
ト ラ ッ ク 審 判 長 松本　豊文

跳 躍 審 判 長 湊　英之

投 て き 審 判 長 加嶋　秀

記 録 主 任 伊田　敬哲

日付 種目

國森　慎司(1) 9.14 小椋　護(1) 9.18 澤野　凱斗(1) 9.21 大本　寿以喜(1) 9.26 徳山　色(1) 9.35 松本　虎旺(1) 9.42 福田　蒼和(1) 9.68 本多　昇太(1) 10.04

鳥　取・赤碕小 鳥　取・船上小 鳥　取・但馬ＡＣ 鳥　取・船上小 鳥　取・大栄クラブ 鳥　取・大栄クラブ 鳥　取・三朝南小 鳥　取・上北条小

松本　駿(2) 8.67 鹿島　熙倖(2) 8.75 西村　優真(2) 8.80 山崎　雄生(2) 8.89 坂西　優友(2) 8.90 石谷　大我(2) 9.10 石田　歩夢(2) 9.14 藤田　春輝(2) 9.18

鳥　取・賀露小 鳥　取・大栄クラブ 鳥　取・ＴＦ米子 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・浦安小 鳥　取・赤碕小 鳥　取・ＫＹ鳥取 鳥　取・三朝南小

筧　光希也(3) 15.41 上治　大琉(3) 15.59 渡邉　颯太(3) 15.89 塩見　裕真(3) 15.95 西村　里音(3) 16.04 前田　温翔(3) 16.07 山本　神一郎(3) 16.35 田中　碧月(3) 16.69

鳥　取・加茂小 鳥　取・但馬ＡＣ 鳥　取・賀露小 鳥　取・ＫＹ鳥取 鳥　取・にちなんＡＣ 鳥　取・智頭小 鳥　取・ＫＹ鳥取 鳥　取・布勢ＴＣ

大谷　悠真(4) 14.47 岩井　光大(4) 14.69 諸遊　慎武(4) 14.80 井上　詞倭(4) 14.81 前田　耕二郎(4) 15.40 倉光　一冴(4) 15.45 阪本　晴也(4) 15.45 西村　和輝(4) 15.55

鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・世紀小 鳥　取・大山陸上 鳥　取・小鴨小 鳥　取・浜村小 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・大栄クラブ 鳥　取・ＴＦ米子

大田　丈(5) 13.81 永見　海(5) 13.81 高塚　祥生(5) 13.86 本多　春樹(5) 14.09 竹内　元春(5) 14.53 小林　蒼空(5) 14.54 柳澤　快斗(5) 14.72 近藤　竜馬(5) 14.90

鳥　取・大田陸上 鳥　取・境港ｼﾞｭﾆｱ 鳥　取・船上小 鳥　取・上北条小 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・ＫＹ鳥取 鳥　取・赤碕小 鳥　取・ＫＹ鳥取

御舩　遊大(6) 12.94 岡崎　凌大(6) 12.94 山田　遼太郎(6) 13.08 太田　陸(6) 13.11 岸田　和真(6) 13.33 桝本　脩斗(6) 13.63 横山　千尋(6) 13.81

鳥　取・三朝西小 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・大山陸上 鳥　取・ＫＹ鳥取 鳥　取・米子陸上 鳥　取・船上小

山下　統万(6) 3:05.57 山下　将也(5) 3:06.75 大呂　青葉(6) 3:12.24 植田　竜星(6) 3:14.35 斉尾　悠暉(5) 3:14.48 小林　蒼空(5) 3:15.20 湯川　玲之(6) 3:15.96 岡崎　健吾(6) 3:16.38

鳥　取・船上小 鳥　取・ＴＦ倉吉 鳥　取・智頭小 鳥　取・ＴＦ米子 鳥　取・大山陸上 鳥　取・ＫＹ鳥取 鳥　取・ＫＹ鳥取 鳥　取・米子陸上

山田　遼太郎(6) 12.24 上田　瑞樹(6) 13.00 門脇　礼樹(6) 13.21 枡本　楓生(6) 13.73 衣笠　瑛一(6) 13.85 本多　礼旺(6) 14.20 井上　啓聖(6) 14.64

鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・境港ｼﾞｭﾆｱ 鳥　取・三朝ＡＣ 鳥　取・ＴＦ倉吉 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・布勢ＴＣ

布勢ＴＣＡ・鳥　取 52.33 大山陸上・鳥　取 55.58 船上小Ａ・鳥　取 56.24 ＫＹ鳥取Ａ・鳥　取 56.95 ＴＦ米子・鳥　取 57.64 東郷小・鳥　取 57.81 布勢ＴＣＢ・鳥　取 58.76 境港ｼﾞｭﾆｱ・鳥　取 58.80

小林　朝日(6) 森安　一冴(6) 山下　統万(6) 小林　蒼空(5) 植田　竜星(6) 戸田　有音(6) 本多　礼旺(6) 石原　心汰朗(5)

山口　大凱(6) 濱田　大雅(6) 横山　千尋(6) 岸田　和真(6) 実近　瑛努(6) 川本　絃太(6) 竹内　元春(5) 永見　海(5)

山田　遼太郎(6) 下池　遼平(6) 鍋島　舜(6) 近藤　竜馬(5) 小田桐　成樹(5) 松岡　龍之介(6) 上田　瑞樹(6) 門脇　礼樹(6)

岡崎　凌大(6) 太田　陸(6) 高塚　祥生(5) 玉木　翠(6) 元妹　聖多(6) 松本　一希(6) 井上　啓聖(6) 山崎　壮太朗(5)

枡本　楓生(6) 1m25 吉川　優有(6) 1m20 上田　智大(6) 1m15 北中　誉大(5) 1m15 田村　優(5) 1m15 石賀　慎梧(5) 1m10 矢木　聖一朗(5) 1m05

鳥　取・三朝ＡＣ 鳥　取・三朝ＡＣ 鳥　取・赤碕小 鳥　取・小鴨小 鳥　取・三朝西小 鳥　取・船上小 鳥　取・三朝西小

廣瀨　大椰(6) 1m15 尾﨑　碧(6) 1m05

鳥　取・赤碕小 鳥　取・小鴨小

前田　伊吹(6) 1m05

鳥　取・船上小

門脇　礼樹(6) 4m83(+2.2) 宮下　大翔(6) 4m52(+1.2) 中本　翔琉(6) 4m51(+1.5) 本多　礼旺(6) 4m32(+1.4) 金田　泰輝(6) 4m23(+1.1) 横山　千尋(6) 4m22(+0.6) 岡田　天斗(6) 4m20(+0.4) 前田　大輔(6) 4m06(+3.4)

鳥　取・境港ｼﾞｭﾆｱ 公認4m38(+1.1) 鳥　取・北条ﾛｹｯﾂ 鳥　取・小鴨小 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・赤碕小 鳥　取・船上小 鳥　取・大山陸上 鳥　取・大栄クラブ 公認3m87(+1.1)

杉山　奏(6) 58m42 田中　隆登(6) 55m40 湯川　玲之(6) 53m69 鍋島　舜(6) 49m66 西村　武蔵(6) 48m94 西田　拓翔(6) 48m73 太田　舷暉(5) 47m95 青木　塁(6) 41m25

鳥　取・聖郷小 鳥　取・赤碕小 鳥　取・ＫＹ鳥取 鳥　取・船上小 鳥　取・根雨小 鳥　取・船上小 鳥　取・赤碕小 鳥　取・にちなんＡＣ

林原　陽莉(1) 9.11 磯上　結香(1) 9.36 清水　咲良(1) 9.56 米本　ひかる(1) 9.71 吉田　茉央(1) 9.90 山田　英真(1) 9.98 川本　円花(1) 10.07

