
男子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月12日 10:55 予　選
県記録(TR)              10.25     福長　正彦(東京学芸大)                00.5.27 5月12日 13:25 準決勝
大会記録(GR)            10.3      清水　禎宏(島根県教委)                1984 5月12日 14:25 決　勝

予　選　13組0着＋24

1組 (風:-2.0) 2組 (風:-3.4)

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
ｲﾉｳｴ  ﾐｽﾞｷ 鳥取 ｶｷﾀ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 鳥取

1 7 135 井上 瑞葵(1) 鳥取育英高 11.01 q 1 7 311 垣田 隼一朗(1) 米子西高 11.81
ﾅｶﾞﾐ ﾀﾂｷ 鳥取 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 鳥取

2 6 259 長見 達樹(3) 鳥取商高 11.52 q 2 6 282 橋本 淳哉(3) 鳥取東高 11.96
ﾏｴﾀ ｷｲﾁﾛｳ 鳥取 ﾅｶﾆｼ ﾀﾛｳ 鳥取

3 5 224 前田 貴一郎(3) 鳥取工高 11.93 3 4 246 中西 太朗(3) 鳥取西高 12.02
ﾅｶﾞﾀ ｼｭｳﾄ 鳥取 ﾀﾑﾗ ﾖｼｷ 鳥取

4 3 17 永田 脩斗(3) 境高 12.11 4 8 228 田村 嘉章(3) 鳥取工高 12.21
ｷｼﾀﾞ ﾀｸﾏ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鳥取

5 8 202 岸田 拓真(3) 鳥取敬愛高 12.54 5 5 651 山田 遼太郎(3) 鳥大附中 12.40
ｻﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 鳥取 ﾀｶﾀ ｲﾌﾞｷ 鳥取

6 2 73 澤田 望夢(2) 鳥取城北高 13.05 6 3 54 高田 壱吹(1) 鳥取城北高 12.65
ｱﾏｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 鳥取 ｺﾑﾗ ｷｮｳｲﾁ 鳥取

4 840 天川 学 東部消防 DNS 7 2 21 小村 恭一(3) 福米中 13.85

3組 (風:-0.4) 4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
ﾖﾈｲ ｹﾝﾄ 鳥取 ｼﾐｽﾞ ｶｲﾄ 鳥取

1 6 31100 米井 健人(4) 明治大 10.93 q 1 4 127 清水 海斗(2) 鳥取育英高 11.59
ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ 鳥取 ｵｵﾐﾈ ﾀｶﾄｼ 鳥取

2 4 37 下村 翔太(2) 鳥取城北高 11.42 q 2 7 78 大峯 敬俊(2) 米子東高 11.63
ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ 鳥取 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾔ 鳥取

3 5 175 河本 優太(2) 倉吉東高 11.53 q 3 5 673 柴田 賢弥 鳥取AS 11.72
ﾌｸﾀ ﾋﾛﾄ 鳥取 ｱｵｷ ｹｲﾀ 鳥取

4 8 255 福田 洸翔(3) 鳥取商高 12.23 4 6 275 青木 啓太(3) 鳥取東高 11.75
ｱﾀﾗｼ ﾋﾛｷ 鳥取 ﾖﾈﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥取

5 7 267 新 博喜(1) 鳥取西高 12.27 5 8 174 米田  恭平(2) 倉吉東高 12.19
ﾔﾏﾈ  ｺｳｽｹ 鳥取 ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾔ 鳥取

6 3 133 山根 浩輔(2) 鳥取育英高 12.40 6 3 48 下村 聖也(1) 鳥取城北高 12.21
ｳﾗｶﾜ ﾘｮｳｴｲ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 鳥　取

7 2 263 浦川 凌英(2) 米子北斗高 13.43 7 9 317 中村　浩幸(2) 倉吉農高 12.72
ﾊﾅｷ ﾖｳｲﾁﾛｳ 鳥取 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ 鳥取

9 718 花木 陽一郎 ケアジムGENKI DNS 8 2 252 松本 圭祐(2) 米子工高 13.41

5組 (風:-1.1) 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
ｵｸﾀﾞ ｱｲﾄ 鳥取 ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取

1 4 126 奥田 愛斗(2) 鳥取育英高 10.99 q 1 4 670 前畑 良一 鳥取AS 11.25 q
ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥取 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 鳥取

2 6 49 福庭 陽成(2) 鳥取城北高 11.19 q 2 7 93 山本 涼雅(2) 八頭高 11.35 q
ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾄ 鳥取 ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ 鳥取

3 7 92 西山 夏都(2) 八頭高 11.46 q 3 8 704 西山 莉功(3) 鳥取南中 12.20
ﾊﾀﾔﾏ ﾕｲﾄ 鳥取 ﾌｸﾀ ｼｮｳﾀ 鳥　取

4 1 185 畠山 由渡(3) 倉吉総産高 11.67 4 9 319 福田　翔大(3) 倉吉農高 12.42
ｼﾓﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 鳥取 ｶｼﾞｷ ｱﾔﾄ 鳥取

5 3 215 下田 隆二(2) 岩美高 11.98 5 2 137 鍜治木 彩仁(1) 鳥取育英高 12.50
ﾀｶｶﾞｷ ﾘｸ 鳥取 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 鳥取

6 9 225 髙垣 來空(2) 鳥取工高 12.01 6 3 46 松井 秀憲(1) 鳥取城北高 12.93
ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥取 ｲﾁﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 鳥取

7 5 269 河本 和樹(1) 鳥取商高 12.12 5 183 市村 知弘(2) 倉吉東高 DNS
ﾂﾎﾞｸﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 鳥取 ｸﾛｻﾜ ｶｵﾙ 鳥取

8 2 19 坪倉 佑太朗(3) 福米中 13.75 6 74 黒澤 薫史(3) 米子東高 DNS
ﾀﾅｶ ﾀｶﾄ 鳥取

8 265 田中 崇登(1) 米子北斗高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート
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予　選　13組0着＋24

7組 (風:-2.3) 8組 (風:-2.0)

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
ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂｼ 鳥取 ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ 鳥取

1 5 39 宮本 温志(2) 鳥取城北高 11.50 q 1 4 38 廣瀬 歩真(2) 鳥取城北高 11.48 q
ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭｳ 鳥取 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｱｷ 鳥取

2 8 19 石飛 秀(2) 境高 11.58 q 2 7 71652 大林 史明(5) 鳥大医学部 11.83
ﾀﾑﾗ ｱﾕﾑ 鳥取 ｼﾊﾞﾀ ﾀｹﾙ 鳥取

3 3 250 田村 歩(3) 米子工高 11.73 3 6 667 柴田 昴瑠 鳥取AS 11.89
ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀ 鳥取 ｷｭｳﾌﾞﾝ ﾀｸﾐ 鳥取

4 6 184 大嶋 健太(2) 倉吉東高 11.75 4 5 156 久文 拓海(2) 米子北高 12.10
ｱﾝﾖｳｼﾞ ﾊﾙﾄ 鳥取 ﾀﾆﾓﾄ ｷｲﾁ 鳥取

5 7 256 安養寺 陽人(2) 鳥取商高 12.20 5 8 177 谷本 葵一(2) 倉吉東高 12.17
ﾔﾏﾈ ｺｳﾀﾞｲ 鳥取 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取

6 2 226 山根 広大(3) 鳥取工高 13.54 6 2 206 藤井 大輔(3) 岩美高 12.22
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｲｼｶﾞ ｺｼﾞﾛｳ 鳥取

9 18 柳田 温翔(3) 福米中 DQ,FS1 3 231 石賀 小次郎(2) 鳥取工高 DNS
ｷｼﾓﾄ ｼｭﾝ 鳥取 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳｶﾞ 鳥取

4 843 岸本 瞬 東部消防 DNS 9 142 森田 凌雅(3) 米子西高 DNS

9組 (風:-0.8) 10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
ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 鳥取 ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥取

1 6 59 佐川 竜斗(3) 鳥取城北高 11.00 q 1 7 3820 坂田 育斗(2) 日本体育大 11.22 q
ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 鳥取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取

2 7 665 竹林 孝之 鳥取AS 11.68 2 6 91 谷口 綾一(2) 八頭高 11.32 q
ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ 鳥取 ｵｸﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

3 4 3822 塩川 圭吾(2) 日本体育大 11.77 3 3 68 奥谷 俊介(1) 鳥取城北高 11.53 q
ﾆｼ ｺｳｷ 鳥取 ﾖｼﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 鳥取

4 9 832 西 紘輝 鳥取陸協 12.11 4 5 266 吉田 怜治(1) 鳥取西高 12.04
ﾊｾ ﾘｮｳﾀ 鳥取 ｲｹﾌﾞﾁ ｶﾅﾀ 鳥取

5 3 258 長谷 亮汰(2) 鳥取商高 12.33 5 9 264 池淵 叶泰(1) 米子北斗高 12.22
ｼﾊﾞﾀ ｾｲﾄ 鳥取 ﾐﾉｳﾗ ﾊﾔﾄ 鳥取

6 1 298 柴田 聖斗(1) 倉吉総産高 12.57 6 8 26 箕浦 颯人(2) 米子工高 12.64
ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 鳥取 ﾌｸﾀ ｼｭｳｺﾞ 鳥　取

7 8 401 河本 翔太(3) 倉吉西中 12.86 7 2 320 福田　柊吾(2) 倉吉農高 14.15
ｵｸﾑﾗ ﾕｳｽｹ 鳥取 ﾏﾂｶﾜ ﾕｳｼﾞ 鳥取

8 2 305 奥村 悠介(1) 倉吉西高 12.93 4 268 松川 祐士(1) 鳥取商高 DNS
ﾔﾅｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ 鳥取

5 79 柳川 大和(2) 米子東高 DNS

11組 (風:-0.4) 12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
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 鳥取 ｷﾊﾗ ｿｳﾀ 鳥取

1 5 655 山口 大凱(3) 鳥大附中 11.14 q 1 6 30 木原 颯太(3) 鳥取城北高 11.30 q
ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾔ 鳥取 ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻｷ 鳥取

2 4 290 増田 貴也(2) 鳥取東高 11.48 q 2 4 31278 北島 昌樹(3) 筑波大 11.42 q
ｶﾒｵ ﾀｲﾁ 鳥取 ｻｶﾀ ｼｮｳ 鳥取

3 8 150 亀尾 太智(3) 米子西高 11.59 q 3 7 196 坂田 匠(3) 倉吉北高 11.52 q
ﾓﾄｾ ﾏｻｶｽﾞ 鳥取 ナカムラ カイチ 鳥取

4 9 17 元妹 聖多(3) 福米中 12.06 4 5 929 中村 開知 鳥取パラ陸協 11.68
ﾀﾈﾊﾗ ﾄﾓｷ 鳥取 ｷｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 鳥取

5 2 251 種原 朋樹(3) 米子工高 12.37 5 9 701 岸田 和真(3) 鳥取南中 12.10
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 鳥取 ｱﾘﾓﾄ ｿｳﾔ 鳥取

6 3 69 中村 太神(1) 鳥取城北高 12.45 6 2 191 有本 蒼矢(1) 倉吉総産高 12.20
ｵｶｲ ﾖｳﾍｲ 鳥取 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 鳥取

6 672 岡井 陽平 鳥取AS DNS 7 8 292 松本 和明(2) 鳥取東高 12.63
ﾌｸﾀ ﾘｮｳ 鳥取 ﾀｶﾀ ｺｳﾖｳ 鳥取

7 86 福田 涼(3) 八頭高 DNS 8 3 868 高田 洸洋(1) ＫＹ鳥取 14.01

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート
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予　選　13組0着＋24

13組 (風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 鳥取

1 6 136 上田 嵩矢(1) 鳥取育英高 11.22 q
ｲｹﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 鳥取

2 4 219 池田 奎太郎(1) 境高 11.81
ﾄﾔ ﾕｳｷ 兵庫

3 9 61348 鳥谷 祐希(4) 神戸医療福祉大 12.12
ﾐﾀﾆ ﾖｼﾌﾐ 鳥取

4 7 853 三谷 佳史 東部消防 12.22
ｺﾀﾆ ｺｳﾍｲ 鳥取

5 3 55 小谷 光平(1) 鳥取城北高 12.24
ﾌｸｲ ｺｳﾀﾛｳ 鳥取

6 8 400 福井 虹太郎(3) 倉吉西中 12.24
ｷﾓﾄ  ﾘｮｳｽｹ 鳥取

7 2 230 木本 亮祐(2) 鳥取工高 12.33
ｱｲｵｲ ｱﾂﾐ 鳥取

5 178 相生 敦海(2) 倉吉東高 DNS

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:+1.8) 2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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｸﾀﾞ ｱｲﾄ 鳥取 ｲﾉｳｴ  ﾐｽﾞｷ 鳥取

1 6 126 奥田 愛斗(2) 鳥取育英高 10.80 Q 1 6 135 井上 瑞葵(1) 鳥取育英高 10.77 Q
ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥取 ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 鳥取

2 5 3820 坂田 育斗(2) 日本体育大 10.92 Q 2 4 59 佐川 竜斗(3) 鳥取城北高 10.84 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 鳥取 ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取

3 7 655 山口 大凱(3) 鳥大附中 10.97 q 3 7 670 前畑 良一 鳥取AS 11.08 q
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取 ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ 鳥取

4 4 91 谷口 綾一(2) 八頭高 11.23 4 8 38 廣瀬 歩真(2) 鳥取城北高 11.12
ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭｳ 鳥取 ｷﾊﾗ ｿｳﾀ 鳥取

5 3 19 石飛 秀(2) 境高 11.25 5 5 30 木原 颯太(3) 鳥取城北高 11.17
ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ 鳥取 ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾄ 鳥取

6 8 37 下村 翔太(2) 鳥取城北高 11.31 6 9 92 西山 夏都(2) 八頭高 11.24
ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾔ 鳥取 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ 鳥取

7 9 290 増田 貴也(2) 鳥取東高 11.33 7 2 175 河本 優太(2) 倉吉東高 11.31
ﾅｶﾞﾐ ﾀﾂｷ 鳥取 ｵｸﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

8 2 259 長見 達樹(3) 鳥取商高 11.35 8 3 68 奥谷 俊介(1) 鳥取城北高 11.40

3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
ﾖﾈｲ ｹﾝﾄ 鳥取

1 4 31100 米井 健人(4) 明治大 10.54 Q
ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥取

2 7 49 福庭 陽成(2) 鳥取城北高 10.88 Q
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 鳥取

3 6 93 山本 涼雅(2) 八頭高 11.11
ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂｼ 鳥取

4 8 39 宮本 温志(2) 鳥取城北高 11.11
ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻｷ 鳥取

5 9 31278 北島 昌樹(3) 筑波大 11.14
ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 鳥取

6 5 136 上田 嵩矢(1) 鳥取育英高 11.17
ｶﾒｵ ﾀｲﾁ 鳥取

7 2 150 亀尾 太智(3) 米子西高 11.32
ｻｶﾀ ｼｮｳ 鳥取

8 3 196 坂田 匠(3) 倉吉北高 11.36

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート



男子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月12日 10:55 予　選
県記録(TR)              10.25     福長　正彦(東京学芸大)                00.5.27 5月12日 13:25 準決勝
大会記録(GR)            10.3      清水　禎宏(島根県教委)                1984 5月12日 14:25 決　勝

決　勝　

(風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖﾈｲ ｹﾝﾄ 鳥取

1 6 31100 米井 健人(4) 明治大 10.66
ｲﾉｳｴ  ﾐｽﾞｷ 鳥取

2 5 135 井上 瑞葵(1) 鳥取育英高 10.89
ｵｸﾀﾞ ｱｲﾄ 鳥取

3 7 126 奥田 愛斗(2) 鳥取育英高 10.91
ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥取

4 9 3820 坂田 育斗(2) 日本体育大 10.93
ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 鳥取

5 4 59 佐川 竜斗(3) 鳥取城北高 10.94
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 鳥取

6 2 655 山口 大凱(3) 鳥大附中 11.11
ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥取

7 8 49 福庭 陽成(2) 鳥取城北高 11.14
ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取

8 3 670 前畑 良一 鳥取AS 11.32

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート



男子200m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月13日 10:00 予　選
県記録(TR)              20.57     福長　正彦(東京学芸大)                00.9.9 5月13日 12:00 準決勝
大会記録(GR)            20.9      伊東　浩司(富士通)                    1993 5月13日 14:30 決　勝

予　選　8組0着＋24

1組 (風:0.0) 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
ｷﾊﾗ ｿｳﾀ 鳥取 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 鳥取

1 6 30 木原 颯太(3) 鳥取城北高 23.36 q 1 7 655 山口 大凱(3) 鳥大附中 23.02 q
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 鳥取

2 4 91 谷口 綾一(2) 八頭高 23.63 q 2 5 93 山本 涼雅(2) 八頭高 23.30 q
ｱﾗｷ ｼｮｳ 鳥取 ﾅｶﾞﾐ ﾀﾂｷ 鳥取

3 5 21 荒木 翔(3) 境高 23.84 q 3 4 259 長見 達樹(3) 鳥取商高 23.60 q
ｷｭｳﾌﾞﾝ ﾀｸﾐ 鳥取 ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾔ 鳥取

4 7 156 久文 拓海(2) 米子北高 24.75 4 2 48 下村 聖也(1) 鳥取城北高 24.56
ｱｵｴ ﾔｽﾀｶ 鳥取 ｲﾜｻｷ ﾖｳ 鳥取

5 3 660 青江 康貴 鳥取AS 24.81 5 3 80 岩﨑 陽(2) 米子東高 24.81
ﾔﾏﾈ ｹｲｺﾞ 鳥取 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾐ 鳥取

6 2 217 山根 啓吾(2) 岩美高 28.52 6 9 158 野村 拓海(3) 米子北高 24.94
ｲｼｶﾞ ｺｼﾞﾛｳ 鳥取 ｷﾓﾄ  ﾘｮｳｽｹ 鳥取

8 231 石賀 小次郎(2) 鳥取工高 DNS 7 8 230 木本 亮祐(2) 鳥取工高 25.72
ﾏﾂｶﾜ ﾕｳｼﾞ 鳥取 ｵｸﾀﾞ ｱｲﾄ 鳥取

9 268 松川 祐士(1) 鳥取商高 DNS 6 126 奥田 愛斗(2) 鳥取育英高 DNS

3組 (風:0.0) 4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
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 鳥取 ｲﾉｳｴ  ﾐｽﾞｷ 鳥取

1 5 831 西澤 真徳 鳥取陸協 23.38 q 1 7 135 井上 瑞葵(1) 鳥取育英高 22.84 q
ｼﾐｽﾞ ｶｲﾄ 鳥取 ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ 鳥取

2 2 127 清水 海斗(2) 鳥取育英高 23.54 q 2 4 38 廣瀬 歩真(2) 鳥取城北高 23.21 q
ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾔ 鳥取 ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭｳ 鳥取

3 6 290 増田 貴也(2) 鳥取東高 23.62 q 3 5 19 石飛 秀(2) 境高 23.43 q
ﾓﾘﾔｽ ﾕｳｷ 鳥取 ﾀﾑﾗ ﾖｼｷ 鳥取

4 9 149 森安 優輝(2) 米子西高 24.27 4 9 228 田村 嘉章(3) 鳥取工高 24.35
ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂｼ 鳥取 ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳ 鳥取

5 4 39 宮本 温志(2) 鳥取城北高 24.36 5 8 143 中島 亮(3) 米子西高 25.18
ﾔﾏﾈ ｺｳﾀﾞｲ 鳥取 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取

6 8 226 山根 広大(3) 鳥取工高 28.12 6 2 206 藤井 大輔(3) 岩美高 25.40
ﾌｸﾀ ｼｭｳｺﾞ 鳥　取 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 鳥取

7 3 320 福田　柊吾(2) 倉吉農高 29.62 3 274 吉多 真吾(3) 鳥取東高 DNS
ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾄ 鳥取 ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 鳥取

7 92 西山 夏都(2) 八頭高 DNS 6 655 徳本 和訓 鳥取AS DNS

5組 (風:-1.6) 6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
ｶﾄｳ  ｹﾝｿﾞｳ 鳥取 ﾅｶﾆｼ ﾀﾛｳ 鳥取

1 7 31286 加藤　 研三(4) 筑波大 22.96 q 1 7 246 中西 太朗(3) 鳥取西高 23.39 q
ｱｵｷ ｹｲﾀ 鳥取 ｵｶｲ ﾖｳﾍｲ 鳥取

2 4 275 青木 啓太(3) 鳥取東高 23.33 q 2 4 672 岡井 陽平 鳥取AS 23.59 q
ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥取 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 鳥取

3 5 49 福庭 陽成(2) 鳥取城北高 23.52 q 3 3 136 上田 嵩矢(1) 鳥取育英高 23.90 q
ｳﾗﾔﾏ ｾｲｼﾞ 鳥取 ﾏﾂｳﾗ ｹﾝｺﾞ 鳥取

4 6 75 浦山 誠二(2) 米子東高 23.91 q 2 898 松浦 憲吾 鳥取陸協 DNS
ﾀﾆﾓﾄ ｷｲﾁ 鳥取 ﾖﾈﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥取

