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種目

男子 妻木　裕太郎 11.13 藤居　研考 11.17 福島　悠太 11.22 大持　智 11.25 藤岡　悠 11.40 北島　昌樹 11.53 河本　和樹 11.75 福井　裕介 11.85

鳥取大学 -0.1 鳥取大学 -0.1 岡山大学 -0.1 鳥取大学 -0.1 但馬AC -0.1 筑波大学 -0.1 鳥取商高 0 東部消防 -0.3

藤居　研考 22.69 妻木　裕太郎 22.71 後藤　知宏 22.83 山下　育巳 24.60 大嶋　来空 25.22 岡本　愛翔 27.18 花木陽一郎 28.16 谷田　延和 28.30

鳥取大学 -0.8 鳥取大学 -0.8 但馬AC -0.8 鳥取商高 -1.5 但馬AC -1.5 湖東中 -1.5 ケアジムGENKI -1.5 鳥取陸協 -1.5

金子　敬志 51.67 河本　和樹 53.27 小林　毅司 53.51 廣瀬　創大 57.80 高田　洸洋 1.03.29 以下なし

team OJC 鳥取商高 但馬AC 但馬AC KY鳥取

長谷川侑輝(6) 14.26 前田　渉吾(5) 14.65 村上　大貴(5) 14.88 山崎　雄生(5) 15.03 横山　想太(5) 15.34 中村　秀大(6) 15.35 松本　翔太(5) 15.39 中村　玲太(4) 15.40

香住小 -0.5 布勢TC -0.3 布勢TC +0.8 布勢TC -0.6 KY鳥取 -0.3 但馬AC -0.5 香住小 +0.8 但馬AC -0.5

松本　健慎（5) 3.22.42 森　蒼大（5) 3.22.48 小山　愁生（5） 3.31.31 高知　悠馬（5) 3.32.56 谷口　愛悟（6) 3.32.64 福長　正翔（3) 3.33.50 濱本　世成（5) 3.36.60 前田　渉吾(5) 3.41.39

ＫＹ鳥取 香住小 布勢TC ＫＹ鳥取 ＫＹ鳥取 ＫＹ鳥取 香住小 布勢TC

香住小A 1.02.02 以下なし

池田　英寿

長谷川侑輝

関　航太朗

松本　翔太

柴田　賢弥 5m63 小栗　拓海 5m49 安養寺陽人 5m20 岩井　光大 5m00 前田　丈翔 4m89 浦林　俊介 4m45 以下なし

国際武道大 -0.8 環太平洋大学 -0.2 鳥取商高 +0.8 高草中 0 鳥取商高 +0.7 鳥取北中 +0.7

長谷川侑輝(6) 4m19 平井　拓磨(5) 2m60 以下なし

香住小 +1.1 香住小 +0.4

清水　奏成 52m97 村上　魁杜 22m26 以下なし

倉吉総産高 岩美高

村上　幸史 74m48 ディーン元気 71m37 谷尾　俊樹 57m77 中村　匠 46m90 桶谷　圭吾 43m85 宮﨑　伶 42m39 川部　優磨 31m84 以下なし

テック ミズノ 倉吉北高 岩美高 鳥取城北高 倉吉北高 日南中
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女子 谷根　優花 13.67 安部　桃花 14.19 田中　ゆら 14.42 深田　彩名 14.56 谷口　陽向 14.66 宮脇　彩華 14.77 田村　麗愛 15.33 田村　瑠璃 15.38

神戸山手女子高 -0.3 鳥取商高 -0.7 鳥取北中 -0.3 鳥取北中 -0.3 鳥取北中 -0.7 岩美中 -0.7 鳥取北中 -0.3 鳥取北中 -0.7

藤原　明絆(6) 14.08 小林　日和(6) 14.64 冨林　和花(6) 14.76 澤野　琴音(6) 14.83 山本　小蒔(6) 15.17 中嶋　彩音(6) 15.74 前川　にこ(6) 15.75 西尾七月葉(5) 15.78

但馬AC -0.2 布勢TC +0.6 布勢TC +0.6 但馬AC -0.2 布勢TC +0.6 香住小 -0.2 布勢TC +0.6 布勢TC 0

金子　りん(6) 2.33.74 廣瀬　和奏(6) 2.47.54 澤野　琴音(6) 2.49.63 小林　日和(6) 2.51.12 冨林　和花(6) 2.51.25 山根　悠歌(6) 2.54.12 上田　杏(5) 3.00.48 米村　莉子(5) 3.01.12

布勢TC  但馬AC 但馬AC 布勢TC 布勢TC 布勢TC 布勢TC 布勢TC

香住小 64.51 以下なし 　

谷口　倖菜

中嶋　彩音

長谷川心咲

寺川　明依

前田　菜月 4m51 木成　郁子 4m46 但井　友厘 4m23 森本　ことみ 4m10 安部　桃花 3m87 森下　みのり 3m33 以下なし

鳥取大学 +1.1 鳥取大学 -0.1 岩美中 +1.2 鳥取商高 -0.2 鳥取商高 +1.1 鳥取商高 0

中嶋　彩音(6) 3m59 福田　萌木(6) 3m53 前川　にこ(6) 3m46 西尾七月葉(5) 3m41 谷口　倖菜(5) 3m13 長谷川心咲(4) 2m43 以下なし

香住小 +0.7 布勢TC +1.6 布勢TC 0 布勢TC -0.6 香住小 -1.3 香住小 -0.5

濱本　さくら 33m42 樋口　美咲 25m03 清水　彩名 20m22 以下なし

倉吉総産高 倉吉総産高 倉吉総産高

濱本　さくら 39m51 樋口　美咲 24m21 清水　彩名 15m35 以下なし

倉吉総産高 倉吉総産高 倉吉総産高

松田　ひなた 32m40 田中　愛海 16m76 以下なし

倉吉北高 倉吉北高
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