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日付 種目

山口　大凱(2) 22.77 古田　涼介(2) 22.97 髙島　悠暉(3) 24.18 岩田 悠久(3) 24.54 松川　祐士(3) 24.61 足立　龍之介(3) 24.63 吉田 聖竜(2) 24.65 高田　壱吹(3) 24.74
鳥大附属中 鳥取西中 境港第一中 箕蚊屋中 桜ヶ丘中 境港第二中 岸本中 鳥取北中
奥村　悠介(3) 15.18 牧野　晃大(3) 15.20 山田　遼太郎(2) 15.45 杉山　奏(2) 16.97 枡本　楓生(2) 17.26 澤田　拓実(3) 17.33 遠藤 新大(3) 17.47 上田　瑞樹(2) 17.54
倉吉西中 北溟中 鳥大附属中 東伯中 三朝中 八頭中 箕蚊屋中 河原中
高田　悠成(3) 6m17(+1.9) 井上　威吹(2) 5m99(+1.6) 原田　歩武(3) 5m93(+0.5) 佐川　隼也(3) 5m90(+1.1) 市村　莉玖斗(2) 5m88(-0.9) 信瀨　浩志(3) 5m85(+0.2) 米原　　渉(3) 5m84(+1.4) 有本　蒼矢(3) 5m81(+0.7)
境港第二中 大山中 河北中 中山中 八頭中 大山中 鳥取南中 中山中
中山　敬太(3) 1491点 谷口　駿太(3) 1069点 松井　秀憲(3) 1058点 小谷　光平(3) 1018点 西谷　元揮(2) 1005点 衣笠　瑛一(2) 958点 大久保　凌希(2) 859点 林　瑛希(3) 849点
八頭中 鳥取東中 鳥大附属中 鳥取北中 八頭中 鴨川中 八頭中 湖東中

尾﨑　星(3) 25.25 土井　あかり(3) 25.94 森本　咲(3) 26.99 馬淵　つぐみ(3) 27.18 中口　心(3) 27.23 駒井　朝伽(2) 28.63 渡邉　佳穏(3) 28.81 福井　瑠夏(2) 29.40
鳥取西中 河北中 倉吉西中 箕蚊屋中 鳥取西中 境港第一中 加茂中 東伯中
杉本 鈴夏(3) 14.75 河本　美祐(2) 14.77 清水　美京(2) 15.20 西村　華乃(3) 15.20 大田　絵恋(3) 15.36 加河　鈴菜(2) 15.56 山本　明香理(3) 15.68 清水　美郷(3) 15.88
赤碕中 倉吉西中 鳥大附属中 河北中 桜ヶ丘中 後藤ヶ丘中 倉吉西中 気高中
細田　ひかり(2) 1m48 朝倉　澄麗(3) 1m48 山下　 莉央(1) 1m35 尾崎　莉沙(2) 1m35 富永　夏帆(2) 1m30 本池　佳乃(2) 1m30
鳥大附属中 河北中 中山中 中ノ郷中 福米中 美保中

本間　汐莉(2) 1m30
法勝寺中
真多　涼香(3) 1m30
北溟中

西小野 莉子(3) 5m39(+0.9) 北窓　玲奈(3) 4m99(+1.2) 景山　杏海(3) 4m82(+0.3) 伹井　友厘(2) 4m66(+1.8) 西尾　心優(1) 4m66(+1.2) 島谷　莉帆(3) 4m41(+1.9) 山根　瑠夏(3) 4m40(+0.9) 長谷川　小雪(3) 4m36(+2.2)
福生中 尚徳中 日野中 岩美中 境港第一中 加茂中 八頭中 弓ヶ浜中 公認4m34(+1.0)

田口　愛梨(3) 10m20 樋口　美咲(3) 9m77 森下　みのり(3) 8m93 入江　巴菜(2) 8m79 畑　昭音(3) 8m72 牧　はるか(3) 8m45 北邑　来夢(3) 8m33 澤田 涼風(3) 7m90
鳥取西中 後藤ヶ丘中 湖東中 溝口中 岸本中 大山中 国府中 河原中
縄本　すず(3) 1248点 大田　絵恋(3) 1160点 山下　詞衣(2) 1110点 岡村　紗那(3) 1005点 安本　奏海(2) 952点 尾﨑　菜都美(3) 917点 松井　歩笑(3) 915点 田中　里菜(2) 881点
後藤ヶ丘中 桜ヶ丘中 八頭中 湖東中 鳥大附属中 青谷中 河北中 鳥取東中

凡例 

17.68(+0.4)-1m2515.31(+0.4)-1m25 17.18(+0.4)-1m42 17.00(+0.4)-1m30 18.06(+0.4)-1m36 16.53(+0.4)-1m15 17.36(+0.4)-1m25

7月8日 中学女子走幅跳

7月8日 中学女子砲丸投(2.721kg)

16.00(+0.4)-1m42

7月8日 
～9日

中学女子4種競技

7月8日
中学女子100mH(0.762m) 

風：-0.3

7月8日 中学女子走高跳

16.71(-0.6)-7m72 17.83(+0.7)-8m85 17.96(+0.7)-7m41 18.63(-0.6)-8m30

7月8日
中学女子200m 

風：-1.0

14.94(-0.6)-12m45

7月8日 
～9日

中学男子4種競技

16.18(+0.7)-7m83 17.15(-0.6)-9m39 16.08(-0.6)-6m78

8位

7月8日
中学男子200m 

風：+1.6

7月8日
中学男子110mH(0.914m) 

風：-1.1

7月8日 中学男子走幅跳
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