5 3 177 谷本 葵一(2) 倉吉東高 24.60 5 174 米田  恭平(2) 倉吉東高 DNS
ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥取 ｸﾛｻﾜ ｶｵﾙ 鳥取

6 2 269 河本 和樹(1) 鳥取商高 25.43 6 74 黒澤 薫史(3) 米子東高 DNS
ﾉﾑﾗ ﾏｺﾄ 鳥取 ﾐｶﾓ ﾀﾞｲﾁ 鳥取

7 9 220 野村 諒(1) 境高 25.85 8 154 三鴨 大地(3) 米子北高 DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾀｶﾄ 鳥取

8 8 317 中村　浩幸(2) 倉吉農高 26.34 9 265 田中 崇登(1) 米子北斗高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子200m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月13日 10:00 予　選
県記録(TR)              20.57     福長　正彦(東京学芸大)                00.9.9 5月13日 12:00 準決勝
大会記録(GR)            20.9      伊東　浩司(富士通)                    1993 5月13日 14:30 決　勝

予　選　8組0着＋24

7組 (風:-1.2) 8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 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 ヒロタ マサタカ 鳥取

1 5 59 佐川 竜斗(3) 鳥取城北高 23.59 q 1 4 1418 廣田 将孝(M２) 大東大大学院 22.29 q
ﾊﾀﾔﾏ ﾕｲﾄ 鳥取 ｵｵﾐﾈ ﾀｶﾄｼ 鳥取

2 2 185 畠山 由渡(3) 倉吉総産高 23.86 q 2 7 78 大峯 敬俊(2) 米子東高 23.47 q
ｼﾐｽﾞ ｾｲﾙ 鳥取 ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ 鳥取

3 8 253 清水 星瑠(3) 鳥取商高 24.55 3 6 37 下村 翔太(2) 鳥取城北高 23.87 q
ﾀｶｶﾞｷ ﾘｸ 鳥取 ﾏｴﾀ ｷｲﾁﾛｳ 鳥取

4 9 225 髙垣 來空(2) 鳥取工高 24.72 4 5 224 前田 貴一郎(3) 鳥取工高 24.19
ｻｶﾀ ｼｮｳ 鳥取 ｳﾗｶﾜ ﾘｮｳｴｲ 鳥取

5 6 196 坂田 匠(3) 倉吉北高 24.78 5 9 263 浦川 凌英(2) 米子北斗高 28.22
ｼﾓﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 鳥取 ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀ 鳥取

6 3 215 下田 隆二(2) 岩美高 24.94 3 184 大嶋 健太(2) 倉吉東高 DNS
ﾏｴﾀ ｹﾝﾀﾛｳ ｳｽｲ ﾕｳｷ 鳥取

4 239 前田 健太朗(3) 鳥取西高 DNS 8 90 臼井 優稀(2) 八頭高 DNS
ｲﾁﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 鳥取

7 183 市村 知弘(2) 倉吉東高 DNS

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-0.7) 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
ヒロタ マサタカ 鳥取 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 鳥取

1 4 1418 廣田 将孝(M２) 大東大大学院 21.82 Q 1 6 655 山口 大凱(3) 鳥大附中 22.50 Q
ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥取 ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 鳥取

2 9 49 福庭 陽成(2) 鳥取城北高 22.85 Q 2 8 59 佐川 竜斗(3) 鳥取城北高 22.57 Q
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 鳥取 ｶﾄｳ  ｹﾝｿﾞｳ 鳥取

3 7 93 山本 涼雅(2) 八頭高 23.09 3 5 31286 加藤　 研三(4) 筑波大 22.72 q
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 鳥取

4 3 91 谷口 綾一(2) 八頭高 23.12 4 4 831 西澤 真徳 鳥取陸協 23.03 q
ｱｵｷ ｹｲﾀ 鳥取 ﾅｶﾆｼ ﾀﾛｳ 鳥取

5 5 275 青木 啓太(3) 鳥取東高 23.17 5 7 246 中西 太朗(3) 鳥取西高 23.32
ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾔ 鳥取 ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ 鳥取

6 8 290 増田 貴也(2) 鳥取東高 23.21 6 2 37 下村 翔太(2) 鳥取城北高 23.47
ｵｵﾐﾈ ﾀｶﾄｼ 鳥取 ﾊﾀﾔﾏ ﾕｲﾄ 鳥取

7 6 78 大峯 敬俊(2) 米子東高 23.21 7 3 185 畠山 由渡(3) 倉吉総産高 23.55
ｳﾗﾔﾏ ｾｲｼﾞ 鳥取 ｵｶｲ ﾖｳﾍｲ 鳥取

8 2 75 浦山 誠二(2) 米子東高 23.75 9 672 岡井 陽平 鳥取AS DNS

3組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ 鳥取

1 7 38 廣瀬 歩真(2) 鳥取城北高 23.03 Q
ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭｳ 鳥取

2 6 19 石飛 秀(2) 境高 23.11 Q
ｷﾊﾗ ｿｳﾀ 鳥取

3 5 30 木原 颯太(3) 鳥取城北高 23.23
ｼﾐｽﾞ ｶｲﾄ 鳥取

4 8 127 清水 海斗(2) 鳥取育英高 23.25
ｱﾗｷ ｼｮｳ 鳥取

5 2 21 荒木 翔(3) 境高 23.74
ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 鳥取

3 136 上田 嵩矢(1) 鳥取育英高 DNS
ｲﾉｳｴ  ﾐｽﾞｷ 鳥取

4 135 井上 瑞葵(1) 鳥取育英高 DNS
ﾅｶﾞﾐ ﾀﾂｷ 鳥取

9 259 長見 達樹(3) 鳥取商高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子200m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月13日 10:00 予　選
県記録(TR)              20.57     福長　正彦(東京学芸大)                00.9.9 5月13日 12:00 準決勝
大会記録(GR)            20.9      伊東　浩司(富士通)                    1993 5月13日 14:30 決　勝

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
ヒロタ マサタカ 鳥取

1 7 1418 廣田 将孝(M２) 大東大大学院 21.60
ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 鳥取

2 6 59 佐川 竜斗(3) 鳥取城北高 22.44
ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥取

3 9 49 福庭 陽成(2) 鳥取城北高 22.52
ｶﾄｳ  ｹﾝｿﾞｳ 鳥取

4 2 31286 加藤　 研三(4) 筑波大 22.66
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 鳥取

5 4 655 山口 大凱(3) 鳥大附中 22.83
ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ 鳥取

6 5 38 廣瀬 歩真(2) 鳥取城北高 22.89
ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭｳ 鳥取

7 8 19 石飛 秀(2) 境高 22.98
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 鳥取

3 831 西澤 真徳 鳥取陸協 DNS

凡例  DNS:欠場



男子400m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              46.42     北山　慎一(中京大)                    09.5.3 5月12日 12:00 予　選
大会記録(GR)            48.24     下田　将(明治大)                      2014 5月12日 13:50 決　勝

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

ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取 ｵｵﾓﾘ ﾄﾓﾔ 鳥取

1 7 238 小倉 大貴(3) 鳥取西高 49.42 q 1 6 32 大森 誠也(3) 鳥取城北高 53.51
ﾏﾂｳﾗ ｹｲ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 鳥取

2 4 18 松浦 慧(2) 境高 50.33 q 2 8 222 足立 龍之介(1) 境高 54.00
ｶﾄｳ ｶｲﾄ 鳥取 ｳｴﾉ ﾚｵ 鳥取

3 6 138 加藤 快(1) 鳥取育英高 53.34 3 3 125 上野 礼生(2) 鳥取育英高 54.63
ﾀｶﾀ ﾘｭｳ 鳥取 ﾏｴﾀ ｷｲﾁﾛｳ 鳥取

4 5 71 高田 龍(2) 鳥取城北高 54.46 4 9 224 前田 貴一郎(3) 鳥取工高 55.78
ﾉﾑﾗ ﾀｸﾐ 鳥取 ｵﾝﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 鳥取

5 8 158 野村 拓海(3) 米子北高 55.77 5 7 157 恩部 義弘(3) 米子北高 57.24
ｼｼﾄﾞ ﾄﾓﾉﾘ 鳥取 ﾏｴﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

6 3 271 宍戸 友則(2) 倉吉総産高 59.43 4 239 前田 健太朗(3) 鳥取西高 DNS
ｲｼｶﾞ ｺｼﾞﾛｳ 鳥取 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 鳥取

2 231 石賀 小次郎(2) 鳥取工高 DNS 5 274 吉多 真吾(3) 鳥取東高 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

イクタ マサキ ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 鳥取

1 4 81272 生田 将己(2) 九州共立大 50.91 q 1 6 182 山下 嘉幾(3) 倉吉東高 50.96 q
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 鳥取 ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ 鳥取

2 5 159 西村 大樹(3) 米子高専 51.03 q 2 4 661 山脇 竜徳 鳥取AS 51.86 q
ｱﾀﾞﾁ  ﾘｭｳﾉｽｹ 鳥取 ｵｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 鳥取

3 7 119 足立 龍之介(3) 鳥取育英高 52.00 3 7 936 岡村 康平(5) 米子高専 52.90
ﾆｼﾓﾄ ﾚﾝ 鳥取 ﾀﾑﾗ ﾖｼｷ 鳥取

4 8 702 西本 蓮(3) 鳥取南中 56.80 4 5 228 田村 嘉章(3) 鳥取工高 53.58
ﾅｶﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 鳥取 ﾀｸﾜ ﾅｵﾕｷ 鳥取

5 3 205 中西 翼(2) 岩美高 57.45 5 8 77 宅和 尚之(2) 米子東高 55.60
ｷﾓﾄ  ﾘｮｳｽｹ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝﾔ 鳥取

6 9 230 木本 亮祐(2) 鳥取工高 59.33 6 3 863 中村 蓮哉(3) 智頭中 56.52
ｳｴﾉ ﾌﾐﾔ 鳥取 ｻｻｷ ﾕｳｼ 鳥取

2 257 上野 文也(2) 鳥取商高 DNS 7 9 223 佐々木 佑士(1) 境高 58.11
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 鳥取 ｲﾜﾓﾄ ｺｽﾓ 鳥取

6 241 田中 悠暉(2) 鳥取西高 DNS 2 270 岩本 輝星(2) 倉吉総産高 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

ｱﾗｷ ｼｮｳ 鳥取 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｹﾙ 鳥取

1 4 21 荒木 翔(3) 境高 50.75 q 1 7 664 谷口 飛翔 鳥取AS 51.78 q
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 鳥取 ｱｵﾄ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 鳥取

2 5 82 山本 航輝(3) 米子東高 51.99 2 4 935 青戸 淳之介(5) 米子高専 53.24
ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 鳥取

3 6 186 松本 隼(3) 倉吉総産高 52.56 3 3 176 小林 凌也(2) 倉吉東高 54.54
ｲｼﾀﾞ  ｶｽﾞｷ 鳥取 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ 鳥取

4 7 120 石田 和喜(3) 鳥取育英高 54.01 4 6 87 井上 裕人(3) 八頭高 55.01
ﾌｸｲ ｺｳﾀﾛｳ 鳥取 ｼﾐｽﾞ ｾｲﾙ 鳥取

5 9 400 福井 虹太郎(3) 倉吉西中 57.42 5 5 253 清水 星瑠(3) 鳥取商高 56.25
ﾀｶｶﾞｷ ﾘｸ 鳥取 ﾐｶﾓ ﾀﾞｲﾁ 鳥取

6 3 225 髙垣 來空(2) 鳥取工高 58.43 6 8 154 三鴨 大地(3) 米子北高 56.34
ﾔﾏﾈ ｹｲｺﾞ 鳥取 ﾔﾏﾈ ｺｳﾀﾞｲ 鳥取

2 217 山根 啓吾(2) 岩美高 DNS 7 9 226 山根 広大(3) 鳥取工高 1:03.52
ﾓﾘﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 鳥取

8 94 森本 龍ノ介(2) 八頭高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子400m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              46.42     北山　慎一(中京大)                    09.5.3 5月12日 12:00 予　選
大会記録(GR)            48.24     下田　将(明治大)                      2014 5月12日 13:50 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取

1 6 238 小倉 大貴(3) 鳥取西高 49.15
ﾏﾂｳﾗ ｹｲ 鳥取

2 5 18 松浦 慧(2) 境高 50.49
ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 鳥取

3 8 182 山下 嘉幾(3) 倉吉東高 50.90
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 鳥取

4 9 159 西村 大樹(3) 米子高専 51.59
ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｹﾙ 鳥取

5 3 664 谷口 飛翔 鳥取AS 51.68
ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ 鳥取

6 2 661 山脇 竜徳 鳥取AS 52.27
イクタ マサキ

7 4 81272 生田 将己(2) 九州共立大 52.69
ｱﾗｷ ｼｮｳ 鳥取

8 7 21 荒木 翔(3) 境高 53.23

凡例  DNS:欠場



男子800m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              1:49.75   常田　昌司(筑波大)                    97.10.3 5月13日 11:05 予　選
大会記録(GR)            1:53.35   田村　大輔(自衛隊体育学校)            2012 5月13日 14:50 決　勝

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

イカワ リョウ 鳥取 ﾅｶｲ ｹｲﾀ 鳥取

1 5 683 居川 凌(25) TAPｓ 2:01.04 q 1 6 62 中井 啓太(3) 鳥取城北高 1:55.72 q
ｵｶﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ ﾚﾝﾔ 鳥取

2 4 663 岡部 大樹 鳥取AS 2:01.06 q 2 4 165 足立 連也(3) 米子高専 2:00.77 q
ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾋﾞｷ 鳥取 ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 鳥取

3 6 52 別所 響(1) 鳥取城北高 2:03.30 3 5 244 安田 翔太(2) 鳥取西高 2:01.31 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 鳥取 ﾅﾐｶﾜ ﾕｳﾀ 鳥取

4 9 176 小林 凌也(2) 倉吉東高 2:04.05 4 2 285 並河 秀太(2) 鳥取東高 2:02.66
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 鳥取 ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ 鳥取

5 7 922 小林 蒼空(2) 八頭中 2:05.38 5 7 661 山脇 竜徳 鳥取AS 2:02.71
ﾏｴﾀ ｼﾝﾏ 鳥取 ﾏﾂｵ ｶｽﾞｷ 鳥取

6 1 705 前田 真良(3) 鳥取南中 2:08.94 6 8 203 松尾 一輝(3) 鳥取敬愛高 2:06.14
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取 ﾊｼﾀﾞ ﾏｵ 鳥取

7 3 103 中村 大毅(2) 八頭高 2:09.07 3 227 橋田 真生(3) 鳥取工高 DNS
ｱﾗｲ ﾕｳｷ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 鳥取

8 8 293 荒井 裕己(2) 鳥取東高 2:09.26 9 254 中村 亮太(3) 鳥取商高 DNS
ｻﾜ ﾕｳｷ 鳥取

9 2 213 澤 優輝(2) 岩美高 2:17.61

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

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 兵庫 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｸﾐ 鳥取

1 5 7390 小林 毅司 但馬AC 2:01.16 q 1 7 111 小林 匠(2) 鳥取育英高 1:59.79 q
ｵｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ 鳥取 ﾅｶｼﾏ ｺｳｷ 鳥取

2 2 897 岡本 渉 鳥取陸協 2:01.42 2 5 97 中島 滉貴(3) 八頭高 1:59.80 q
ﾜｷﾀ ﾘｷ 鳥取 ﾖﾈｵｶ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

3 7 42 脇田 力(2) 鳥取城北高 2:01.74 3 6 277 米岡 駿裕(3) 鳥取東高 2:03.45
ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 鳥取 ｻﾀﾞﾂﾈ ｿｳﾀ 鳥取

4 6 906 竹内 駿介(3) 八頭中 2:04.86 4 4 181 定常 颯太(3) 倉吉東高 2:05.14
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 鳥取 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀ 鳥取

5 8 260 小林 練(3) 鳥取商高 2:09.94 5 9 29 村上 巧多(3) 鳥取城北高 2:05.60
ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 鳥取 ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝﾀﾛ 鳥取

6 3 307 石田 光希(1) 倉吉西高 2:12.28 6 8 662 山﨑 隼太郎 鳥取AS 2:08.07
ﾕｶﾜ  ﾚﾉ 鳥取 ﾏﾂｳﾗ ﾘｷﾋｺ 鳥取

7 4 761 湯川 玲之(3) 湖東中 2:13.42 7 3 85 松浦 力彦(3) 米子東高 2:20.42
ｲｼｻﾞｶ ﾕｳﾏ 鳥取 ﾔﾏｼﾀ ﾌﾐﾔ 鳥取

1 179 石坂 悠真(2) 倉吉東高 DNS 8 2 209 山下 史弥(3) 岩美高 2:20.68
ｷﾀｵ  ﾌｳﾏ 鳥取

9 117 北尾 風馬(1) 鳥取育英高 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶｲ ｹｲﾀ 鳥取

1 4 62 中井 啓太(3) 鳥取城北高 1:56.40
ﾅｶｼﾏ ｺｳｷ 鳥取

2 6 97 中島 滉貴(3) 八頭高 1:57.17
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 兵庫

3 2 7390 小林 毅司 但馬AC 1:59.90
ｵｶﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 鳥取

4 8 663 岡部 大樹 鳥取AS 2:01.05
イカワ リョウ 鳥取

5 9 683 居川 凌(25) TAPｓ 2:02.81
ｱﾀﾞﾁ ﾚﾝﾔ 鳥取

6 7 165 足立 連也(3) 米子高専 2:02.97
ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 鳥取

7 3 244 安田 翔太(2) 鳥取西高 2:06.95
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｸﾐ 鳥取

5 111 小林 匠(2) 鳥取育英高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子800m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              1:49.75   常田　昌司(筑波大)                    97.10.3 5月13日 11:05 予　選
大会記録(GR)            1:53.35   田村　大輔(自衛隊体育学校)            2012 5月13日 14:50 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

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

予　選　4組

決　勝

凡例  DNS:欠場



男子1500m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              3:41.39   田子　康宏(立命館大)                  05.6.4 5月12日 12:50 予　選
大会記録(GR)            3:53.7    北中　純一(東伯中教)                  1978 5月12日 16:05 決　勝

予　選　3組4着＋4

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

ﾅｶｲ ｹｲﾀ 鳥取 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 鳥取

1 14 62 中井 啓太(3) 鳥取城北高 4:00.32 Q 1 13 71677 岡本 洋樹(4) 広島経済大 4:19.43 Q
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 鳥取 ﾜｷﾀ ﾘｷ 鳥取

2 4 98 西川 雄貴(3) 八頭高 4:02.43 Q 2 11 42 脇田 力(2) 鳥取城北高 4:19.63 Q
ﾅｶｼﾏ ｺｳｷ 鳥取 ﾐｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ 鳥取

3 7 97 中島 滉貴(3) 八頭高 4:07.62 Q 3 4 276 三浦 智紘(3) 鳥取東高 4:20.38 Q
イカワ リョウ 鳥取 ｻﾀﾞﾂﾈ ｿｳﾀ 鳥取

4 15 683 居川 凌(25) TAPｓ 4:09.79 Q 4 3 181 定常 颯太(3) 倉吉東高 4:20.68 Q
ｺｸﾏｲ ﾕｳｽｹ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 鳥取

5 12 703 國米 裕介 鳥取銀行 4:10.67 q 5 5 922 小林 蒼空(2) 八頭中 4:21.48 q
ｼﾉﾌﾞ ﾀｲｷ 鳥取 ﾆｼﾀﾆ ｶﾞｲ

6 11 908 信夫 大輝(3) 八頭中 4:11.41 q 6 8 27 西谷 凱(2) 福米中 4:24.26
ｷﾀﾜｷ ﾋﾃﾞﾄ 鳥取 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 鳥取

7 8 278 北脇 秀人(3) 鳥取東高 4:13.37 q 7 6 864 渡辺 陽翔(2) ＫＹ鳥取 4:26.14
ｲｼｻﾞｶ ﾕｳﾏ 鳥取 ﾜﾀｴ ﾄﾓﾔ 鳥取

8 10 179 石坂 悠真(2) 倉吉東高 4:22.02 8 2 104 渡繪 智哉(2) 八頭高 4:30.01
ﾉｸﾞﾁ ﾏｷﾄ 鳥取 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 鳥取

9 2 2 野口 槙斗(2) 米子松蔭高 4:22.19 9 15 144 佐々木 湧丈(2) 米子西高 4:32.58
ﾏｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 鳥取 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 鳥取

10 9 83 真島 昂平(3) 米子東高 4:33.10 10 16 229 竹内 夢翔(2) 鳥取工高 4:32.94
ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｲｷ 鳥取 ﾋﾛｴ ｼｭﾝ 鳥取

11 16 869 東田 大輝(1) ＫＹ鳥取 4:47.34 11 10 262 廣江 駿(3) 米子北斗高 4:53.03
ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 鳥取 ﾏﾂｳﾗ ﾘｷﾋｺ 鳥取

12 3 147 河本 大輝(2) 米子西高 4:48.19 12 14 85 松浦 力彦(3) 米子東高 5:08.61
ﾔﾏｼﾀ ﾌﾐﾔ 鳥取 ｲｼｲ ﾄﾓﾔ 鳥取

