m
風：+3.1

9月28日
小学５年女子

100m
風：-0.2

9月28日
小学６年女子

100m
風：-0.6

9月28日 小学女子800m

9月28日
小学女子80mH

風：+2.7

9月28日
小学女子
4X100mR

9月28日 小学女子走高跳

9月28日
小学女子ボール

投

9月28日 小学女子走幅跳

9月28日
小学１年女子50m

風：+2.2

9月28日
小学２年女子50m

風：+0.6

第17回鳥取県小学生陸上競技大会［競技会コード］310009
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主 催：一般財団法人鳥取陸上競技協会