鳥　取・米子陸上 鳥　取・大栄クラブ 鳥　取・三朝西小 鳥　取・智頭小 鳥　取・大栄クラブ 鳥　取・河北ＳＳ 鳥　取・東郷小

小谷　みらい(1) 9.71

鳥　取・赤碕小

近藤　未來(2) 8.74 前田　結衣(2) 8.93 前田　さくら(2) 8.96 松田　奏(2) 9.05 尾崎　妃夏(2) 9.23 有田　名奈恵(2) 9.28 尾崎　百夏(2) 9.33 中村　こころ(2) 9.36

鳥　取・ＫＹ鳥取 鳥　取・船上小 鳥　取・中ノ郷小 鳥　取・北条ﾛｹｯﾂ 鳥　取・米子陸上 鳥　取・湖南学園 鳥　取・米子陸上 鳥　取・智頭小

中村　仁香(3) 16.12 山本　小蒔(3) 16.36 清水　美礼(3) 16.39 森安　一華(3) 16.46 桝本　杏珠(3) 16.50 宮本　真優(3) 16.52 冨林　和花(3) 16.58 中本　唯愛(3) 16.61

鳥　取・大山陸上 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・大山陸上 鳥　取・米子陸上 鳥　取・ＫＹ鳥取 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・ＫＹ鳥取

西口　そら(4) 15.19 岡崎　結衣(4) 15.68 山口　紗知(4) 15.93 小澤　ひなた(4) 16.07 佐伯　天風(4) 16.09 伊藤　美羽(4) 16.10 小椋　緩奈(4) 16.15 荒田　彩莉(4) 16.19

鳥　取・八橋小 鳥　取・米子陸上 鳥　取・北条ﾛｹｯﾂ 鳥　取・米子陸上 鳥　取・大山陸上 鳥　取・上北条小 鳥　取・三朝東小 鳥　取・大山陸上

田村　倫子(5) 14.00 佐々木　真歩(5) 14.36 西尾　心優(5) 14.55 梅實　莉緒(5) 14.71 伊丹　樹里(5) 14.78 今川　七海(5) 14.97 福嶋　ひなた(5) 15.01 原田　真暢(5) 15.16

鳥　取・ＴＦ米子 鳥　取・ＴＦ米子 鳥　取・ＮＡＣ 鳥　取・ＫＹ鳥取 鳥　取・ＴＦ倉吉 鳥　取・ＴＦ米子 鳥　取・米子陸上 鳥　取・布勢ＴＣ

角　良子(6) 13.25 岸本　結郁(6) 13.41 木村　美結(6) 13.91 松崎　瑠奈(6) 14.33 福井　瑠夏(6) 14.44 香西　美咲(6) 14.45 河本　美祐(6) 14.56

鳥　取・ＴＦ米子 鳥　取・ＴＦ米子 鳥　取・赤碕小 鳥　取・ＴＦ米子 鳥　取・浦安小 鳥　取・但馬ＡＣ 鳥　取・ＴＦ倉吉

細田　葵生(6) 13.91

鳥　取・ＴＦ米子

清水　美京(6) 2:32.20 岩本　珠空(6) 2:36.75 渡部　咲花(6) 2:41.54 内田　恵(6) 2:41.89 吉田　春菜(6) 2:42.28 泥方　彩華(6) 2:42.69 石田　瑞歩(5) 2:45.33 山口　華恋(6) 2:45.61

鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・小鴨小 鳥　取・小鴨小 鳥　取・ＴＦ米子 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・ＫＹ鳥取 鳥　取・ＫＹ鳥取 鳥　取・ＫＹ鳥取

清水　美京(6) 12.68 福嶋　ひなた(5) 14.05 河本　美祐(6) 14.14 水野　愛唯(6) 14.37 森本　愛菜(6) 14.38 中村　育海(6) 14.44 中村　香子(5) 15.21 松浦由梨奈(5) 16.58

鳥　取・布勢ＴＣ GR 鳥　取・米子陸上 鳥　取・ＴＦ倉吉 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・米子陸上 鳥　取・河北ＳＳ 鳥　取・赤碕小

ＴＦ米子Ａ・鳥　取 53.14 ＴＦ倉吉Ａ・鳥　取 56.40 小鴨小・鳥　取 57.18 赤碕小Ａ・鳥　取 57.28 布勢ＴＣ・鳥　取 57.56 ＴＦ米子Ｃ・鳥　取 57.78 但馬ＡＣ・鳥　取 57.91 大山陸上・鳥　取 59.06