13 1 209 山下 史弥(3) 岩美高 4:53.62 1 27 石井 智也(2) 米子工高 DNS
ﾊｼﾀﾞ ﾏｵ 鳥取 ｲｿｶﾞﾐ  ﾏｻﾔ 鳥取

14 6 227 橋田 真生(3) 鳥取工高 5:02.93 7 110 磯上 麻沙也(2) 鳥取育英高 DNS
ﾔﾉ ﾋﾛｷ ｻﾜ ﾕｳｷ 鳥取

15 5 26 矢野 大貴(2) 福米中 5:18.82 9 213 澤 優輝(2) 岩美高 DNS
ﾊﾏﾉ ﾜﾀﾙ 鳥取 ｲﾘｴ ｶｲﾄ 鳥取

13 41 濱野 航(2) 鳥取城北高 DNS 12 10 入江 海斗(2) 米子松蔭高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子1500m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              3:41.39   田子　康宏(立命館大)                  05.6.4 5月12日 12:50 予　選
大会記録(GR)            3:53.7    北中　純一(東伯中教)                  1978 5月12日 16:05 決　勝

予　選　3組4着＋4

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ

1 16 1921 阿部　巧(4) 流通経済大 4:22.76 Q
ミヤモト ケンタロウ

2 3 71675 宮本 健太郎(4) 広島経済大 4:22.96 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取

3 7 103 中村 大毅(2) 八頭高 4:23.38 Q
ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 鳥取

4 2 72 田辺 恒大(2) 鳥取城北高 4:24.85 Q
ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

5 12 906 竹内 駿介(3) 八頭中 4:25.25
ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 鳥取

6 14 847 田中 秀和 東部消防 4:25.48
ﾏｴﾀﾞ ｹｲｲﾁ 鳥取

7 6 954 前田 恵一 布勢AC 4:28.95
オカノ ダイチ 鳥取

8 10 928 岡野 大地 鳥取パラ陸協 4:32.88
ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 鳥取

9 13 281 坂本 悠太(2) 鳥取東高 4:43.28
ﾓｳﾘ ﾀｲﾁ 鳥取

10 15 207 毛利 太一(3) 岩美高 4:53.42
ﾀﾆ ｶｽﾞｷ 鳥取

11 4 921 谷 和輝(1) ＫＹ鳥取 4:58.45
ｽｷﾞﾓﾄ ﾚｲ 鳥取

12 5 918 杉本 玲(1) ＫＹ鳥取 4:59.84
ﾄﾏﾂ ﾏﾅﾄ 鳥取

13 11 870 戸松 愛翔(1) ＫＹ鳥取 5:07.95
ﾀｹﾓﾄ ｹｲｺﾞ 鳥取

14 9 917 竹本 圭吾(2) ＫＹ鳥取 5:15.56
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｷ 鳥取

1 22 山田 翔輝(3) 福米中 DNS
ﾊﾗ ｵｳｽｹ 鳥取

8 920 原 央祐(1) ＫＹ鳥取 DNS

凡例  DNS:欠場



男子1500m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              3:41.39   田子　康宏(立命館大)                  05.6.4 5月12日 12:50 予　選
大会記録(GR)            3:53.7    北中　純一(東伯中教)                  1978 5月12日 16:05 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶｲ ｹｲﾀ 鳥取

1 8 62 中井 啓太(3) 鳥取城北高 4:02.14
ﾅｶｼﾏ ｺｳｷ 鳥取

2 1 97 中島 滉貴(3) 八頭高 4:03.32
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 鳥取

3 16 98 西川 雄貴(3) 八頭高 4:03.45
ミヤモト ケンタロウ

4 3 71675 宮本 健太郎(4) 広島経済大 4:05.60
ｼﾉﾌﾞ ﾀｲｷ 鳥取

5 7 908 信夫 大輝(3) 八頭中 4:07.36
ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ

6 14 1921 阿部　巧(4) 流通経済大 4:08.16
イカワ リョウ 鳥取

7 15 683 居川 凌(25) TAPｓ 4:09.13
ﾐｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ 鳥取

8 12 276 三浦 智紘(3) 鳥取東高 4:09.38
ｺｸﾏｲ ﾕｳｽｹ 鳥取

9 5 703 國米 裕介 鳥取銀行 4:11.00
ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 鳥取

10 11 72 田辺 恒大(2) 鳥取城北高 4:15.48
ｷﾀﾜｷ ﾋﾃﾞﾄ 鳥取

11 4 278 北脇 秀人(3) 鳥取東高 4:17.47
ﾜｷﾀ ﾘｷ 鳥取

12 9 42 脇田 力(2) 鳥取城北高 4:19.27
ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 鳥取

13 2 71677 岡本 洋樹(4) 広島経済大 4:20.63
ｻﾀﾞﾂﾈ ｿｳﾀ 鳥取

14 6 181 定常 颯太(3) 倉吉東高 4:28.18
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取

15 13 103 中村 大毅(2) 八頭高 4:28.20
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 鳥取

16 10 922 小林 蒼空(2) 八頭中 4:28.80

凡例  DNS:欠場



男子1500m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              3:41.39   田子　康宏(立命館大)                  05.6.4 5月12日 12:50 予　選
大会記録(GR)            3:53.7    北中　純一(東伯中教)                  1978 5月12日 16:05 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

ナンバー

記録

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

決　勝

凡例  DNS:欠場



男子5000m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              13:52.18  森本　卓司(神奈川大)                  09.4.18
大会記録(GR)            14:29.4   中原　大輔(由良育英高)                1992 5月13日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ﾀｹﾔﾏ ｱｻﾋ 鳥取 ｷﾊﾗ ｽﾊﾞﾙ 鳥取

1 11 61 竹山 朝陽(3) 鳥取城北高 15:03.89 1 2 95 木原 昴(3) 八頭高 15:33.08
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 鳥取 ﾐﾀﾆ ｺｳｼﾞ 鳥取

2 13 98 西川 雄貴(3) 八頭高 15:29.24 2 3 956 三谷 耕次 布勢AC 15:52.21
ｺｸﾏｲ ﾕｳｽｹ 鳥取 ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取

3 9 703 國米 裕介 鳥取銀行 15:32.56 3 18 31 山中 大介(3) 鳥取城北高 15:59.76
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｼﾝ 鳥取 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ 鳥取

4 15 9 山本 龍神(2) 米子松蔭高 15:34.21 4 10 12 野口 大悟(2) 米子松蔭高 16:19.63
ﾐｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ 鳥取 ﾕｸﾞﾘ ｹﾝﾀ 鳥取

5 7 276 三浦 智紘(3) 鳥取東高 15:44.35 5 4 34 湯栗 健太(3) 鳥取城北高 16:30.77
ﾀﾆｸﾞﾁ  ﾕｲﾄ 鳥取 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾄ 鳥取

6 8 112 谷口 唯翔(2) 鳥取育英高 15:49.58 6 8 279 山田 健人(2) 鳥取東高 16:42.69
ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取 ｶﾞﾓｳ ﾕｳﾏ

7 18 7 勝部 悠大(3) 米子松蔭高 15:49.77 7 6 153 蒲生 佑真(2) 境総合高 16:52.40
ﾅｶﾞｴ ﾀｶﾋﾛ 鳥取 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｱ 鳥取

8 1 8 永江 貴裕(3) 米子松蔭高 16:01.20 8 11 280 宮﨑 乃藍(2) 鳥取東高 16:53.59
ｷﾀﾜｷ ﾋﾃﾞﾄ 鳥取 ｳﾁﾀﾞ ﾘﾝｼｮｳ 鳥取

9 19 278 北脇 秀人(3) 鳥取東高 16:05.24 9 17 3 内田 琳翔(2) 米子松蔭高 17:03.19
オカノ ダイチ 鳥取 ﾏｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 鳥取

10 16 928 岡野 大地 鳥取パラ陸協 16:08.30 10 1 83 真島 昂平(3) 米子東高 17:08.81
ﾉｸﾞﾁ ﾏｷﾄ 鳥取 ﾅｶｲ ﾘｭｳﾏ 鳥取

11 14 2 野口 槙斗(2) 米子松蔭高 16:11.61 11 20 189 仲井 竜馬(3) 倉吉総産高 17:35.35
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 鳥取 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 鳥取

12 17 63 藤原 拓海(3) 鳥取城北高 16:12.44 12 14 229 竹内 夢翔(2) 鳥取工高 17:36.21
コバヤシ ヒロスケ 鳥取 ｲｲﾂｶ ﾀｶﾋﾛ 鳥取

13 20 685 小林 宏輔(25) TAPｓ 16:55.26 13 13 71653 飯塚 貴裕(5) 鳥大医学部 18:35.28
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 鳥取 ﾋﾛｴ ｼｭﾝ 鳥取

14 3 245 荻原 諒也(2) 鳥取西高 17:38.85 14 9 262 廣江 駿(3) 米子北斗高 18:50.15
ﾓｳﾘ ﾀｲﾁ 鳥取 ｳｴﾀ ﾘﾋﾄ 鳥取

15 4 207 毛利 太一(3) 岩美高 18:44.09 15 16 208 上田 理人(3) 岩美高 20:47.56
ﾀﾅｶ  ｺｳﾀﾞｲ 鳥取 ｲﾘｴ ｶｲﾄ 鳥取

2 109 田中 悠大(3) 鳥取育英高 DNS 5 10 入江 海斗(2) 米子松蔭高 DNS
ｵﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 鳥取 ﾜｶﾂｷ  ﾅｵﾄ 鳥取

5 106 尾田 崇侑(2) 八頭高 DNS 7 114 若月 順図(2) 鳥取育英高 DNS
ｵｵﾛ ｹｲｳ 鳥取 ﾊﾏﾉ ﾜﾀﾙ 鳥取

6 101 大呂 恵雨(2) 八頭高 DNS 12 41 濱野 航(2) 鳥取城北高 DNS
ｸﾙﾏｲ ﾘｭｳﾀ 鳥取 ｲｼｶﾜ  ｱｰﾑ 鳥取

10 33 車井 隆太(3) 鳥取城北高 DNS 15 107 石川 天夢(3) 鳥取育英高 DNS
ﾄｸﾔｽ ﾕｳｽｹ 鳥取 ﾁﾊﾞ ｶｲﾍｲ 鳥取

12 696 徳安 祐輔 気高郡 DNS 19 4 千葉 海平(2) 米子松蔭高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹﾔﾏ ｱｻﾋ 鳥取

1 61 竹山 朝陽(3) 鳥取城北高 15:03.89
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 鳥取

2 98 西川 雄貴(3) 八頭高 15:29.24
ｺｸﾏｲ ﾕｳｽｹ 鳥取

3 703 國米 裕介 鳥取銀行 15:32.56
ｷﾊﾗ ｽﾊﾞﾙ 鳥取

4 95 木原 昴(3) 八頭高 15:33.08
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｼﾝ 鳥取

5 9 山本 龍神(2) 米子松蔭高 15:34.21
ﾐｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ 鳥取

6 276 三浦 智紘(3) 鳥取東高 15:44.35
ﾀﾆｸﾞﾁ  ﾕｲﾄ 鳥取

7 112 谷口 唯翔(2) 鳥取育英高 15:49.58
ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取

8 7 勝部 悠大(3) 米子松蔭高 15:49.77

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

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



男子110mH(1.067m)
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              13.72     西澤　真徳(鳥取県教委)                13.6.9
大会記録(GR)            14.11     西澤　真徳(鳥取県教委)                2011 5月12日 15:15 決　勝

決　勝　

(風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 鳥取

1 6 831 西澤 真徳 鳥取陸協 14.22
ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥取

2 5 562 寺田 享平(2) 国際武道大 14.55
タナダ マサト 鳥取

3 4 32377 棚田 誠人(4) 城西大 14.72
ﾆｼﾀﾆ  ﾐｷ 鳥取

4 9 124 西谷 美輝(3) 鳥取育英高 14.80
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 鳥取

5 7 236 長谷川 迅平(3) 鳥取西高 14.89
ﾆｼﾀﾆ ﾀﾂｷ 鳥取

6 1 89 西谷 竜希(3) 八頭高 16.79
ﾐﾉｳﾗ ﾊﾔﾄ 鳥取

7 2 26 箕浦 颯人(2) 米子工高 17.36
ﾌｸｲ ﾏｻﾄ 鳥取

8 3 155 福井 誠人(2) 米子北高 18.35
ｶﾄｳ  ｹﾝｿﾞｳ 鳥取

8 31286 加藤　 研三(4) 筑波大 DNF

凡例  DNF:途中棄権



男子400mH(0.914m)
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              49.33     鍛冶木　岐(城西大)                    17.6.23
大会記録(GR)            50.90     鍛冶木　岐(城西大)                    2017 5月13日 14:15 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｶﾓﾄ ﾙｲ 鳥取

1 5 36 岡本 琉依(3) 鳥取城北高 56.42
ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ 鳥取

2 1 57 中山 敬太(1) 鳥取城北高 57.34
ﾏﾔﾏ ﾅｵｷ 鳥取

3 7 163 眞山 尚輝(3) 米子高専 57.78
ｶﾜﾓﾄ ﾀﾂﾔ 鳥取

4 6 22 川本 竜也(3) 境高 1:00.27
ﾔﾏｻｷ ｺｳﾍｲ 鳥取

5 4 242 山﨑 公平(2) 鳥取西高 1:01.81
ﾓﾛﾕ  ﾛｲ 鳥取

6 8 132 諸遊 呂偉(2) 鳥取育英高 1:01.95
ﾌｸｲ ﾏｻﾄ 鳥取

7 3 155 福井 誠人(2) 米子北高 1:04.74
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ 鳥取

8 2 248 松本 侑斗(2) 鳥取西高 1:05.35
ｵﾝﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 鳥取

9 9 157 恩部 義弘(3) 米子北高 1:06.81



男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              8:39.36   岡田　敦行(明治大)                    89.6.17
大会記録(GR)            8:57.1    安部　裕城(国学院大)                  1993 5月12日 14:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｹﾔﾏ ｱｻﾋ 鳥取

1 3 61 竹山 朝陽(3) 鳥取城北高 9:22.63
ｼﾓﾀﾞ ﾀｹﾙ 鳥取

2 11 60 下田 洸瑠(3) 鳥取城北高 9:47.85
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 兵庫

3 2 7390 小林 毅司 但馬AC 9:48.83
ミヤモト ケンタロウ

4 7 71675 宮本 健太郎(4) 広島経済大 9:50.35
ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取

5 4 105 桑田 大輔(2) 八頭高 9:59.20
ﾊﾔｼﾓﾄ ﾘｮｳ 鳥取

6 14 47 林本 涼(2) 鳥取城北高 10:05.23
ﾀﾆｶｹ ﾖｼｷ 鳥取

7 5 288 谷掛 善貴(3) 鳥取東高 10:08.10
ﾅｶﾞｴ ﾀｶﾋﾛ 鳥取

8 13 8 永江 貴裕(3) 米子松蔭高 10:12.40
ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾀ 鳥取

9 16 100 内田 晃太(2) 八頭高 10:14.18
ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀ 鳥取

10 12 29 村上 巧多(3) 鳥取城北高 10:18.96
ﾀｹｳﾁ ﾘｸﾄ 鳥取

11 6 96 竹内 陸翔(3) 八頭高 10:21.19
ﾅｶｲｴ ｼｭｳﾄ 鳥取

12 8 291 中家 秀斗(3) 鳥取東高 10:27.37
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ 鳥取

13 9 102 谷口 柊斗(2) 八頭高 10:35.30
ﾊﾏﾊｼ ﾏｻﾕｷ 鳥取

14 10 70 濵橋 雅幸(2) 鳥取城北高 10:38.21
ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ 鳥取

15 15 12 野口 大悟(2) 米子松蔭高 10:58.59
ｶﾞﾓｳ ﾕｳﾏ

16 19 153 蒲生 佑真(2) 境総合高 11:00.32
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 鳥取

17 1 11 中村 龍正(2) 米子松蔭高 11:01.51
ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾅﾘ 鳥取

18 18 249 木下 天響(2) 鳥取西高 11:10.18
ｳｴﾀ ﾘﾋﾄ 鳥取

19 17 208 上田 理人(3) 岩美高 12:54.86

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝



男子5000mW
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              20:38.5   園原　健弘(鳥取ｱｼｯｸｽ)                 85.9.16
大会記録(GR)            21:40.84  井伊　拓也(大阪体大)                  2010 5月13日 12:35 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 鳥取

1 2 1 中村 竜勢(3) 米子松蔭高 23:22.06
ｶﾄｳ ｺｳﾔ 鳥取

2 1 99 加藤 宏弥(3) 八頭高 24:57.97
ﾀｹﾀﾞ ｿｳｷ 鳥取

3 5 23 武田 壮貴(2) 境高 25:36.37
ﾊﾏﾊｼ ﾏｻﾕｷ 鳥取

4 3 70 濵橋 雅幸(2) 鳥取城北高 28:40.53
ﾔﾏｼﾀ ｹｲｷ 鳥取

4 40 山下 敬輝(2) 鳥取城北高 DQ,W2

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DQ:失格 W2:(R230-1)屈膝



男子4×100mR
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              41.12     小林、笹鹿、澤、松浦(環太平洋大)      13.10.6 5月12日 09:40 予　選
大会記録(GR)            41.41     平林、笹鹿、前畑、横原(鳥取AS)        2011 5月12日 15:45 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 倉吉東高 184 大嶋 健太(2) ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀ 43.57 1 6 境高Ａ 219 池田 奎太郎(1) ｲｹﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 43.87
182 山下 嘉幾(3) ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ q 19 石飛 秀(2) ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭｳ q
177 谷本 葵一(2) ﾀﾆﾓﾄ ｷｲﾁ 16 松本 雄大(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ
175 河本 優太(2) ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ 21 荒木 翔(3) ｱﾗｷ ｼｮｳ

2 4 鳥取育英高 124 西谷 美輝(3) ﾆｼﾀﾆ  ﾐｷ 44.02 2 5 鳥取東高 282 橋本 淳哉(3) ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 44.47
136 上田 嵩矢(1) ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾔ q 275 青木 啓太(3) ｱｵｷ ｹｲﾀ q
128 杉信 光(2) ｽｷﾞﾉﾌﾞ ﾋｶﾙ 290 増田 貴也(2) ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾔ
126 奥田 愛斗(2) ｵｸﾀﾞ ｱｲﾄ 292 松本 和明(2) ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ

3 7 米子西高 145 山浦 隆雅(2) ﾔﾏｳﾗ ﾘｮｳｶﾞ 44.82 3 4 鳥取西高Ａ 246 中西 太朗(3) ﾅｶﾆｼ ﾀﾛｳ 44.58
143 中島 亮(3) ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳ 266 吉田 怜治(1) ﾖｼﾀﾞ ﾚｲｼﾞ
150 亀尾 太智(3) ｶﾒｵ ﾀｲﾁ 242 山﨑 公平(2) ﾔﾏｻｷ ｺｳﾍｲ
311 垣田 隼一朗(1) ｶｷﾀ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 238 小倉 大貴(3) ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ

4 8 米子高専 160 岡本 悠希(2) ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 45.22 4 7 鳥取南中 705 前田 真良(3) ﾏｴﾀ ｼﾝﾏ 46.80
163 眞山 尚輝(3) ﾏﾔﾏ ﾅｵｷ 701 岸田 和真(3) ｷｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
159 西村 大樹(3) ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 704 西山 莉功(3) ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ
165 足立 連也(3) ｱﾀﾞﾁ ﾚﾝﾔ 702 西本 蓮(3) ﾆｼﾓﾄ ﾚﾝ

5 9 岩美高 206 藤井 大輔(3) ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 46.21 3 鳥取城北高Ｂ 45 花池 蓮(1) ﾊﾅｲｹ ﾚﾝ DQ,R1

215 下田 隆二(2) ｼﾓﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 68 奥谷 俊介(1) ｵｸﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ
205 中西 翼(2) ﾅｶﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 69 中村 太神(1) ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｶﾞ
216 中村 匠(2) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 48 下村 聖也(1) ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾔ

6 6 鳥取西高Ｂ 267 新 博喜(1) ｱﾀﾗｼ ﾋﾛｷ 46.72 9 鳥取商高 255 福田 洸翔(3) ﾌｸﾀ ﾋﾛﾄ DQ,R2

237 三木 俊和(3) ﾐｷ ﾄｼｶｽﾞ 259 長見 達樹(3) ﾅｶﾞﾐ ﾀﾂｷ
233 松岡 直哉(3) ﾏﾂｵｶ ﾅｵﾔ 258 長谷 亮汰(2) ﾊｾ ﾘｮｳﾀ
243 村上 将太(2) ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾀ 253 清水 星瑠(3) ｼﾐｽﾞ ｾｲﾙ

3 米子東高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 鳥取城北高Ａ 59 佐川 竜斗(3) ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 42.60
30 木原 颯太(3) ｷﾊﾗ ｿｳﾀ q
38 廣瀬 歩真(2) ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ
49 福庭 陽成(2) ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ

2 2 鳥取AS 655 徳本 和訓 ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 43.44
671 前垣 雅哉 ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ q
670 前畑 良一 ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｲﾁ
673 柴田 賢弥 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾔ

3 3 八頭高 86 福田 涼(3) ﾌｸﾀ ﾘｮｳ 43.45
91 谷口 綾一(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ q
93 山本 涼雅(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ
88 櫻井 亮輔(3) ｻｸﾗｲ ﾘｮｳｽｹ

4 9 東部消防 843 岸本 瞬 ｷｼﾓﾄ ｼｭﾝ 44.54
850 平木　 敬太 ﾋﾗｷﾞ ｹｲﾀ q
842 神戸 勇太 ｶﾝﾍﾞ ﾕｳﾀ
840 天川 学 ｱﾏｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ

5 5 鳥大附中 653 星山 郁人(3) ﾎｼﾔﾏ ﾌﾐﾄ 44.91
655 山口 大凱(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ
651 山田 遼太郎(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ
652 竹本 昌人(3) ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾄ

6 4 鳥取工高 225 髙垣 來空(2) ﾀｶｶﾞｷ ﾘｸ 45.56
228 田村 嘉章(3) ﾀﾑﾗ ﾖｼｷ
230 木本 亮祐(2) ｷﾓﾄ  ﾘｮｳｽｹ
224 前田 貴一郎(3) ﾏｴﾀ ｷｲﾁﾛｳ

7 8 境高Ｂ 222 足立 龍之介(1) ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 45.92
221 高田 悠成(1) ﾀｶﾀ ﾕｳｾｲ
218 加藤 巧(1) ｶﾄｳ ﾀｸﾐ
17 永田 脩斗(3) ﾅｶﾞﾀ ｼｭｳﾄ

8 6 福米中 21 小村 恭一(3) ｺﾑﾗ ｷｮｳｲﾁ 48.00
17 元妹 聖多(3) ﾓﾄｾ ﾏｻｶｽﾞ
18 柳田 温翔(3) ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾊﾙﾄ
24 内田 聖(2) ｳﾁﾀﾞ ｾｲ

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



男子4×100mR
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              41.12     小林、笹鹿、澤、松浦(環太平洋大)      13.10.6 5月12日 09:40 予　選
大会記録(GR)            41.41     平林、笹鹿、前畑、横原(鳥取AS)        2011 5月12日 15:45 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 鳥取城北高Ａ 59 佐川 竜斗(3) ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 42.22
30 木原 颯太(3) ｷﾊﾗ ｿｳﾀ
38 廣瀬 歩真(2) ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ
49 福庭 陽成(2) ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ

2 8 鳥取育英高 124 西谷 美輝(3) ﾆｼﾀﾆ  ﾐｷ 42.45
136 上田 嵩矢(1) ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾔ
135 井上 瑞葵(1) ｲﾉｳｴ  ﾐｽﾞｷ
126 奥田 愛斗(2) ｵｸﾀﾞ ｱｲﾄ

3 7 鳥取AS 655 徳本 和訓 ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 43.19
671 前垣 雅哉 ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ
670 前畑 良一 ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｲﾁ
673 柴田 賢弥 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾔ

4 6 八頭高 86 福田 涼(3) ﾌｸﾀ ﾘｮｳ 43.53
91 谷口 綾一(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ
93 山本 涼雅(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ
88 櫻井 亮輔(3) ｻｸﾗｲ ﾘｮｳｽｹ

5 5 倉吉東高 184 大嶋 健太(2) ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀ 43.83
182 山下 嘉幾(3) ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ
177 谷本 葵一(2) ﾀﾆﾓﾄ ｷｲﾁ
175 河本 優太(2) ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ

6 9 境高Ａ 219 池田 奎太郎(1) ｲｹﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 43.89
19 石飛 秀(2) ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭｳ
16 松本 雄大(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ
21 荒木 翔(3) ｱﾗｷ ｼｮｳ

7 2 東部消防 843 岸本 瞬 ｷｼﾓﾄ ｼｭﾝ 44.57
850 平木　 敬太 ﾋﾗｷﾞ ｹｲﾀ
842 神戸 勇太 ｶﾝﾍﾞ ﾕｳﾀ
840 天川 学 ｱﾏｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ

8 3 鳥取東高 282 橋本 淳哉(3) ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 44.59
275 青木 啓太(3) ｱｵｷ ｹｲﾀ
290 増田 貴也(2) ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾔ
285 並河 秀太(2) ﾅﾐｶﾜ ﾕｳﾀ

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



男子4×400mR
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              3:14.97   磯江、澤田悠、澤田誉、山根(倉吉工高)  02.8.5 5月12日 16:45 予　選
大会記録(GR)            3:20.13   河合、林原、棚田、鍛冶木(鳥取育英高)  2013 5月13日 15:50 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 鳥取城北高 71 高田 龍(2) ﾀｶﾀ ﾘｭｳ 3:26.93 1 9 境高Ａ 18 松浦 慧(2) ﾏﾂｳﾗ ｹｲ 3:27.56

32 大森 誠也(3) ｵｵﾓﾘ ﾄﾓﾔ q 19 石飛 秀(2) ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭｳ q
57 中山 敬太(1) ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ 22 川本 竜也(3) ｶﾜﾓﾄ ﾀﾂﾔ
36 岡本 琉依(3) ｵｶﾓﾄ ﾙｲ 21 荒木 翔(3) ｱﾗｷ ｼｮｳ

2 9 米子東高 78 大峯 敬俊(2) ｵｵﾐﾈ ﾀｶﾄｼ 3:31.38 2 2 倉吉東高 182 山下 嘉幾(3) ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 3:29.07

82 山本 航輝(3) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ q 184 大嶋 健太(2) ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀ q
80 岩﨑 陽(2) ｲﾜｻｷ ﾖｳ 174 米田  恭平(2) ﾖﾈﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ
77 宅和 尚之(2) ﾀｸﾜ ﾅｵﾕｷ 175 河本 優太(2) ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ

3 7 鳥取育英高 120 石田 和喜(3) ｲｼﾀﾞ  ｶｽﾞｷ 3:31.45 3 3 鳥取ASＡ 664 谷口 飛翔 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｹﾙ 3:29.07

125 上野 礼生(2) ｳｴﾉ ﾚｵ q 655 徳本 和訓 ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ q
138 加藤 快(1) ｶﾄｳ ｶｲﾄ 663 岡部 大樹 ｵｶﾍﾞ ﾀﾞｲｷ
119 足立 龍之介(3) ｱﾀﾞﾁ  ﾘｭｳﾉｽｹ 661 山脇 竜徳 ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ

4 2 鳥取ASＢ 667 柴田 昴瑠 ｼﾊﾞﾀ ﾀｹﾙ 3:34.73 4 8 鳥取東高 290 増田 貴也(2) ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾔ 3:29.86

672 岡井 陽平 ｵｶｲ ﾖｳﾍｲ 275 青木 啓太(3) ｱｵｷ ｹｲﾀ q
665 竹林 孝之 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 282 橋本 淳哉(3) ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ
660 青江 康貴 ｱｵｴ ﾔｽﾀｶ 274 吉多 真吾(3) ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

5 5 境高Ｂ 222 足立 龍之介(1) ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 3:39.46 5 7 鳥取西高Ａ 246 中西 太朗(3) ﾅｶﾆｼ ﾀﾛｳ 3:34.40

219 池田 奎太郎(1) ｲｹﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 266 吉田 怜治(1) ﾖｼﾀﾞ ﾚｲｼﾞ q
220 野村 諒(1) ﾉﾑﾗ ﾏｺﾄ 237 三木 俊和(3) ﾐｷ ﾄｼｶｽﾞ
221 高田 悠成(1) ﾀｶﾀ ﾕｳｾｲ 238 小倉 大貴(3) ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ

6 8 米子西高 145 山浦 隆雅(2) ﾔﾏｳﾗ ﾘｮｳｶﾞ 3:40.98 6 4 鳥取商高 255 福田 洸翔(3) ﾌｸﾀ ﾋﾛﾄ 3:41.05

149 森安 優輝(2) ﾓﾘﾔｽ ﾕｳｷ 253 清水 星瑠(3) ｼﾐｽﾞ ｾｲﾙ
150 亀尾 太智(3) ｶﾒｵ ﾀｲﾁ 269 河本 和樹(1) ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ
143 中島 亮(3) ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳ 260 小林 練(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ

7 6 鳥取西高Ｂ 267 新 博喜(1) ｱﾀﾗｼ ﾋﾛｷ 3:43.42 7 5 米子北高 156 久文 拓海(2) ｷｭｳﾌﾞﾝ ﾀｸﾐ 3:42.20

248 松本 侑斗(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ 154 三鴨 大地(3) ﾐｶﾓ ﾀﾞｲﾁ
233 松岡 直哉(3) ﾏﾂｵｶ ﾅｵﾔ 158 野村 拓海(3) ﾉﾑﾗ ﾀｸﾐ
242 山﨑 公平(2) ﾔﾏｻｷ ｺｳﾍｲ 155 福井 誠人(2) ﾌｸｲ ﾏｻﾄ

8 4 鳥取工高 224 前田 貴一郎(3) ﾏｴﾀ ｷｲﾁﾛｳ 3:44.74 8 6 鳥取南中 705 前田 真良(3) ﾏｴﾀ ｼﾝﾏ 3:51.71

228 田村 嘉章(3) ﾀﾑﾗ ﾖｼｷ 704 西山 莉功(3) ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ
230 木本 亮祐(2) ｷﾓﾄ  ﾘｮｳｽｹ 701 岸田 和真(3) ｷｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
225 髙垣 來空(2) ﾀｶｶﾞｷ ﾘｸ 700 森田 剛(3) ﾓﾘﾀ ﾂﾖｼ

9 1 岩美高 206 藤井 大輔(3) ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 3:54.17

205 中西 翼(2) ﾅｶﾆｼ ﾂﾊﾞｻ
209 山下 史弥(3) ﾔﾏｼﾀ ﾌﾐﾔ
212 大谷 友哉(2) ｵｵﾀﾆ ﾄﾓﾔ

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 鳥取城北高 32 大森 誠也(3) ｵｵﾓﾘ ﾄﾓﾔ 3:24.82

57 中山 敬太(1) ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ
38 廣瀬 歩真(2) ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ
36 岡本 琉依(3) ｵｶﾓﾄ ﾙｲ

2 6 鳥取ASＡ 664 谷口 飛翔 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｹﾙ 3:25.60

671 前垣 雅哉 ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ
655 徳本 和訓 ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ
661 山脇 竜徳 ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ

3 5 境高Ａ 18 松浦 慧(2) ﾏﾂｳﾗ ｹｲ 3:27.49

19 石飛 秀(2) ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭｳ
22 川本 竜也(3) ｶﾜﾓﾄ ﾀﾂﾔ
21 荒木 翔(3) ｱﾗｷ ｼｮｳ

4 7 倉吉東高 182 山下 嘉幾(3) ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 3:27.82

184 大嶋 健太(2) ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀ
174 米田  恭平(2) ﾖﾈﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ
175 河本 優太(2) ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ

5 9 鳥取東高 290 増田 貴也(2) ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾔ 3:28.15

275 青木 啓太(3) ｱｵｷ ｹｲﾀ
282 橋本 淳哉(3) ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ
274 吉多 真吾(3) ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

6 3 鳥取育英高 138 加藤 快(1) ｶﾄｳ ｶｲﾄ 3:30.58

120 石田 和喜(3) ｲｼﾀﾞ  ｶｽﾞｷ
125 上野 礼生(2) ｳｴﾉ ﾚｵ
119 足立 龍之介(3) ｱﾀﾞﾁ  ﾘｭｳﾉｽｹ

7 8 米子東高 78 大峯 敬俊(2) ｵｵﾐﾈ ﾀｶﾄｼ 3:31.79

82 山本 航輝(3) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ
80 岩﨑 陽(2) ｲﾜｻｷ ﾖｳ
77 宅和 尚之(2) ﾀｸﾜ ﾅｵﾕｷ

8 2 鳥取西高Ａ 266 吉田 怜治(1) ﾖｼﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 3:32.53

238 小倉 大貴(3) ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ
246 中西 太朗(3) ﾅｶﾆｼ ﾀﾛｳ
237 三木 俊和(3) ﾐｷ ﾄｼｶｽﾞ



男子走高跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              2m20      高尾　大吉(大阪体大)                  03.5.15
大会記録(GR)            2m11      岸田　哲夫(布勢AC)                    1993 5月12日 14:00 決　勝

決　勝　

ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾀ 鳥取 － － × ○ ○ × ○ × ○ × × ○ × × ×

1 7 243 村上 将太(2) 鳥取西高 1m90
ｽﾐ ｹｲﾀ 鳥取 － － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

2 1 152 角 啓汰(2) 境総合高 1m85
ｶﾜﾊﾗ ｼﾝｼｮｳ 鳥取 × ○ ○ ○ × ○ × × ×

3 9 71 川原 真将(3) 美保中 1m75
ｵﾝﾀﾞ ﾚｷ 鳥取 － ○ ○ × × ×

4 8 190 音田 澪希(2) 倉吉総産高 1m70
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾄ 鳥取 ○ ○ × ○ × × ×

5 2 193 西村 優人(1) 倉吉総産高 1m70
ﾀｶﾞ ｼﾝﾉｽｹ 鳥取 － － × ○ × × ×

5 4 146 多賀 慎之介(2) 米子西高 1m70
ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾀﾞｲ ○ ○ × × ○ × × ×

7 11 121 岩崎　晃大(3) 鳥取育英高 1m70
ｵｵﾀﾆ ﾄﾓﾔ 鳥取 ○ ○ × × ×

8 5 212 大谷 友哉(2) 岩美高 1m65
ツボクラ ダイゴ 鳥取 ○ × ○ × × ×

9 3 95 坪倉 大悟(3) 境三中 1m65
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 鳥取 × × ×

6 211 藤原 和生(3) 岩美高 NM
ﾅｶﾉ ﾘｭｳｾｲ 鳥取 × × ×

10 200 中野 龍聖(3) 倉吉北高 NM

1m95
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m60

凡例  NM:記録なし



男子棒高跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              5m15      小谷　健人(日本大)                    06.9.17
大会記録(GR)            5m00      齋木　勇輝(中京大)                    2012 5月13日 12:00 決　勝

決　勝　

ｷﾇｶﾞｻ ｴｲｲﾁ 鳥取 － × ○ ○ × ○ × × ×

1 5 444 衣笠 瑛一(3) 鴨川中 3m40
ﾔﾏﾏｽ ﾀﾞｲｷ 鳥取 － × ○ ○ r

2 2 187 山桝 大輝(2) 倉吉総産高 3m20
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 鳥取 － ○ r

3 3 198 今西 弘汰(2) 倉吉北高 3m00
ﾅｶﾉ ﾘｭｳｾｲ 鳥取 － ○ r

3 4 200 中野 龍聖(3) 倉吉北高 3m00
ﾏｴﾀ ﾅｵｷ 鳥取 － ○ r

3 6 197 前田 直樹(3) 倉吉北高 3m00
ｵﾝﾀﾞ ﾚｷ 鳥取 － × ○ r

6 1 190 音田 澪希(2) 倉吉総産高 3m00
ｶﾄｳ ﾐﾕｷ 鳥取 ○ r

7 7 838 加藤 幸(61) 鳥取陸協 2m10

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m10 3m00 3m20 3m40 3m50

記録 ｺﾒﾝﾄ



男子走幅跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              7m79      安倍　翔太(中央大)                    03.6.8
大会記録(GR)            7m40      佐藤　洋平(フェニックス)              2005 5月12日 14:30 決　勝

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

ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ 鳥取 6m63 6m84 6m73 6m84 7 6m90 × 7m09 7m09
1 1 671 前垣 雅哉 鳥取AS +1.6 +1.7 +1.7 +1.7 +1.0 +2.0 +2.0

ﾏﾂｳﾗ ｹﾝｺﾞ 鳥取 × 6m91 7m02 7m02 8 6m79 r 7m02
2 9 898 松浦 憲吾 鳥取陸協 +1.2 +0.7 +0.7 +1.3 +0.7

ﾏｴﾀ ﾅｵｷ 鳥取 6m59 6m75 － 6m75 6 6m69 6m74 6m62 6m75
3 6 197 前田 直樹(3) 倉吉北高 -0.7 +0.9 +0.9 +1.9 0.0 +0.3 +0.9

ｶﾝﾍﾞ ﾕｳﾀ 鳥取 6m15 6m46 4m91 6m46 5 6m46 6m33 6m53 6m53
4 3 842 神戸 勇太 東部消防 +1.1 +2.6 +2.1 +2.6 +1.4 +0.1 +0.8 +0.8

ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 鳥取 6m11 6m31 × 6m31 4 × 6m25 6m45 6m45
5 5 43 田中 光(2) 鳥取城北高 +0.5 +0.1 +0.1 -0.5 +2.3 +2.3

ﾀﾅｶ  ｿｳﾀ 鳥取 × 6m24 6m27 6m27 3 6m45 × × 6m45
6 7 123 田中 創太(3) 鳥取育英高 +0.8 +1.3 +1.3 +1.4 +1.4

ﾊﾗﾀﾞ ｱﾑ 鳥取 6m16 5m86 × 6m16 2 5m96 × 5m84 6m16
7 33 140 原田 歩武(1) 鳥取育英高 +1.0 +1.1 +1.0 +1.1 +0.7 +1.0

カドワキ レイジュ 鳥取 5m71 6m15 5m59 6m15 1 × × × 6m15
8 14 92 門脇 礼樹(3) 境三中 +1.0 +1.9 +1.6 +1.9 +1.9

ﾏｼﾞﾏ ｿｳﾀ 鳥取 6m08 5m96 5m99 6m08 6m08
9 2 81 真島 颯汰(3) 米子東高 +0.5 +2.4 +0.6 +0.5 +0.5

ﾎｿｶﾜ ﾋﾛﾀｶ 鳥取 6m06 × 6m03 6m06 6m06
10 34 852 細川 大貴 東部消防 +1.0 +1.1 +1.0 +1.0

ﾆｼｵｶ  ﾕｳｷ 鳥取 5m80 × 5m98 5m98 5m98
11 30 130 西岡 悠稀(2) 鳥取育英高 +2.5 +1.6 +1.6 +1.6

ｲﾄ ﾘｮｳﾀ 鳥取 5m97 5m96 － 5m97 5m97
12 21 58 井登 崚太(3) 鳥取城北高 +1.1 +2.2 +1.1 +1.1

ﾅｶｲ ｼﾞｭﾝｷ 鳥取 5m51 5m87 5m93 5m93 5m93
13 20 35 中居 潤稀(3) 鳥取城北高 -0.1 0.0 +1.6 +1.6 +1.6

ｲﾉｳｴ ｲﾌﾞｷ 鳥取 5m81 5m93 5m84 5m93 5m93
14 11 157 井上 威吹(3) 大山中 +1.8 +3.0 +0.4 +3.0 +3.0

ﾊﾅｲｹ ﾚﾝ 鳥取 5m68 5m77 5m93 5m93 5m93
15 18 45 花池 蓮(1) 鳥取城北高 +0.5 +0.9 +0.8 +0.8 +0.8

ﾏﾂｵｶ ﾅｵﾔ 鳥取 5m67 5m76 5m91 5m91 5m91
16 17 233 松岡 直哉(3) 鳥取西高 +0.5 +2.1 +0.8 +0.8 +0.8

ﾆｼｶﾜ ｿﾗ 鳥取 × 5m89 5m80 5m89 5m89
17 10 131 西川 宇宙(2) 鳥取育英高 -0.6 +0.4 -0.6 -0.6

ﾅｶﾉ ﾚﾝﾀ 鳥取 5m74 5m75 5m87 5m87 5m87
18 24 53 中野 蓮太(2) 鳥取城北高 0.0 +3.3 +2.6 +2.6 +2.6

ﾀﾆﾑﾗ ﾌﾞﾝﾀ 鳥取 5m85 5m86 5m61 5m86 5m86
19 32 65 谷村 文太(2) 鳥取城北高 +1.2 +0.8 +1.5 +0.8 +0.8

ﾀｶﾀ ﾕｳｾｲ 鳥取 × 5m82 5m30 5m82 5m82
20 8 221 高田 悠成(1) 境高 +0.7 +1.8 +0.7 +0.7

ｲｹﾌﾞﾁ ｶﾅﾀ 鳥取 5m57 5m77 5m61 5m77 5m77
21 23 264 池淵 叶泰(1) 米子北斗高 +0.5 +1.8 +2.0 +1.8 +1.8

ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 鳥取 × × 5m67 5m67 5m67
22 15 218 加藤 巧(1) 境高 +1.3 +1.3 +1.3

ｺﾏﾂ ﾅｵﾔ 鳥取 5m25 5m47 5m62 5m62 5m62
23 19 844 小松 直矢 東部消防 +1.6 +1.4 +2.2 +2.2 +2.2

ｱﾘﾓﾄ ｿｳﾔ 鳥取 × 5m43 5m50 5m50 5m50
24 26 191 有本 蒼矢(1) 倉吉総産高 +1.9 +1.0 +1.0 +1.0

ﾔﾏｳﾗ ﾘｮｳｶﾞ 鳥取 5m37 5m03 5m48 5m48 5m48
25 27 145 山浦 隆雅(2) 米子西高 +2.1 0.0 +2.7 +2.7 +2.7

ｲﾁﾑﾗ ﾘｸﾄ 鳥取 5m46 × × 5m46 5m46
26 16 900 市村 莉玖斗(3) 八頭中 +0.9 +0.9 +0.9

ｲﾜﾀ ｼﾝﾔ 鳥取 × × 5m26 5m26 5m26
27 25 273 岩田 慎也(1) 米子北斗高 +1.6 +1.6 +1.6

ﾐｷ ﾄｼｶｽﾞ 鳥取 5m19 × × 5m19 5m19
28 12 237 三木 俊和(3) 鳥取西高 +1.4 +1.4 +1.4

ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 鳥取 4m98 5m00 2m93 5m00 5m00
29 28 401 河本 翔太(3) 倉吉西中 +2.0 +0.2 +0.6 +0.2 +0.2

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取 × × ×
4 16 松本 雄大(3) 境高 NM

ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 鳥取

31 401 河本 翔太(3) 倉吉西中
ﾔﾅｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ 鳥取

13 79 柳川 大和(2) 米子東高 DNS
ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ 鳥取

22 252 松本 圭祐(2) 米子工高 DNS
ﾋﾗｷﾞ ｹｲﾀ 鳥取

29 850 平木　 敬太 東部消防 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子三段跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              15m74     中川　貴志(タスクTC)                  98.5.10
大会記録(GR)            15m74     中川　貴志(タスクAC)                  1998 5月13日 14:00 決　勝

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

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ 鳥取 × × 13m00 13m00 6 × × 14m55 14m55
1 2 836 小林 陽介 鳥取陸協 +0.6 +0.6 0.0 0.0

ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ 鳥取 13m52 13m88 11m73 13m88 8 × 13m79 13m71 13m88
2 4 671 前垣 雅哉 鳥取AS +2.1 +1.6 +1.0 +1.6 +1.1 +0.6 +1.6

ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 鳥取 12m99 × 13m06 13m06 7 × － × 13m06
3 1 198 今西 弘汰(2) 倉吉北高 +1.0 +0.1 +0.1 +0.1

ｲﾄ ﾘｮｳﾀ 鳥取 12m73 × 12m78 12m78 5 12m68 13m03 13m04 13m04
4 15 58 井登 崚太(3) 鳥取城北高 -0.3 +0.7 +0.7 +0.1 +1.0 +0.6 +0.6

ﾏﾂｵｶ ﾅｵﾔ 鳥取 12m48 12m37 12m43 12m48 4 12m08 12m13 12m54 12m54
5 9 233 松岡 直哉(3) 鳥取西高 +1.5 +1.0 +0.8 +1.5 +0.1 +0.8 +0.6 +0.6

ﾅｶﾉ ﾚﾝﾀ 鳥取 12m30 12m36 11m95 12m36 3 12m19 12m00 12m47 12m47
6 13 53 中野 蓮太(2) 鳥取城北高 +1.2 +1.9 +0.6 +1.9 -0.1 +0.4 +0.7 +0.7

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取 12m00 × 12m06 12m06 1 12m07 12m30 12m47 12m47
7 12 16 松本 雄大(3) 境高 +3.0 +0.5 +0.5 -0.5 +0.1 +1.6 +1.6

ﾀｶﾊﾏ ﾋﾛｱｷ 鳥取 12m32 12m28 12m24 12m32 2 × 11m24 × 12m32
8 7 50 高濱 宏彰(2) 鳥取城北高 +1.1 +1.3 +0.1 +1.1 +0.4 +1.1

ﾏｼﾞﾏ ｿｳﾀ 鳥取 11m59 11m84 11m97 11m97 11m97
9 6 81 真島 颯汰(3) 米子東高 +1.6 +1.5 +0.5 +0.5 +0.5

ﾅｶｲ ｼﾞｭﾝｷ 鳥取 11m83 11m57 11m18 11m83 11m83
10 3 35 中居 潤稀(3) 鳥取城北高 +1.5 +0.8 +1.0 +1.5 +1.5

ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 鳥取 × × 11m11 11m11 11m11
11 11 211 藤原 和生(3) 岩美高 -0.4 -0.4 -0.4

ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｸﾔ 鳥取 × × ×
10 306 門脇 卓也(1) 倉吉西高 NM

ﾅｶﾀﾞ ﾀﾂﾏ 岡山

5 5283 中田 龍馬(3) 倉敷工高 DNS
ｳﾉ ﾓﾄｷ 岡山

8 5284 宇野 幹(3) 倉敷工高 DNS
ｵｵﾀﾆ ﾄﾓﾔ 鳥取

14 212 大谷 友哉(2) 岩美高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              17m78     笹川　勝彦(茗友クラブ)                98.3.14
大会記録(GR)            14m71     黒松　直人(鳥取AS)                    2013 5月13日 10:30 決　勝

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 1 1648 松村 恭汰(3) 日本大 × 11m96 13m94 13m94 14m31 14m08 14m09 14m31
ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ 鳥取

2 2 151 松本 海虎(2) 境総合高 7m31 8m16 8m33 8m33 8m50 8m20 7m82 8m50



男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              68m96     赤穂　弘樹(鳥取陸協)                  14.4.26
大会記録(GR)            67m16     赤穂　弘樹(鳥取陸協)                  2014 5月12日 15:30 決　勝

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

ｱｺｳ ﾋﾛｷ 鳥取

1 2 895 赤穂 弘樹 鳥取陸協 × 63m51 64m24 64m24 2 63m32 64m50 × 64m50
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ

2 1 5205 中村 文哉(1) 日本大 × × 45m48 45m48 1 × × × 45m48



男子やり投(0.800kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              78m32     小椋　健司(日本大)                    17.9.8
大会記録(GR)            75m00     朝倉　健(かしのはク)                  1988 5月13日 14:30 決　勝

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

ﾀｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 鳥取

1 14 845 田川 諒 東部消防 56m28 63m46 × 63m46 8 61m07 62m29 60m98 63m46
ﾊｾ ﾕｳﾀ 鳥取

2 8 658 長谷 祐太 鳥取AS 63m28 60m85 － 63m28 7 × － － 63m28
ﾀﾆｵ ﾄｼｷ 鳥取

3 17 195 谷尾 俊樹(3) 倉吉北高 58m77 × 58m80 58m80 6 60m19 × × 60m19
ｵｻﾞｻ ｺｳｷ 鳥取

4 16 76 小笹 亘輝(2) 米子東高 48m83 46m71 49m23 49m23 5 43m05 48m65 × 49m23
ｺﾀﾞﾏ ｿｳｼ 鳥取

5 18 67 児玉 壮志(2) 鳥取城北高 44m12 42m55 47m05 47m05 4 45m72 46m58 46m14 47m05
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 鳥取

6 20 216 中村 匠(2) 岩美高 43m46 43m87 46m22 46m22 3 44m30 43m44 44m97 46m22
マエジマ コウジ 鳥取

7 4 930 前島 浩二 鳥取パラ陸協 44m25 45m18 45m84 45m84 2 45m33 45m53 42m62 45m84
ﾏﾀﾞ ﾀｲｼ 鳥取

8 2 84 馬田 大志(3) 米子東高 × 43m57 × 43m57 1 43m15 41m60 43m46 43m57
ﾐｼﾏ ﾀｸﾔ 鳥取

9 7 247 三島 卓也(2) 鳥取西高 39m99 41m51 43m49 43m49 43m49
ｶﾒｳﾗ ｶｽﾞｷ 鳥取

10 5 261 亀浦 和樹(3) 鳥取商高 31m83 43m31 33m11 43m31 43m31
ｲｼｲ ﾘｭｳｾｲ 鳥取

11 1 188 石井 龍成(3) 倉吉総産高 41m56 × 43m22 43m22 43m22
ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲ 鳥取

12 3 201 宮崎 怜(2) 倉吉北高 40m90 39m35 38m50 40m90 40m90
ｲﾂﾞﾂ ﾀｸﾄ 鳥取

13 9 210 井筒 匠都(3) 岩美高 36m68 37m70 38m95 38m95 38m95
ｶﾜﾓﾄ ﾀﾂﾔ 鳥取

14 19 22 川本 竜也(3) 境高 36m64 35m86 35m69 36m64 36m64
ハマモト ヒロアキ 鳥取

15 15 295 濱本 洸明(1) 鳥取湖陵高 29m69 30m80 31m29 31m29 31m29
ヤマネ コウジ 鳥取

16 11 296 山根 皇司(2) 鳥取湖陵高 28m41 23m49 29m19 29m19 29m19
ﾉﾉｻｷ ｼｭﾝﾔ 鳥　取

17 6 321 野々崎　春哉(1) 倉吉農高 × × 19m64 19m64 19m64
ｼﾐｽﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 鳥取

10 234 清水 総一郎(3) 鳥取西高 DNS
ｷﾇｶﾞｻ ｺｳｲﾁ 鳥取

12 180 衣笠 功一(2) 倉吉東高 DNS
ﾆｼﾀﾞ ｶﾞｸﾄ 鳥取

13 28 西田 楽人(2) 米子工高 DNS

凡例  DNS:欠場



八種競技 100m
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月12日 09:55 決　勝

(風:-1.3)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾄｷﾐﾂ ﾕｳｽｹ 岡山

1 8 5280 時光 佑輔(3) 倉敷工高 11.37 780
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 鳥取

2 7 236 長谷川 迅平(3) 鳥取西高 11.52 748
ｶﾜﾓﾄ ﾀﾂﾔ 鳥取

3 6 22 川本 竜也(3) 境高 11.92 667
ﾀﾆｵｶ ﾅｵｷ 鳥取

4 9 173 谷岡 直輝(3) 倉吉東高 12.23 606



八種競技 走幅跳
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月12日 12:00 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾄｷﾐﾂ ﾕｳｽｹ 岡山 6m48 6m69 5m92 6m69
1 4 5280 時光 佑輔(3) 倉敷工高 +2.5 +0.6 +0.7 +0.6 741

ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 鳥取 6m16 × 5m57 6m16
2 1 236 長谷川 迅平(3) 鳥取西高 +1.8 -2.1 +1.8 621

ｶﾜﾓﾄ ﾀﾂﾔ 鳥取 5m83 × 5m84 5m84
3 3 22 川本 竜也(3) 境高 +0.9 +2.7 +2.7 552

ﾀﾆｵｶ ﾅｵｷ 鳥取 5m41 5m37 5m60 5m60
4 2 173 谷岡 直輝(3) 倉吉東高 0.0 +2.8 -0.3 -0.3 502



八種競技 砲丸投(6.000kg)
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月12日 14:30 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 鳥取

1 2 236 長谷川 迅平(3) 鳥取西高 10m93 11m35 11m11 11m35 567
ﾄｷﾐﾂ ﾕｳｽｹ 岡山

2 1 5280 時光 佑輔(3) 倉敷工高 9m88 10m45 8m71 10m45 513
ｶﾜﾓﾄ ﾀﾂﾔ 鳥取

3 4 22 川本 竜也(3) 境高 3m91 7m57 8m44 8m44 392
ﾀﾆｵｶ ﾅｵｷ 鳥取

4 3 173 谷岡 直輝(3) 倉吉東高 7m62 7m48 8m24 8m24 381



八種競技 400m
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月12日 16:20 決　勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾄｷﾐﾂ ﾕｳｽｹ 岡山

1 8 5280 時光 佑輔(3) 倉敷工高 50.32 800
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 鳥取

2 6 236 長谷川 迅平(3) 鳥取西高 52.18 717
ｶﾜﾓﾄ ﾀﾂﾔ 鳥取

3 7 22 川本 竜也(3) 境高 53.56 658
ﾀﾆｵｶ ﾅｵｷ 鳥取

4 5 173 谷岡 直輝(3) 倉吉東高 54.52 618



八種競技 110mH(1.067m)
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月13日 09:30 決　勝

(風:-0.1)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 鳥取

1 6 236 長谷川 迅平(3) 鳥取西高 15.13 834
ﾀﾆｵｶ ﾅｵｷ 鳥取

2 7 173 谷岡 直輝(3) 倉吉東高 16.56 671
ﾄｷﾐﾂ ﾕｳｽｹ 岡山

3 8 5280 時光 佑輔(3) 倉敷工高 17.07 617
ｶﾜﾓﾄ ﾀﾂﾔ 鳥取

4 5 22 川本 竜也(3) 境高 18.62 466



八種競技 やり投(0.800kg)
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月13日 11:00 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾜﾓﾄ ﾀﾂﾔ 鳥取

1 1 22 川本 竜也(3) 境高 43m25 40m09 38m80 43m25 489
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 鳥取

2 3 236 長谷川 迅平(3) 鳥取西高 × 36m25 32m79 36m25 388
ﾀﾆｵｶ ﾅｵｷ 鳥取

3 4 173 谷岡 直輝(3) 倉吉東高 33m45 33m84 × 33m84 354
ﾄｷﾐﾂ ﾕｳｽｹ 岡山

4 2 5280 時光 佑輔(3) 倉敷工高 33m57 33m64 × 33m64 351



八種競技 走高跳
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月13日 14:00 決　勝

ﾄｷﾐﾂ ﾕｳｽｹ 岡山 － － － － － ○ ○ ○

1 2 5280 時光 佑輔(3) 倉敷工高 ○ × × × 1m69 536
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 鳥取 － － － － － － ○ × ○

2 4 236 長谷川 迅平(3) 鳥取西高 ○ × × × 1m69 536
ﾀﾆｵｶ ﾅｵｷ 鳥取 ○ － ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

3 1 173 谷岡 直輝(3) 倉吉東高 1m63 488
ｶﾜﾓﾄ ﾀﾂﾔ 鳥取 ○ × × ○ ○ × ○ × ○ r

4 3 22 川本 竜也(3) 境高 1m57 441

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m45

1m69

1m48

1m72

1m51

1m75

1m54

1m78
ｺﾒﾝﾄ

1m57 1m60 1m63 1m66
記録 得点



八種競技 1500m
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月13日 15:30 決　勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜﾓﾄ ﾀﾂﾔ 鳥取

1 3 22 川本 竜也(3) 境高 4:57.02 577
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 鳥取

2 1 236 長谷川 迅平(3) 鳥取西高 4:57.69 573
ﾀﾆｵｶ ﾅｵｷ 鳥取

3 4 173 谷岡 直輝(3) 倉吉東高 5:04.03 537
ﾄｷﾐﾂ ﾕｳｽｹ 岡山

2 5280 時光 佑輔(3) 倉敷工高 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



高校男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         14m90     黒松　直人(鳥取育英高)                06.5.27 5月12日 12:00 決　勝

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 6 235 山根 伶仁(3) 鳥取西高 11m97 11m91 12m19 12m19 11m92 × 12m52 12m52
ｽﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 鳥取

2 3 129 陶山 知明(2) 鳥取育英高 11m22 10m72 10m65 11m22 10m56 11m11 10m40 11m22
ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

3 1 164 福田 俊介(3) 米子高専 10m68 10m57 10m58 10m68 10m22 10m76 10m57 10m76
ﾊﾔｼ ｾｲﾀﾛｳ 鳥取

4 4 289 林 晟太郎(3) 鳥取東高 × 9m20 8m74 9m20 8m21 8m94 8m73 9m20
ヤマネ コウジ 鳥取

5 5 296 山根 皇司(2) 鳥取湖陵高 6m93 6m80 7m28 7m28 7m55 7m42 6m83 7m55
ﾓﾘ ｺｳﾀﾞｲ 鳥取

6 2 20 森 広大(2) 境高 × 5m38 5m76 5m76 5m61 6m60 6m18 6m60



少年共通男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         44m76     柏村　亮太(倉吉北高)                  09.6.21 5月12日 09:30 決　勝

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 2 235 山根 伶仁(3) 鳥取西高 33m39 34m86 34m04 34m86 8 36m79 33m95 × 36m79
ｼﾐｽﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 鳥取

2 3 234 清水 総一郎(3) 鳥取西高 31m61 32m00 × 32m00 5 31m01 32m18 33m10 33m10
ｱｶｸﾏ ﾕｳﾄ 鳥取

3 8 287 赤熊 佑斗(3) 鳥取東高 32m61 × × 32m61 7 32m05 × × 32m61
ｲｼｲ ﾘｭｳｾｲ 鳥取

4 9 188 石井 龍成(3) 倉吉総産高 30m45 30m71 32m18 32m18 6 32m51 32m54 32m06 32m54
ﾔﾏﾏｽ ﾀﾞｲｷ 鳥取

5 5 187 山桝 大輝(2) 倉吉総産高 29m75 × 27m33 29m75 4 × 29m38 27m53 29m75
ﾊｼｲ ｹﾝﾄ 鳥取

6 1 24 橋井 健人(3) 米子工高 28m47 28m47 28m53 28m53 3 × 27m91 × 28m53
ｶﾀﾔﾏ ﾀｲｷ 鳥取

7 6 122 片山 太貴(2) 鳥取育英高 24m98 23m74 24m17 24m98 2 × 26m06 25m19 26m06
ｽﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 鳥取

8 4 129 陶山 知明(2) 鳥取育英高 23m94 24m62 × 24m62 1 24m67 25m57 20m96 25m57
ｲﾜｻｷ ﾘｭｳｾｲ 鳥取

9 10 214 岩崎 龍聖(2) 岩美高 22m17 20m91 23m54 23m54 23m54
ﾓﾘ ｺｳﾀﾞｲ 鳥取

10 7 20 森 広大(2) 境高 15m89 × 13m36 15m89 15m89



高校男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         68m33     柏村　亮太(倉吉北高)                  09.10.3 5月12日 15:30 決　勝

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

ｺﾀﾞﾆ ﾘｭｳﾉｽｹ 鳥取

1 3 192 小谷 龍之介(3) 倉吉総産高 × 45m60 42m86 45m60 3 × 47m55 49m71 49m71
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｾｲ 鳥取

2 1 194 清水 泰成(2) 倉吉総産高 43m59 × 43m87 43m87 2 47m06 47m92 48m26 48m26
ﾅｶﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 鳥取

3 2 205 中西 翼(2) 岩美高 × × 16m64 16m64 1 × 16m88 15m00 16m88



少年B男子3000m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月12日 15:25 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｸﾓﾄ  ｺｳﾀ 鳥取

1 11 118 福本 航太(1) 鳥取育英高 9:12.34
ｻｲｷ ﾕｳﾏ 鳥取

2 14 308 齋木 優真(1) 米子西高 9:12.87
ｷﾔﾏ ｶｲﾁ 鳥取

3 19 56 帰山 開智(1) 鳥取城北高 9:21.08
ﾅﾝｼﾞｮｳ ｺｳｷ 岡山

4 15 9234 南條 光希(3) ＴＴＰＡ 9:23.12
ｶﾄﾞﾂﾞﾐ  ｼｮｳﾀ 鳥取

5 10 116 門積 正汰(1) 鳥取育英高 9:23.18
ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｼｮｳﾏ 鳥取

6 4 159 林原 聖真(3) 大山中 9:25.12
ｶﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 鳥取

7 13 6 金川 雄哉(1) 米子松蔭高 9:31.45
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙﾅ 鳥取

8 25 916 山口 月暉(3) ＫＹ鳥取 9:36.17
ｵｵﾛ ｱｵﾊﾞ 鳥取

9 6 861 大呂 青葉(3) 智頭中 9:36.98
ﾀｼﾞﾏ ｼﾝﾉｽｹ 鳥取

10 20 51 但馬 慎之助(1) 鳥取城北高 9:42.67
ｼﾗｲﾜ ｾｲｺﾞ 鳥取

11 3 284 白岩 成悟(1) 鳥取東高 9:45.80
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳ 鳥取

12 5 862 小林 想(3) 智頭中 9:46.48
ｶﾜﾀ ﾄｼｷ 鳥取

13 9 14 川田 敏暉(1) 米子松蔭高 9:51.43
ｵﾓﾃ ﾋﾋﾞｷ 鳥取

14 7 115 表 響希(1) 鳥取育英高 10:03.22
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 鳥取

15 21 860 萩原 佑太(3) 智頭中 10:04.31
ﾕｸﾞﾘ ｺｳﾍｲ 鳥取

16 12 66 湯栗 康平(1) 鳥取城北高 10:26.15
ﾓﾘﾜｷ ﾏｻｷ 鳥取

17 2 300 森脇 将来(1) 岩美高 10:53.38
ﾓﾘﾀ ﾂﾖｼ 鳥取

18 23 700 森田 剛(3) 鳥取南中 11:21.56
ﾑﾗｶﾐ ｶｲﾄ 鳥取

19 16 301 村上 魁杜(1) 岩美高 11:30.69
ﾓﾘｷ ﾚﾝ 鳥取

1 907 森木 れん(3) 八頭中 DNS
ﾅｶﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ

8 299 中本 隼介(1) 倉吉総産高 DNS
ﾃﾞﾜｷ ﾀｲﾁ 鳥取

17 286 出脇 汰一(1) 鳥取東高 DNS
ﾌｸﾓﾄ ｱｷﾗ 鳥取

18 5 福本 明良(1) 米子松蔭高 DNS
ナカムラ ケンシロウ 鳥取

22 211 中村 拳士郎(3) 名和中 DNS
ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾄ 鳥取