松崎　瑠奈(6) 河本　美祐(6) 渡部　咲花(6) 中本　晶(6) 森本　愛菜(6) 今川　七海(5) 黒崎　紀花(6) 中井　琳菜(6)

岸本　結郁(6) 薮本　香倫(6) 谷口　凜(6) 木村　美結(6) 水野　愛唯(6) 田村　倫子(5) 香西　美咲(6) 平谷　南摘(6)

細田　葵生(6) 青木　咲(6) 花池　純佳(6) 小庭　凜　(6) 麻木　菜々美(6) 佐々木　真歩(5) 戸田　美里(6) 西口　杏梨(6)

角　良子(6) 吉岡　佑菜(6) 森　有加(6) 布袋　希望(6) 安本　奏海(6) 堀江　麻衣(6) 古西　亜海(6) 前田　彩(6)

原田　奈美香(6) 1m20 田中　楓花(6) 1m15 宮廻　希望(6) 1m10

鳥　取・小鴨小 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・ＴＦ米子

谷本　華(5) 1m20 香西　美咲(6) 1m15 岩間　澄怜(6) 1m10

鳥　取・船上小 鳥　取・但馬ＡＣ 鳥　取・上北条小

今西　優里(6) 1m15

鳥　取・赤碕小

中村　彩花(6) 1m15

鳥　取・ＴＦ米子

上灘　千紘(6) 4m20(+0.5) 浦田　心優(6) 4m02(+1.9) 西尾　心優(5) 3m92(+0.8) 安本　奏海(6) 3m91(+0.8) 宮廻　希望(6) 3m91(+1.4) 角　こころ(6) 3m90(+2.0) 谷口　凜(6) 3m86(+1.9) 宮内　彩希(6) 3m82(+1.5)

鳥　取・境港ｼﾞｭﾆｱ 鳥　取・米子陸上 鳥　取・ＮＡＣ 鳥　取・布勢ＴＣ 鳥　取・ＴＦ米子 鳥　取・境港ｼﾞｭﾆｱ 鳥　取・小鴨小 鳥　取・大栄クラブ

林原　すず(6) 50m27 高橋　叶羽(6) 44m99 高橋　倖(6) 43m43 布袋　希望(6) 42m79 桑本　茅奈(5) 37m38 堀江　麻衣(6) 37m24 梅實　莉緒(5) 36m72 財原　未妃(6) 35m41

鳥　取・八橋小 鳥　取・小鴨小 鳥　取・東郷小 鳥　取・赤碕小 鳥　取・河北ＳＳ 鳥　取・ＴＦ米子 鳥　取・ＫＹ鳥取 鳥　取・にちなんＡＣ

凡例  GR:大会記録

5位 6位 7位 8位

9月27日
小学３年男子100m

風：+2.3

9月27日
小学４年男子100m

風：+2.4

1位 2位 3位 4位

9月27日
小学５年男子100m

風：+1.4

9月27日
小学６年男子100m

風：+1.9

9月27日 小学男子1000m

9月27日 小学男子走幅跳

9月27日
小学男子80mH

風：+2.8

9月27日
小学男子
4X100mR

9月27日 小学男子走高跳

9月27日
小学５年女子100m

風：+0.1

9月27日
小学６年女子100m

風：+1.7

9月27日 小学男子ボール投

9月27日
小学３年女子100m

風：+0.6

9月27日
小学４年女子100m

風：+0.1

9月27日
小学１年女子50m

風：+2.3

9月27日 小学女子走高跳

9月27日 小学女子800m

9月27日
小学女子80mH

風：+1.4

9月27日
小学女子
4X100mR

9月27日
小学２年女子50m

風：+1.3

9月27日 小学女子ボール投

9月27日
小学１年男子50m

風：+1.4

9月27日
小学２年男子50m

風：+1.7

9月27日 小学女子走幅跳
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