24 283 山下 直人(1) 鳥取東高 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



少年B男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

5月12日 14:30 決　勝

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

ヨネハラ カイ 鳥取

1 1 219 米原 快(3) 名和中 8m10 × × 8m10 × 8m49 8m85 8m85



U20　男子110mH(0.991m)
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月12日 15:00 決　勝

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
ﾆｼﾀﾆ  ﾐｷ 鳥取

1 6 124 西谷 美輝(3) 鳥取育英高 14.97
ﾖｼﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 鳥取

2 4 266 吉田 怜治(1) 鳥取西高 15.58
ﾏｷﾉ  ｱｷﾋﾛ 鳥取

3 8 141 牧野 晃大(1) 鳥取育英高 15.83
ﾀｶﾀ ﾀﾞｲﾁ 鳥取

4 5 44 田中 大地(2) 鳥取城北高 16.49
ｽｷﾞﾉﾌﾞ ﾋｶﾙ 鳥取

7 128 杉信 光(2) 鳥取育英高 DNS
ﾏｽﾓﾄ ﾌｳｷ 鳥取

9 428 枡本 楓生(3) 三朝中 DNS

凡例  DNS:欠場



女子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月12日 10:30 予　選
県記録(TR)              11.62     澤田　博美(鳥取県SC)                  00.7.16 5月12日 13:15 準決勝
大会記録(GR)            11.75     澤田　博美(鳥取県SC)                  2000 5月12日 14:20 決　勝

予　選　6組0着＋16

1組 (風:-1.2) 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
ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ 鳥取 ｽﾐ ﾘｮｳｺ 鳥取

1 7 43 前田 夏美(3) 鳥取城北高 12.76 q 1 7 62 角 良子(3) 美保中 12.47 q
ﾆｼｵﾉ ﾘｺ 鳥取 ｵｻｷ ｱｶﾘ

2 5 148 西小野 莉子(1) 境高 12.91 q 2 5 8 尾﨑 星(1) 八頭高 12.76 q
ｷﾀﾏﾄﾞ ﾚﾅ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾓｶ 鳥取

3 4 23 北窓 玲奈(1) 米子南高 13.47 3 6 153 田中 萌香(2) 鳥取西高 13.27 q
ｺｻﾞｻ ﾅﾅﾐ 鳥取 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾝ 鳥取

4 3 69 小笹 七海(2) 美保中 13.90 4 9 150 渡邉 佳穏(1) 境高 13.56
ﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾐ 鳥取 ｵｶﾀﾞ ﾏﾅｶ 鳥取

5 8 77 田中 恵(3) 米子東高 14.05 5 4 165 岡田 舞菜香(2) 米子北斗高 13.59
ﾏﾙﾔﾏ ｻﾖ 鳥取 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄﾐ 鳥取

6 2 89 丸山 紗代(2) 鳥取育英高 14.53 6 2 163 吉田 瞳美(2) 鳥取商高 14.15
ｻｶﾀ ﾏﾐ 鳥取 ｺﾀﾞﾏ ｿﾗ 鳥取

9 152 坂田 茉美(3) 鳥取西高 DNS 7 3 66 児玉 大空(2) 鳥取城北高 15.12
ﾔﾏﾓﾄ  ｱｶﾘ

8 113 山本 明香里(1) 倉吉東高 DNS

3組 (風:+0.8) 4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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 鳥取 ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取

1 6 651 高橋 萌木子 ワールドウィング 12.44 q 1 7 164 吉田 明香里(1) 鳥取商高 12.72 q
ｻｻｷ ﾏﾎ 鳥取 ｱﾗｷ ﾉｿﾞﾐ 奈良

2 7 50 佐々木 真歩(2) 東山中 12.74 q 2 5 6844 荒木 希実(M2) 奈良教育大 12.85 q
ﾀｳｴ ﾕｷﾉ 鳥取 ﾄﾞｲ  ｱｶﾘ

3 8 39 田上 雪乃(3) 鳥取城北高 12.93 q 3 2 122 土井 あかり(1) 倉吉東高 13.25 q
ｲｽﾞﾐ ﾕﾘ 鳥取 ｵｵﾀ ｴﾚﾝ 鳥取

4 4 29 和泉 優里(2) 境高 13.53 4 6 56 大田 絵恋(1) 鳥取城北高 13.49
ｷﾀﾏﾄﾞ ﾘｵ 鳥取 ｷｼﾓﾄ ﾘｵ 鳥取

5 9 18 北窓 莉央(2) 米子南高 13.54 5 4 52 岸本 梨音(1) 鳥取城北高 13.80
ﾓﾘﾓﾄ ｻｷ 鳥取 ﾐﾔﾋﾗ ｱﾐ 鳥取

6 3 127 森本 咲(1) 倉吉総産高 13.57 6 9 24 宮平 亜美(1) 米子南高 14.13
ｲｶﾞｷ ﾊﾙﾐ 鳥取 ｷﾇﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

7 5 105 井垣  晴美(3) 倉吉東高 14.11 7 8 99 絹谷 希(3) 米子北高 14.19
ﾋｮｳｽ ｱｶﾈ 鳥　取 ｽﾐ ﾕﾘｶ 鳥取

8 1 192 兵主　朱音(1) 倉吉農高 14.58 8 3 67 角 優里花(2) 美保中 14.95
ｴﾝﾄﾞｳ ﾚﾅ 鳥取

9 2 63 遠藤 玲奈(3) 美保中 15.28

5組 (風:-2.2) 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
ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥取 ｱﾘﾓﾄ  ﾘﾘ 鳥取

1 5 50 上田 理湖(2) 鳥取城北高 12.77 q 1 5 110 有本 吏里(2) 倉吉東高 12.85 q
ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ 鳥取 ﾖｺﾔﾏ ｺﾖ 鳥取

2 7 40 田中 マリア(3) 鳥取城北高 13.02 q 2 9 49 横山 暦(2) 鳥取城北高 13.33 q
ｼｼﾄﾞ ﾊﾙｶ 鳥取 ｶﾜﾓﾄ ﾐﾕ 鳥取

3 4 27 宍戸 遥(3) 境高 13.16 q 3 6 300 河本 美祐(3) 倉吉西中 13.42
ﾏﾂｻﾞｷ ﾙﾅ 鳥取 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

4 6 65 松﨑 瑠奈(3) 美保中 13.52 4 7 146 宮崎 望(1) 境高 13.87
ﾖｼﾀﾞ ﾏｲ 鳥取 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ 鳥取

5 9 22 吉田 舞(2) 米子南高 14.25 5 2 58 山下 里奈(2) 鳥取城北高 14.47
ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 鳥取 ミハラ エリナ 鳥取

6 3 162 安部 桃花(2) 鳥取商高 14.35 6 8 176 三原 絵理奈(2) 鳥取湖陵高 14.63
ｼﾐｽﾞ ﾐｻﾄ ﾓﾄｲｹ ｶﾉ 鳥取

7 8 116 清水 美郷(1) 倉吉東高 14.50 7 4 64 本池 佳乃(3) 美保中 14.77
ｽﾐ ﾉﾄﾞｶ 鳥取 ﾅﾝﾊﾞ ﾓﾓｶ 鳥取

2 75 角 和香(2) 米子東高 DNS 3 73 難波 百花(1) 鳥取城北高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月12日 10:30 予　選
県記録(TR)              11.62     澤田　博美(鳥取県SC)                  00.7.16 5月12日 13:15 準決勝
大会記録(GR)            11.75     澤田　博美(鳥取県SC)                  2000 5月12日 14:20 決　勝

準決勝　2組4着

1組 (風:+0.5) 2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
ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ 鳥取 ｽﾐ ﾘｮｳｺ 鳥取

1 6 43 前田 夏美(3) 鳥取城北高 12.34 Q 1 4 62 角 良子(3) 美保中 12.09 Q
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 鳥取 ｵｻｷ ｱｶﾘ

2 7 651 高橋 萌木子 ワールドウィング 12.38 Q 2 6 8 尾﨑 星(1) 八頭高 12.17 Q
ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ 鳥取 ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥取

3 8 40 田中 マリア(3) 鳥取城北高 12.55 Q 3 5 50 上田 理湖(2) 鳥取城北高 12.17 Q
ｱﾘﾓﾄ  ﾘﾘ 鳥取 ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取

4 9 110 有本 吏里(2) 倉吉東高 12.57 Q 4 7 164 吉田 明香里(1) 鳥取商高 12.51 Q
ｻｻｷ ﾏﾎ 鳥取 ﾆｼｵﾉ ﾘｺ 鳥取

5 5 50 佐々木 真歩(2) 東山中 12.62 5 9 148 西小野 莉子(1) 境高 12.87
ｱﾗｷ ﾉｿﾞﾐ 奈良 ﾀｳｴ ﾕｷﾉ 鳥取

6 4 6844 荒木 希実(M2) 奈良教育大 12.64 6 8 39 田上 雪乃(3) 鳥取城北高 12.87
ｼｼﾄﾞ ﾊﾙｶ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾓｶ 鳥取

7 3 27 宍戸 遥(3) 境高 12.71 7 2 153 田中 萌香(2) 鳥取西高 12.96
ﾖｺﾔﾏ ｺﾖ 鳥取 ﾄﾞｲ  ｱｶﾘ

8 2 49 横山 暦(2) 鳥取城北高 13.06 8 3 122 土井 あかり(1) 倉吉東高 12.98

決　勝　

(風:+3.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽﾐ ﾘｮｳｺ 鳥取

1 4 62 角 良子(3) 美保中 11.91
ｵｻｷ ｱｶﾘ

2 7 8 尾﨑 星(1) 八頭高 11.95
ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥取

3 8 50 上田 理湖(2) 鳥取城北高 12.08
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 鳥取

4 5 651 高橋 萌木子 ワールドウィング 12.10
ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ 鳥取

5 6 43 前田 夏美(3) 鳥取城北高 12.20
ｱﾘﾓﾄ  ﾘﾘ 鳥取

6 3 110 有本 吏里(2) 倉吉東高 12.28
ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取

7 2 164 吉田 明香里(1) 鳥取商高 12.30
ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ 鳥取

8 9 40 田中 マリア(3) 鳥取城北高 12.43

凡例  DNS:欠場



女子200m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月13日 09:40 予　選
県記録(TR)              24.45     澤田　博美(鳥取県SC)                  99.7.18 5月13日 11:50 準決勝
大会記録(GR)            24.6      北林　美由紀(鳥取家政高)              1984 5月13日 14:25 決　勝

予　選　4組0着＋16

1組 (風:-0.5) 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
ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取 ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ 鳥取

1 6 164 吉田 明香里(1) 鳥取商高 26.60 q 1 7 43 前田 夏美(3) 鳥取城北高 26.82 q
ｶﾜﾓﾄ ﾐﾕ 鳥取 ﾀｳｴ ﾕｷﾉ 鳥取

2 5 300 河本 美祐(3) 倉吉西中 27.43 q 2 4 39 田上 雪乃(3) 鳥取城北高 27.05 q
ﾀｸﾞﾁ ｻﾎ 鳥取 ｱｵｷ ﾘｴ 鳥取

3 9 12 田口 彩帆(3) 米子南高 28.14 q 3 6 28 青木 里衣(2) 境高 28.46 q
ｷｼﾓﾄ ﾘｵ 鳥取 ｼﾐｽﾞ ﾐｻﾄ

4 8 52 岸本 梨音(1) 鳥取城北高 28.51 q 4 9 116 清水 美郷(1) 倉吉東高 30.01
ﾓﾘﾓﾄ ｻｷ 鳥取 ﾅﾝﾊﾞ ﾓﾓｶ 鳥取

5 3 127 森本 咲(1) 倉吉総産高 28.74 8 73 難波 百花(1) 鳥取城北高 DNS
ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ 鳥取

6 7 58 山下 里奈(2) 鳥取城北高 29.21
ｲｶﾞｷ ﾊﾙﾐ 鳥取

7 4 105 井垣  晴美(3) 倉吉東高 29.60

3組 (風:-0.9) 4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
ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥取 ｵｻｷ ｱｶﾘ

1 5 50 上田 理湖(2) 鳥取城北高 26.76 q 1 6 8 尾﨑 星(1) 八頭高 26.27 q
ﾀﾅｶ ﾓｶ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ 鳥取

2 4 153 田中 萌香(2) 鳥取西高 27.34 q 2 5 40 田中 マリア(3) 鳥取城北高 27.15 q
ﾖｺﾔﾏ ｺﾖ 鳥取 ｷﾀﾏﾄﾞ ﾘｵ 鳥取

3 7 49 横山 暦(2) 鳥取城北高 27.92 q 3 7 18 北窓 莉央(2) 米子南高 28.05 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾝ 鳥取 ｲｽﾞﾐ ﾕﾘ 鳥取

4 6 150 渡邉 佳穏(1) 境高 28.70 q 4 8 29 和泉 優里(2) 境高 28.30 q
ﾖｼﾀﾞ ﾏｲ 鳥取 ﾆｼﾑﾗ  ｶﾉ

8 22 吉田 舞(2) 米子南高 DNS 5 9 123 西村 華乃(1) 倉吉東高 28.56 q
ﾔﾏﾓﾄ  ｱｶﾘ ｵｶﾀﾞ ﾏﾅｶ 鳥取

9 113 山本 明香里(1) 倉吉東高 DNS 6 4 165 岡田 舞菜香(2) 米子北斗高 28.84
ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾈ 鳥取

7 3 68 中村 風音(1) 鳥取城北高 29.05

準決勝　2組4着

1組 (風:+0.2) 2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
ｵｻｷ ｱｶﾘ ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥取

1 7 8 尾﨑 星(1) 八頭高 25.69 Q 1 7 50 上田 理湖(2) 鳥取城北高 25.82 Q
ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ 鳥取 ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取

2 4 43 前田 夏美(3) 鳥取城北高 26.30 Q 2 4 164 吉田 明香里(1) 鳥取商高 26.28 Q
ﾀｳｴ ﾕｷﾉ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ 鳥取

3 6 39 田上 雪乃(3) 鳥取城北高 26.56 Q 3 6 40 田中 マリア(3) 鳥取城北高 26.99 Q
ﾖｺﾔﾏ ｺﾖ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾓｶ 鳥取

4 9 49 横山 暦(2) 鳥取城北高 27.46 Q 4 5 153 田中 萌香(2) 鳥取西高 27.02 Q
ｶﾜﾓﾄ ﾐﾕ 鳥取 ｷﾀﾏﾄﾞ ﾘｵ 鳥取

5 5 300 河本 美祐(3) 倉吉西中 27.47 5 8 18 北窓 莉央(2) 米子南高 28.01
ｲｽﾞﾐ ﾕﾘ 鳥取 ﾀｸﾞﾁ ｻﾎ 鳥取

6 8 29 和泉 優里(2) 境高 27.96 6 9 12 田口 彩帆(3) 米子南高 28.13
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾝ 鳥取 ｷｼﾓﾄ ﾘｵ 鳥取

7 2 150 渡邉 佳穏(1) 境高 28.84 7 3 52 岸本 梨音(1) 鳥取城北高 28.50
ｱｵｷ ﾘｴ 鳥取 ﾆｼﾑﾗ  ｶﾉ

3 28 青木 里衣(2) 境高 DNS 8 2 123 西村 華乃(1) 倉吉東高 28.80

凡例  DNS:欠場



女子200m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月13日 09:40 予　選
県記録(TR)              24.45     澤田　博美(鳥取県SC)                  99.7.18 5月13日 11:50 準決勝
大会記録(GR)            24.6      北林　美由紀(鳥取家政高)              1984 5月13日 14:25 決　勝

決　勝　

(風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｻｷ ｱｶﾘ

1 5 8 尾﨑 星(1) 八頭高 25.50
ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥取

2 6 50 上田 理湖(2) 鳥取城北高 25.59
ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取

3 7 164 吉田 明香里(1) 鳥取商高 26.01
ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ 鳥取

4 4 43 前田 夏美(3) 鳥取城北高 26.23
ﾀｳｴ ﾕｷﾉ 鳥取

5 8 39 田上 雪乃(3) 鳥取城北高 26.82
ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ 鳥取

6 9 40 田中 マリア(3) 鳥取城北高 27.03
ﾀﾅｶ ﾓｶ 鳥取

7 3 153 田中 萌香(2) 鳥取西高 27.15
ﾖｺﾔﾏ ｺﾖ 鳥取

8 2 49 横山 暦(2) 鳥取城北高 27.26

凡例  DNS:欠場



女子400m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              55.27     矢野　加奈子(由良育英高)              65.10.18 5月12日 11:50 予　選
大会記録(GR)            57.54     矢野　加奈子(由良育英高)              1995 5月12日 13:45 決　勝

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

ﾄｸﾀﾞ ｱﾔｺ 鳥取 ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ

1 7 151 德田 絢子(3) 鳥取西高 1:00.48 q 1 4 9 岸本 百桃(1) 八頭高 58.57 q
ｱｻﾀﾞ ﾐｵ 鳥取 ﾋﾗｲ ﾏﾘｱ 鳥取

2 1 169 浅田 海生(2) 鳥取東高 1:01.60 q 2 6 100 平井 茉莉愛(2) 米子北高 1:00.30 q
ｱｵｷ ﾘｴ 鳥取 ｲｶﾞｷ  ﾋﾛﾐ 鳥取

3 6 28 青木 里衣(2) 境高 1:02.65 q 3 7 106 井垣  広美(3) 倉吉東高 1:03.49 q
ｾﾄｶﾞﾜ  ｻｷ 鳥取 ﾑﾗﾀ ﾐｷ 鳥取

4 4 111 瀬戸川  咲(2) 倉吉東高 1:03.30 q 4 8 155 村田 瑞希(2) 鳥取西高 1:05.40
ﾌｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 鳥取 ｾﾝﾊﾞ ﾎﾉｶ 鳥取

5 8 21 福田 愛美(2) 米子南高 1:04.22 q 5 9 78 仙波 歩乃果(3) 米子東高 1:06.00
ｺﾞﾝﾀﾞｲ ﾐﾕｷ 鳥取 ﾐｶﾓ ﾕｳ 鳥取

6 3 19 権代 美由紀(2) 米子南高 1:05.85 6 1 15 三鴨 由(3) 米子南高 1:07.59
ｶﾜｻｷ ﾏｺ 鳥取 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

7 9 5 川崎 眞子(3) 八頭高 1:06.32 7 2 146 宮崎 望(1) 境高 1:09.94
ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾈ 鳥取 ﾋｮｳｽ ｱｶﾈ 鳥　取

8 2 68 中村 風音(1) 鳥取城北高 1:07.02 8 3 192 兵主　朱音(1) 倉吉農高 1:11.10
ﾆｼﾑﾗ  ﾎﾉｶ 鳥取 ｷﾉｼﾀ ｸﾙﾐ 鳥取

5 124 西村 穗花(2) 倉吉東高 DNS 5 160 木下 来海(3) 鳥取商高 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ 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 5 151 德田 絢子(3) 鳥取西高 58.21
ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ

2 6 9 岸本 百桃(1) 八頭高 58.44
ﾋﾗｲ ﾏﾘｱ 鳥取

3 7 100 平井 茉莉愛(2) 米子北高 1:00.99
ｱｻﾀﾞ ﾐｵ 鳥取

4 4 169 浅田 海生(2) 鳥取東高 1:02.21
ｾﾄｶﾞﾜ  ｻｷ 鳥取

5 8 111 瀬戸川  咲(2) 倉吉東高 1:02.98
ｱｵｷ ﾘｴ 鳥取

6 9 28 青木 里衣(2) 境高 1:03.37
ｲｶﾞｷ  ﾋﾛﾐ 鳥取

7 2 106 井垣  広美(3) 倉吉東高 1:04.23
ﾌｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 鳥取

8 3 21 福田 愛美(2) 米子南高 1:05.42

凡例  DNS:欠場



女子800m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              2:08.27   中原　孝子(鳥取女子高)                87.10.29 5月13日 10:35 予　選
大会記録(GR)            2:14.19   磯江　美和(由良育英高)                1997 5月13日 14:40 決　勝

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

ﾌﾙﾆｼ ｱﾐ 兵庫 ﾖﾈﾀﾞ ﾅﾅｺ 鳥取

1 6 7394 古西 亜海(3) 但馬AC 2:27.13 q 1 2 863 米田 菜々子(2) ＫＹ鳥取 2:21.31 q
ﾅｶﾞｲｼ  ﾁｶ 鳥取 ﾐﾀﾆ ｻｷ 岡山

2 5 87 長石 知佳(1) 鳥取育英高 2:27.16 q 2 5 9231 神谷 沙希(1) ＴＴＰＡ 2:25.83 q
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾅｺ 鳥取 ｱｶﾎﾘ ﾉﾘﾐ 鳥取

3 2 865 土橋 日菜子(1) ＫＹ鳥取 2:27.26 q 3 4 41 赤堀 仁美(3) 鳥取城北高 2:27.12 q
ﾊｼﾀﾆ ﾕｳﾅ 鳥取 ｶﾜｻｷ ﾏｺ 鳥取

4 4 184 橋谷 優奈(2) 倉吉西高 2:34.34 4 6 5 川崎 眞子(3) 八頭高 2:28.06
ｺﾀﾞﾆ ﾂﾊﾞｻ 鳥取 ﾌﾅﾀ ﾊﾙｶ 鳥取

5 9 4 小谷 翼(3) 八頭高 2:36.85 5 8 93 舩田 悠(3) 米子西高 2:38.38
ｺﾞﾝﾀﾞｲ ﾐﾕｷ 鳥取 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾕｶ 鳥取

6 8 19 権代 美由紀(2) 米子南高 2:38.14 6 9 187 杉本 亜有佳(3) 倉吉西高 3:05.18
ﾂﾑﾗ  ｱﾐ 鳥取 ﾋｼﾞｶﾀ ｱﾔｶ 鳥取

7 3 126 津村 碧美(1) 倉吉東高 2:43.84 3 862 泥方 彩華(3) ＫＹ鳥取 DNS
ﾔｽﾀﾞ ｶﾘﾝ 鳥取 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾅﾀ 鳥取

8 7 114 保田 夏凜(1) 倉吉東高 2:47.80 7 118 渡部 日向(2) 倉吉東高 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

ｵｵｸﾎﾞ ｶﾎ 鳥取 ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ

1 5 2 大久保 香穂(3) 八頭高 2:27.30 q 1 5 9 岸本 百桃(1) 八頭高 2:22.10 q
ｲｼﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 鳥取 ﾏｴﾀ  ｶﾎ 鳥取

2 2 861 石田 瑞歩(2) ＫＹ鳥取 2:27.31 2 6 112 前田 佳穂(2) 倉吉東高 2:35.82
ｲﾜｻｷ ｺﾄﾈ 鳥取 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 鳥取

3 7 86 岩崎 琴音(1) 鳥取育英高 2:33.40 3 4 21 福田 愛美(2) 米子南高 2:39.45
ﾐｶﾓ ﾕｳ 鳥取 ｲﾁﾀﾆ ﾃﾝﾘ 鳥取

4 3 15 三鴨 由(3) 米子南高 2:38.97 4 8 919 市谷 天李(1) ＫＹ鳥取 2:52.47
ｲﾉｺ ﾊﾅ 鳥取 ｲﾘｴ ｶﾘﾝ 鳥取

5 8 97 猪子 華(2) 米子西高 2:44.44 5 9 94 入江 華鈴(2) 米子西高 3:04.29
ﾔﾏﾏｽ  ﾁﾅﾂ 鳥取 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂｷﾅ 鳥取

4 107 山枡 千夏(3) 倉吉東高 DNS 3 867 長谷川 月菜(3) ＫＹ鳥取 DNS
ﾀｹｳﾁ ﾓｴ 岡山 ﾄｸﾀﾞ ｱﾔｺ 鳥取

6 9236 竹内 萌(3) ＴＴＰＡ DNS 7 151 德田 絢子(3) 鳥取西高 DNS
ﾂﾉﾀﾞ ﾋｽｲ 鳥　取

9 191 角田　妃吹(3) 倉吉農高 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ

1 6 9 岸本 百桃(1) 八頭高 2:19.03
ﾖﾈﾀﾞ ﾅﾅｺ 鳥取

2 5 863 米田 菜々子(2) ＫＹ鳥取 2:22.72
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾅｺ 鳥取

3 2 865 土橋 日菜子(1) ＫＹ鳥取 2:26.30
ｵｵｸﾎﾞ ｶﾎ 鳥取

4 3 2 大久保 香穂(3) 八頭高 2:27.20
ﾌﾙﾆｼ ｱﾐ 兵庫

5 8 7394 古西 亜海(3) 但馬AC 2:27.53
ﾅｶﾞｲｼ  ﾁｶ 鳥取

6 9 87 長石 知佳(1) 鳥取育英高 2:27.62
ｱｶﾎﾘ ﾉﾘﾐ 鳥取

7 7 41 赤堀 仁美(3) 鳥取城北高 2:35.49
ﾐﾀﾆ ｻｷ 岡山

4 9231 神谷 沙希(1) ＴＴＰＡ DNS

凡例  DNS:欠場



女子800m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              2:08.27   中原　孝子(鳥取女子高)                87.10.29 5月13日 10:35 予　選
大会記録(GR)            2:14.19   磯江　美和(由良育英高)                1997 5月13日 14:40 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

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

予　選　4組

決　勝

凡例  DNS:欠場



女子1500m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              4:22.09   深津　裕子(芙蓉)                      96.10.15 5月12日 12:30 予　選
大会記録(GR)            4:30.45   前川　祐紀(鳥取育英高)                2011 5月12日 15:55 決　勝

予　選　2組5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

ｽｷﾞﾑﾗ ﾜｶ 鳥取 ｲｼﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 鳥取

1 7 7 杉村 和香(2) 八頭高 4:56.96 Q 1 16 861 石田 瑞歩(2) ＫＹ鳥取 5:00.01 Q
ﾏﾔｶ ｼﾞｪﾙｰｼｬﾕﾘ 鳥取 ﾕｶﾜ ﾚﾅ 鳥取

2 14 85 真也加  ジェルーシャ有里(2) 鳥取育英高 4:57.52 Q 2 12 161 湯川 令奈(2) 鳥取商高 5:04.59 Q
ﾀｸﾞﾁ ﾈﾈ 鳥取 ｺﾀﾞﾆ ｱﾔﾉ 鳥取

3 22 1 田口 音々(3) 八頭高 5:01.52 Q 3 15 6 小谷 彩乃(2) 八頭高 5:04.80 Q
ｲｹｵｶ ｱｽﾞｻ 鳥取 ﾅｶﾞｲｼ  ﾁｶ 鳥取

4 12 84 池岡  杏都沙(2) 鳥取育英高 5:02.47 Q 4 6 87 長石 知佳(1) 鳥取育英高 5:06.53 Q
ｱｶﾎﾘ ﾉﾘﾐ 鳥取 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾅｺ 鳥取

5 23 41 赤堀 仁美(3) 鳥取城北高 5:03.40 Q 5 21 865 土橋 日菜子(1) ＫＹ鳥取 5:07.18 Q
ｵｵｸﾎﾞ ｶﾎ 鳥取 ｲﾝﾀﾞ ｴﾘ 鳥取

6 20 2 大久保 香穂(3) 八頭高 5:04.22 q 6 13 80 因田 衣里(2) 米子東高 5:07.54 q
ﾔﾏﾈ ﾕｳﾅ 鳥取 ﾄｸｲ ｻｴ 鳥取

7 2 64 山根 優菜(3) 鳥取城北高 5:04.81 q 7 20 185 德井 紗英(2) 倉吉西高 5:17.11
ｷﾀﾑﾗ ﾎﾉｶ 鳥取 ｲｼﾀﾞ ﾅｲﾙ 鳥取

8 15 65 北村 洸(3) 鳥取城北高 5:05.92 q 8 4 623 石田 奈衣留(3) 八頭中 5:24.68
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｺ 鳥取 ﾌﾅﾀ ﾊﾙｶ 鳥取

9 18 48 渡邊 稜子(3) 鳥取城北高 5:08.94 q 9 1 93 舩田 悠(3) 米子西高 5:27.18
ｷﾉｼﾀ ｺﾄﾊ 鳥取 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌｳｶ 鳥取

10 16 628 木下 琴葉(2) 八頭中 5:14.17 q 10 18 53 長谷川 楓花(2) 鳥取城北高 5:27.35
ｲﾜｻｷ ｺﾄﾈ 鳥取 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾐ 鳥取

11 13 86 岩崎 琴音(1) 鳥取育英高 5:19.15 11 3 188 山本 菜未(2) 倉吉西高 5:28.64
ｲﾉｺ ﾊﾅ 鳥取 オバラ エリ 鳥取

12 5 97 猪子 華(2) 米子西高 5:21.49 12 5 156 小原 絵梨(3) 米子高 5:30.66
ｺﾀﾞﾆ ﾂﾊﾞｻ 鳥取 ｸﾗﾐﾂ ﾘｵ 鳥取

13 9 4 小谷 翼(3) 八頭高 5:22.83 13 9 70 蔵光 里緒(2) 鳥取城北高 5:31.04
ﾎﾘｵ ｶﾘﾝ 鳥取 ﾖｼｵｶ ﾘｻ 鳥取

14 19 83 堀尾 和凛(3) 鳥取育英高 5:23.70 14 11 120 吉岡 里紗(3) 倉吉東高 5:33.39
ｲｼﾎｳ ﾌｳｶ 鳥取 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ 鳥取

15 4 129 石寶 楓夏(3) 倉吉総産高 5:25.61 15 22 130 山本 空(3) 倉吉総産高 5:41.20
ﾂﾑﾗ  ｱﾐ 鳥取 ｱｵﾔﾏ  ｷｮｳｶ 鳥取

16 10 126 津村 碧美(1) 倉吉東高 5:31.42 16 8 121 青山 京可(1) 倉吉東高 5:44.17
ｶﾜｼﾏ ｺｺﾛ 鳥取 ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾕｳ 鳥取

17 3 927 川島 愛蕗(1) ＫＹ鳥取 5:35.51 17 7 117 森山 美結(3) 倉吉東高 5:50.71
ﾂﾉﾀﾞ ﾋｽｲ 鳥　取 ｶﾄﾞﾜｷ ﾕﾒ 鳥取

18 11 191 角田　妃吹(3) 倉吉農高 5:40.75 18 17 166 門脇 優夢(1) 倉吉東高 5:57.65
ﾏｴﾀ ｱﾔﾅ 鳥取 ｲﾘｴ ｶﾘﾝ 鳥取

19 6 167 前田 彩奈(3) 鳥取東高 5:49.46 19 2 94 入江 華鈴(2) 米子西高 6:51.12
ｸﾛｾ ｶｵﾙ 鳥取 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾅﾀ 鳥取

20 1 183 黒瀬 薫(2) 倉吉西高 5:50.08 10 118 渡部 日向(2) 倉吉東高 DNS
ﾔｽﾀﾞ ｶﾘﾝ 鳥取 ﾏｴﾀ  ｶﾎ 鳥取

8 114 保田 夏凜(1) 倉吉東高 DNS 14 112 前田 佳穂(2) 倉吉東高 DNS
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 鳥取 ｺﾀﾞﾆ ｻﾄ 鳥取

17 63 鈴木 奏楽(1) 鳥取城北高 DNS 19 47 小谷 さと(2) 鳥取城北高 DNS
ﾅｶﾆｼ ﾐﾁｶ 鳥取

21 61 中西 美愛(2) 鳥取城北高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子1500m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              4:22.09   深津　裕子(芙蓉)                      96.10.15 5月12日 12:30 予　選
大会記録(GR)            4:30.45   前川　祐紀(鳥取育英高)                2011 5月12日 15:55 決　勝

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 16 161 湯川 令奈(2) 鳥取商高 4:50.10
ｲｼﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 鳥取

2 7 861 石田 瑞歩(2) ＫＹ鳥取 4:52.91
ｽｷﾞﾑﾗ ﾜｶ 鳥取

3 3 7 杉村 和香(2) 八頭高 4:54.98
ｺﾀﾞﾆ ｱﾔﾉ 鳥取

4 12 6 小谷 彩乃(2) 八頭高 4:57.51
ﾀｸﾞﾁ ﾈﾈ 鳥取

5 1 1 田口 音々(3) 八頭高 4:58.04
ｱｶﾎﾘ ﾉﾘﾐ 鳥取

6 6 41 赤堀 仁美(3) 鳥取城北高 5:01.21
ｵｵｸﾎﾞ ｶﾎ 鳥取

7 10 2 大久保 香穂(3) 八頭高 5:02.65
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾅｺ 鳥取

8 13 865 土橋 日菜子(1) ＫＹ鳥取 5:03.26
ﾏﾔｶ ｼﾞｪﾙｰｼｬﾕﾘ 鳥取

9 15 85 真也加  ジェルーシャ有里(2) 鳥取育英高 5:03.36
ｲｹｵｶ ｱｽﾞｻ 鳥取

10 4 84 池岡  杏都沙(2) 鳥取育英高 5:03.37
ﾅｶﾞｲｼ  ﾁｶ 鳥取

11 2 87 長石 知佳(1) 鳥取育英高 5:03.88
ﾔﾏﾈ ﾕｳﾅ 鳥取

12 5 64 山根 優菜(3) 鳥取城北高 5:04.15
ｷﾀﾑﾗ ﾎﾉｶ 鳥取

13 8 65 北村 洸(3) 鳥取城北高 5:05.17
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｺ 鳥取

14 9 48 渡邊 稜子(3) 鳥取城北高 5:05.22
ｷﾉｼﾀ ｺﾄﾊ 鳥取

15 11 628 木下 琴葉(2) 八頭中 5:06.37
ｲﾝﾀﾞ ｴﾘ 鳥取

16 14 80 因田 衣里(2) 米子東高 5:06.61

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

決　勝

凡例  DNS:欠場



女子100mH(0.840m)
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              13.84     秋元　千鶴子(鳥取女短大教)            85.6.1
大会記録(GR)            13.8      秋元　千鶴子(鳥取女短大教)            1984 5月12日 14:50 決　勝

決　勝　

(風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 鳥取

1 5 108 岡崎 汀(3) 倉吉東高 14.63
ｵｵﾀ ｴﾚﾝ 鳥取

2 2 56 大田 絵恋(1) 鳥取城北高 15.56
ｻｶﾀ ﾏﾐ 鳥取

3 3 152 坂田 茉美(3) 鳥取西高 16.32
ｸﾜﾓﾄ ﾏﾅ 鳥取

4 7 88 桑本 茉奈(3) 鳥取育英高 17.19
ﾓﾘﾀ ｷﾘ 鳥取

5 9 31 森田 綺鈴(2) 境高 17.92
ｱﾀﾞﾁ ｶﾅ 鳥取

4 11 安達 香奈(3) 米子南高 DNS
ｶﾄﾞﾜｷ ｱﾉﾝ 鳥取

6 26 門脇 愛音(3) 境高 DNS
ﾀｸﾞﾁ ｻﾎ 鳥取

8 12 田口 彩帆(3) 米子南高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子400mH(0.762m)
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              59.62     秋元　千鶴子(鳥取女短大教)            85.10.25
大会記録(GR)            1:03.09   定常　銘美(倉吉東高)                  2005 5月13日 14:05 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋﾗｲ ﾏﾘｱ 鳥取

1 8 100 平井 茉莉愛(2) 米子北高 1:11.48
ｷﾉｼﾀ ｸﾙﾐ 鳥取

6 160 木下 来海(3) 鳥取商高 DNS
ｱﾀﾞﾁ ｶﾅ 鳥取

7 11 安達 香奈(3) 米子南高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子5000mW
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              22:41.06  上川　亜矢(東京女子体大)              98.10.26
大会記録(GR)            24:49.43  城本　佳菜(八頭高)                    2009 5月13日 12:35 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｾｲｹ ﾘｻ 鳥取

1 1 3 清家 里紗(3) 八頭高 29:21.26
ｼﾛﾓﾄ ﾐﾕ 鳥取

2 3 74 城本 美結(1) 鳥取城北高 29:29.37
ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾕｳ 鳥取

2 117 森山 美結(3) 倉吉東高 DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



女子4×100mR
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              46.90     佐々木、吉田、角、尾崎(鳥取選抜)      17.10.29 5月12日 09:30 予　選
大会記録(GR)            47.81     赤池、三島、清水、笹野(美作大)        2009 5月12日 15:40 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 鳥取城北高Ａ 40 田中 マリア(3) ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ 48.44 1 8 境高Ａ 26 門脇 愛音(3) ｶﾄﾞﾜｷ ｱﾉﾝ 49.47
43 前田 夏美(3) ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ q 27 宍戸 遥(3) ｼｼﾄﾞ ﾊﾙｶ q
39 田上 雪乃(3) ﾀｳｴ ﾕｷﾉ 28 青木 里衣(2) ｱｵｷ ﾘｴ
50 上田 理湖(2) ｳｴﾀ ﾘｺ 148 西小野 莉子(1) ﾆｼｵﾉ ﾘｺ

2 6 美保中 64 本池 佳乃(3) ﾓﾄｲｹ ｶﾉ 50.87 2 4 倉吉東高Ａ 106 井垣  広美(3) ｲｶﾞｷ  ﾋﾛﾐ 49.65
69 小笹 七海(2) ｺｻﾞｻ ﾅﾅﾐ q 110 有本 吏里(2) ｱﾘﾓﾄ  ﾘﾘ q
65 松﨑 瑠奈(3) ﾏﾂｻﾞｷ ﾙﾅ 108 岡崎 汀(3) ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ
62 角 良子(3) ｽﾐ ﾘｮｳｺ 122 土井 あかり(1) ﾄﾞｲ  ｱｶﾘ

3 8 後藤ヶ丘中 110 竹下 みらん(2) ﾀｹｼﾀ ﾐﾗﾝ 52.14 3 6 鳥取城北高Ｂ 52 岸本 梨音(1) ｷｼﾓﾄ ﾘｵ 50.93
100 田中 悠稀(3) ﾀﾅｶ ﾕｳｷ q 56 大田 絵恋(1) ｵｵﾀ ｴﾚﾝ q
108 高梨 舞夏(2) ﾀｶﾅｼ ﾏｲｶ 58 山下 里奈(2) ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ
102 加河 鈴菜(3) ｶｶﾞﾜ ﾚｲﾅ 49 横山 暦(2) ﾖｺﾔﾏ ｺﾖ

4 7 境高Ｂ 149 島谷 莉帆(1) ｼﾏﾀﾆ ﾘﾎ 52.17 4 9 鳥大附中 455 後藤 真実(2) ｺﾞﾄｳ ﾏﾐ 51.37
146 宮崎 望(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 450 安本 奏海(3) ﾔｽﾓﾄ ｶﾅﾐ q
150 渡邉 佳穏(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾝ 457 原田 真暢(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾉﾝ
31 森田 綺鈴(2) ﾓﾘﾀ ｷﾘ 452 清水 美京(3) ｼﾐｽﾞ ﾐﾔｺ

5 5 倉吉東高Ｂ 109 山下 遙(2) ﾔﾏｼﾀ  ﾊﾙｶ 53.13 5 7 米子南高 23 北窓 玲奈(1) ｷﾀﾏﾄﾞ ﾚﾅ 51.74
105 井垣  晴美(3) ｲｶﾞｷ ﾊﾙﾐ 22 吉田 舞(2) ﾖｼﾀﾞ ﾏｲ q
123 西村 華乃(1) ﾆｼﾑﾗ  ｶﾉ 12 田口 彩帆(3) ﾀｸﾞﾁ ｻﾎ
119 坂手 歩実(3) ｻｶﾃ ｱﾕﾐ 18 北窓 莉央(2) ｷﾀﾏﾄﾞ ﾘｵ

6 9 鳥取南中 691 宮川 彩音(2) ﾐﾔｶﾜ ｱﾔﾈ 56.17 5 鳥取西高 DNS
698 小泉 成未(3) ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾙﾐ
697 廣山 さんご(2) ﾋﾛﾔﾏ ｻﾝｺﾞ
699 安田 凜(3) ﾔｽﾀﾞ ﾘﾝ

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 鳥取城北高Ａ 40 田中 マリア(3) ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ 47.80 GR
43 前田 夏美(3) ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ
39 田上 雪乃(3) ﾀｳｴ ﾕｷﾉ
50 上田 理湖(2) ｳｴﾀ ﾘｺ

2 5 倉吉東高Ａ 106 井垣  広美(3) ｲｶﾞｷ  ﾋﾛﾐ 49.73
110 有本 吏里(2) ｱﾘﾓﾄ  ﾘﾘ
108 岡崎 汀(3) ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ
122 土井 あかり(1) ﾄﾞｲ  ｱｶﾘ

3 4 境高Ａ 34 松本 ひなた(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾀ 50.06
27 宍戸 遥(3) ｼｼﾄﾞ ﾊﾙｶ
28 青木 里衣(2) ｱｵｷ ﾘｴ
148 西小野 莉子(1) ﾆｼｵﾉ ﾘｺ

4 7 美保中 64 本池 佳乃(3) ﾓﾄｲｹ ｶﾉ 50.92
69 小笹 七海(2) ｺｻﾞｻ ﾅﾅﾐ
65 松﨑 瑠奈(3) ﾏﾂｻﾞｷ ﾙﾅ
62 角 良子(3) ｽﾐ ﾘｮｳｺ

5 8 鳥取城北高Ｂ 52 岸本 梨音(1) ｷｼﾓﾄ ﾘｵ 51.01
56 大田 絵恋(1) ｵｵﾀ ｴﾚﾝ
58 山下 里奈(2) ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ
49 横山 暦(2) ﾖｺﾔﾏ ｺﾖ

6 2 米子南高 23 北窓 玲奈(1) ｷﾀﾏﾄﾞ ﾚﾅ 51.97
22 吉田 舞(2) ﾖｼﾀﾞ ﾏｲ
12 田口 彩帆(3) ﾀｸﾞﾁ ｻﾎ
18 北窓 莉央(2) ｷﾀﾏﾄﾞ ﾘｵ

7 9 鳥大附中 455 後藤 真実(2) ｺﾞﾄｳ ﾏﾐ 52.33
450 安本 奏海(3) ﾔｽﾓﾄ ｶﾅﾐ
457 原田 真暢(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾉﾝ
452 清水 美京(3) ｼﾐｽﾞ ﾐﾔｺ

8 3 後藤ヶ丘中 110 竹下 みらん(2) ﾀｹｼﾀ ﾐﾗﾝ 52.48
100 田中 悠稀(3) ﾀﾅｶ ﾕｳｷ
108 高梨 舞夏(2) ﾀｶﾅｼ ﾏｲｶ
102 加河 鈴菜(3) ｶｶﾞﾜ ﾚｲﾅ

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



女子4×400mR
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              3:52.93   坂田、岡崎麻、岡崎楓、柴田(倉吉東高)  12.8.1 5月12日 16:30 予　選
大会記録(GR)            4:02.1    中川、原田、宮本、山根(由良育英高)    1991 5月13日 15:40 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

5 ＫＹ鳥取 861 石田 瑞歩(2) ｲｼﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 5 倉吉東高Ａ 111 瀬戸川  咲(2) ｾﾄｶﾞﾜ  ｻｷ
863 米田 菜々子(2) ﾖﾈﾀﾞ ﾅﾅｺ q 122 土井 あかり(1) ﾄﾞｲ  ｱｶﾘ q
865 土橋 日菜子(1) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾅｺ 109 山下 遙(2) ﾔﾏｼﾀ  ﾊﾙｶ
862 泥方 彩華(3) ﾋｼﾞｶﾀ ｱﾔｶ 106 井垣  広美(3) ｲｶﾞｷ  ﾋﾛﾐ

6 米子東高 78 仙波 歩乃果(3) ｾﾝﾊﾞ ﾎﾉｶ 6 倉吉西高 188 山本 菜未(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾐ
77 田中 恵(3) ﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾐ q 184 橋谷 優奈(2) ﾊｼﾀﾆ ﾕｳﾅ q
80 因田 衣里(2) ｲﾝﾀﾞ ｴﾘ 185 德井 紗英(2) ﾄｸｲ ｻｴ
75 角 和香(2) ｽﾐ ﾉﾄﾞｶ 183 黒瀬 薫(2) ｸﾛｾ ｶｵﾙ

7 境高Ｂ 148 西小野 莉子(1) ﾆｼｵﾉ ﾘｺ 7 境高Ａ 28 青木 里衣(2) ｱｵｷ ﾘｴ
149 島谷 莉帆(1) ｼﾏﾀﾆ ﾘﾎ q 27 宍戸 遥(3) ｼｼﾄﾞ ﾊﾙｶ q
150 渡邉 佳穏(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾝ 30 坂本 葵(2) ｻｶﾓﾄ ｱｵｲ
146 宮崎 望(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 32 多久和 菜緒(3) ﾀｸﾜ ﾅｵ

8 米子南高 21 福田 愛美(2) ﾌｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 8 鳥取商高 162 安部 桃花(2) ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ
18 北窓 莉央(2) ｷﾀﾏﾄﾞ ﾘｵ q 164 吉田 明香里(1) ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ q
19 権代 美由紀(2) ｺﾞﾝﾀﾞｲ ﾐﾕｷ 161 湯川 令奈(2) ﾕｶﾜ ﾚﾅ
12 田口 彩帆(3) ﾀｸﾞﾁ ｻﾎ 163 吉田 瞳美(2) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄﾐ

9 倉吉東高Ｂ DNS 9 鳥取西高 153 田中 萌香(2) ﾀﾅｶ ﾓｶ
151 德田 絢子(3) ﾄｸﾀﾞ ｱﾔｺ q
152 坂田 茉美(3) ｻｶﾀ ﾏﾐ
155 村田 瑞希(2) ﾑﾗﾀ ﾐｷ

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 鳥取西高 155 村田 瑞希(2) ﾑﾗﾀ ﾐｷ 4:05.74

152 坂田 茉美(3) ｻｶﾀ ﾏﾐ
153 田中 萌香(2) ﾀﾅｶ ﾓｶ
151 德田 絢子(3) ﾄｸﾀﾞ ｱﾔｺ

2 4 倉吉東高Ａ 111 瀬戸川  咲(2) ｾﾄｶﾞﾜ  ｻｷ 4:12.96

122 土井 あかり(1) ﾄﾞｲ  ｱｶﾘ
109 山下 遙(2) ﾔﾏｼﾀ  ﾊﾙｶ
106 井垣  広美(3) ｲｶﾞｷ  ﾋﾛﾐ

3 5 境高Ａ 28 青木 里衣(2) ｱｵｷ ﾘｴ 4:14.88

27 宍戸 遥(3) ｼｼﾄﾞ ﾊﾙｶ
30 坂本 葵(2) ｻｶﾓﾄ ｱｵｲ
32 多久和 菜緒(3) ﾀｸﾜ ﾅｵ

4 6 鳥取商高 162 安部 桃花(2) ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 4:16.58

164 吉田 明香里(1) ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ
161 湯川 令奈(2) ﾕｶﾜ ﾚﾅ
163 吉田 瞳美(2) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄﾐ

5 9 ＫＹ鳥取 861 石田 瑞歩(2) ｲｼﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 4:20.17

863 米田 菜々子(2) ﾖﾈﾀﾞ ﾅﾅｺ
865 土橋 日菜子(1) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾅｺ
862 泥方 彩華(3) ﾋｼﾞｶﾀ ｱﾔｶ

6 3 米子南高 21 福田 愛美(2) ﾌｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 4:22.57

18 北窓 莉央(2) ｷﾀﾏﾄﾞ ﾘｵ
19 権代 美由紀(2) ｺﾞﾝﾀﾞｲ ﾐﾕｷ
12 田口 彩帆(3) ﾀｸﾞﾁ ｻﾎ

7 8 境高Ｂ 148 西小野 莉子(1) ﾆｼｵﾉ ﾘｺ 4:28.72

149 島谷 莉帆(1) ｼﾏﾀﾆ ﾘﾎ
150 渡邉 佳穏(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾝ
146 宮崎 望(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ

8 2 米子東高 78 仙波 歩乃果(3) ｾﾝﾊﾞ ﾎﾉｶ 4:33.12

77 田中 恵(3) ﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾐ
80 因田 衣里(2) ｲﾝﾀﾞ ｴﾘ
75 角 和香(2) ｽﾐ ﾉﾄﾞｶ

9 1 倉吉西高 188 山本 菜未(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾐ 4:42.71

184 橋谷 優奈(2) ﾊｼﾀﾆ ﾕｳﾅ
185 德井 紗英(2) ﾄｸｲ ｻｴ
183 黒瀬 薫(2) ｸﾛｾ ｶｵﾙ

凡例  DNS:欠場



女子走高跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              1m79      渡辺　ゆかり(鳥取西高)                84.8.2
大会記録(GR)            1m74      太田　洋子(青谷中教)                  1982 5月12日 09:30 決　勝

決　勝　

ﾃﾗﾀﾆ  ｻﾄﾐ 鳥取 － － － － － ○ ○ × × ×

1 1 37503 寺谷 諭美(4) 筑波大 1m65
ｶｼﾞﾜﾗ ﾐﾕｳ 鳥取 － ○ ○ ○ × × ○ × × ×

2 5 44 梶原 美悠(3) 鳥取城北高 1m55
ﾔﾏｼﾀ  ﾊﾙｶ 鳥取 － － ○ × × ○ × × ×

3 3 109 山下 遙(2) 倉吉東高 1m50
ﾎｿﾀﾞ ﾋｶﾘ 鳥取 － ○ ○ × × ○ × × ×

3 4 451 細田 ひかり(3) 鳥大附中 1m50
ﾀｸﾜ ﾅｵ 鳥取 ○ × ○ ○ × × ×

5 7 32 多久和 菜緒(3) 境高 1m45
ｻｶﾃ ｱﾕﾐ 鳥取 － － × × ○ × × ×

6 6 119 坂手 歩実(3) 倉吉東高 1m45
ﾄﾐﾅｶﾞ ｶﾎ 鳥取 ○ ○ × × ×

7 2 13 富永 夏帆(3) 福米中 1m40
ｻｶﾓﾄ ｱｵｲ 鳥取 ○ × ○ × × ×

8 8 30 坂本 葵(2) 境高 1m40
ｳｴｸｻ ﾅﾅｾ 鳥取 ○ × × ×

9 9 90 植草 七星(3) 米子西高 1m35
ﾔﾏｼﾀ　ｼｴ ○ × × ×

9 11 622 山下　詞衣(3) 八頭中 1m35
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 鳥取 × × ×

10 14 中村 彩花(3) 福米中 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m35 1m70

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65

凡例  NM:記録なし



女子棒高跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              3m92      松本　佳江(中京大)                    04.9.12
大会記録(GR)            3m60      松本　佳江/江口　茜(中京大/WWAC)      2005/2006 5月13日 12:00 決　勝

決　勝　

ｻｲｷ ｱﾕｶ 鳥　取 － ○ × ○ ○ － × × ×

1 3 2204 斉木　杏祐華(4) 中京大 3m40
ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ 鳥取 ○ × × ×

2 1 322 田中 七海 北条中 2m10
ｽｷﾞﾔﾏ ﾜｶﾅ 鳥取 ○ × × ×

2 2 135 杉山 和奏(3) 倉吉北高 2m10

ｺﾒﾝﾄ
3m00 3m20 3m40 3m50 3m60

記録順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m10



女子走幅跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              6m11      湊　つばさ(鳥取県SC)                  07.10.28
大会記録(GR)            5m97      湊　つばさ(島根大)                    2005 5月12日 09:30 決　勝

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

ｺﾊﾗ ﾐﾊﾙ 鳥取 5m40 × 5m36 5m40 7 × × 5m36 5m40
1 4 878 小原 未陽 SMTC +1.1 +0.8 +1.1 +2.2 +1.1

ﾆｼｵﾉ ﾘｺ 鳥取 5m36 5m40 × 5m40 8 5m23 5m30 5m05 5m40
2 5 148 西小野 莉子(1) 境高 +1.3 +2.6 +2.6 +2.4 -0.4 +0.8 +2.6

ｲﾜﾓﾄ ﾘｻ 鳥取 5m21 × × 5m21 6 5m35 5m23 5m31 5m35
3 13 879 岩本 理沙 SMTC +0.9 +0.9 +2.8 +0.9 +0.5 +2.8

ｶﾜﾓﾄ ﾐﾕ 鳥取 4m93 4m93 × 4m93 4 4m51 4m88 5m11 5m11
4 3 300 河本 美祐(3) 倉吉西中 +1.3 +2.1 +1.3 +0.4 +0.1 0.0 0.0

ｷﾀﾏﾄﾞ ﾚﾅ 鳥取 4m39 4m79 4m86 4m86 3 4m66 × 5m09 5m09
5 6 23 北窓 玲奈(1) 米子南高 +0.2 +1.7 +1.9 +1.9 +1.7 +1.0 +1.0

ｻｶﾓﾄ ｺﾄ 鳥取 4m94 × 5m05 5m05 5 4m93 × 5m02 5m05
6 11 67 坂本 琴(2) 鳥取城北高 +1.8 +1.5 +1.5 -0.2 +1.4 +1.5

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅｺ 4m46 4m53 4m43 4m53 2 4m58 4m32 4m36 4m58
7 15 14 松本 日向子(3) 米子南高 +0.9 +1.9 +0.4 +1.9 0.0 +0.7 -0.2 0.0

ｼﾏﾀﾆ ﾘﾎ 鳥取 × 4m52 × 4m52 1 4m53 4m20 × 4m53
8 8 149 島谷 莉帆(1) 境高 +2.4 +2.4 +3.1 +0.3 +3.1

ｵｶﾑﾗ ｾﾅ 鳥取 3m49 4m36 4m47 4m47 4m47
9 19 54 岡村 紗那(1) 鳥取城北高 +1.1 +1.8 +0.9 +0.9 +0.9

ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ 3m71 4m29 × 4m29 4m29
10 2 13 中原 有希(3) 米子南高 +2.1 +2.2 +2.2 +2.2

ｺﾀﾞﾏ ｿﾗ 鳥取 × 4m25 4m04 4m25 4m25
11 14 66 児玉 大空(2) 鳥取城北高 +3.4 +0.2 +3.4 +3.4

ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 鳥取 3m91 3m97 4m20 4m20 4m20
12 16 162 安部 桃花(2) 鳥取商高 +1.4 +2.8 +1.8 +1.8 +1.8

ﾔﾏｼﾀ ﾐｷ 鳥取 × 4m07 × 4m07 4m07
13 12 721 山下 美木 ケアジムGENKI -0.2 -0.2 -0.2

ﾔﾏﾈ ﾙｶ 鳥取 4m00 3m78 3m72 4m00 4m00
14 10 72 山根 瑠夏(1) 鳥取城北高 +1.5 +1.2 +0.9 +1.5 +1.5

ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 鳥取

1 108 岡崎 汀(3) 倉吉東高 DNS
ｶﾜﾓﾄ ﾐﾕ 鳥取

7 300 河本 美祐(3) 倉吉西中 DNS
ｱﾘﾓﾄ  ﾘﾘ 鳥取

9 110 有本 吏里(2) 倉吉東高 DNS
ｽｷﾞﾓﾄ  ﾘﾝｶ

17 115 杉本 鈴夏(1) 倉吉東高 DNS
ﾌｸﾔﾏ ﾊﾙｶ 鳥取

18 42 福山 遥(3) 鳥取城北高 DNS

凡例  DNS:欠場



女子三段跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              12m60     湊　つばさ(島根大)                    05.5.8
大会記録(GR)            12m60     湊　つばさ(島根大)                    2005 5月13日 10:30 決　勝

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

ｻｶﾓﾄ ｺﾄ 鳥取 10m82 10m72 10m57 10m82 6 10m41 × 11m14 11m14
1 3 67 坂本 琴(2) 鳥取城北高 +0.7 +0.6 0.0 +0.7 0.0 0.0 0.0

ｲﾜﾓﾄ ﾘｻ 鳥取 11m05 × × 11m05 7 10m93 10m80 11m05 11m05
2 2 879 岩本 理沙 SMTC +0.5 +0.5 -0.4 0.0 +0.6 +0.5

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅｺ × 9m95 9m89 9m95 5 9m98 9m76 × 9m98
3 10 14 松本 日向子(3) 米子南高 -0.8 -0.2 -0.8 +0.4 +0.8 +0.4

ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ 9m43 9m49 × 9m49 4 9m61 × 9m41 9m61
4 9 13 中原 有希(3) 米子南高 -0.6 -0.2 -0.2 +0.1 +1.0 +0.1

ｻｶﾃ ｱﾕﾐ 鳥取 9m27 9m19 9m32 9m32 3 9m59 9m15 × 9m59
5 5 119 坂手 歩実(3) 倉吉東高 +0.8 +0.2 -0.8 -0.8 -0.5 0.0 -0.5

ｻｶﾓﾄ ｱｵｲ 鳥取 × × × 1 × × ×
6 30 坂本 葵(2) 境高 NM

ｼﾏﾀﾆ ﾘﾎ 鳥取 × × × 2 × × ×
8 149 島谷 莉帆(1) 境高 NM

ﾔﾏｼﾀ  ﾊﾙｶ 鳥取

1 109 山下 遙(2) 倉吉東高 DNS
ﾌｸﾔﾏ ﾊﾙｶ 鳥取

4 42 福山 遥(3) 鳥取城北高 DNS
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄﾐ 鳥取

7 163 吉田 瞳美(2) 鳥取商高 DNS
ｼﾏﾀﾆ ﾅﾂﾎ 鳥取

11 880 島谷 夏帆 SMTC DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              15m27     佐々木　美幸(倉吉東中教)              85.7.7
大会記録(GR)            14m42     佐々木　美幸(倉吉東中教)              1985 5月13日 14:00 決　勝

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

ﾔﾏﾓﾄ ﾒﾙ 鳥取

1 1 159 山本 める(3) 鳥取商高 9m76 9m37 9m98 9m98 9m39 × 9m02 9m98
ﾀｶﾂｶ ﾋﾅ 鳥取

2 2 20 高塚 陽菜(2) 米子南高 × 9m38 9m45 9m45 9m58 9m49 9m31 9m58
ｶﾜｻｷ ﾚｲ 鳥取

3 3 154 河﨑 玲(2) 鳥取西高 8m28 8m34 8m41 8m41 8m44 8m83 8m73 8m83
ﾋｸﾞﾁ ﾐｻｷ 鳥取

4 5 136 樋口 美咲(1) 倉吉北高 7m42 7m20 7m81 7m81 7m56 × 7m67 7m81
コバヤシ アミ 鳥取

5 4 175 小林 杏海(3) 鳥取湖陵高 7m06 7m17 6m81 7m17 6m82 7m01 6m49 7m17
カゲヤマ アユミ 鳥取

6 6 158 影山 歩美(3) 米子高 4m87 4m99 5m06 5m06 5m01 5m17 4m97 5m17



女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              47m76     牧　和穂(島根大)                      02.8.17
大会記録(GR)            44m55     牧　和穂(島根大)                      2002 5月12日 13:30 決　勝

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

ﾊﾏﾓﾄ ｻｸﾗ 鳥取

1 2 128 濱本 さくら(2) 倉吉総産高 30m79 31m21 31m82 31m82 8 31m00 × 32m57 32m57
ｷﾇﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

2 8 99 絹谷 希(3) 米子北高 31m39 × × 31m39 7 × × 32m51 32m51
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾀ 鳥取

3 6 34 松本 ひなた(3) 境高 26m51 25m66 28m72 28m72 6 28m60 28m12 27m40 28m72
ﾋｸﾞﾁ ﾐｻｷ 鳥取

4 5 136 樋口 美咲(1) 倉吉北高 19m38 17m25 25m59 25m59 5 25m70 × 25m08 25m70
ﾅｶﾞｻｷ ｱｶﾘ 鳥取

5 9 37 長崎 あかり(3) 米子工高 21m58 × 22m94 22m94 4 23m79 22m16 23m99 23m99
ﾕﾐﾀ ﾐﾕ 鳥取

6 1 16 弓田 三結(3) 米子南高 21m18 22m68 22m83 22m83 3 21m05 22m83 × 22m83
ｶﾜｻｷ ﾚｲ 鳥取

7 10 154 河﨑 玲(2) 鳥取西高 20m71 × 20m88 20m88 2 × × × 20m88
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾘｺ 鳥取

8 4 38 谷口 梨里子(3) 米子工高 16m47 16m17 16m20 16m47 1 15m82 × 16m24 16m47
カゲヤマ アユミ 鳥取

9 7 158 影山 歩美(3) 米子高 15m94 15m49 14m19 15m94 15m94
イシダ ミスズ 鳥取

10 3 157 石田 美鈴(3) 米子高 15m26 15m22 15m31 15m31 15m31



女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              58m57     牧　和穂(鳥取SC)                      03.10.29
大会記録(GR)            55m19     牧　和穂(鳥取県SC)                    2004 5月12日 15:30 決　勝

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

ﾌｸﾔﾏ ｱｲﾗ 鳥取

1 5 137 福山 愛羅(2) 倉吉北高 40m28 43m96 × 43m96 5 39m84 39m70 × 43m96
ﾔﾏﾓﾄ ﾒﾙ 鳥取

2 2 159 山本 める(3) 鳥取商高 38m08 40m70 39m19 40m70 4 39m29 35m05 35m82 40m70
ﾊﾏﾓﾄ ｻｸﾗ 鳥取

3 1 128 濱本 さくら(2) 倉吉総産高 × × × 1 × 37m26 × 37m26
ﾊﾏﾓﾄ ｶﾚﾝ 鳥取

4 4 263 濱本 かれん(2) 北溟中 20m54 23m04 × 23m04 3 18m61 21m59 22m50 23m04
ﾉｻｷ ｼｮｳｶ 鳥取

5 3 125 野﨑 祥花(3) 倉吉東高 14m81 15m74 18m03 18m03 2 16m28 16m14 17m93 18m03



女子やり投(0.600g)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

県記録(TR)              52m12     田中　晴菜(倉吉総産高)                13.10.6
大会記録(GR)            47m60     佐藤　友佳(東大阪大)                  2012 5月13日 12:30 決　勝

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

ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾅ 鳥取

1 7 60 小林 鈴奈(3) 鳥取城北高 41m30 37m15 39m88 41m30 8 42m51 41m35 43m10 43m10
ｵｶﾑﾗ ﾚｲﾅ 鳥取

2 2 62 岡村 玲奈(2) 鳥取城北高 38m56 38m34 38m05 38m56 7 37m47 37m07 × 38m56
ﾅｶﾞｵ ﾐｱｷ 鳥取

3 3 79 長尾 美明(3) 米子東高 33m53 36m09 34m31 36m09 6 × × × 36m09
ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ 鳥取

4 6 138 松田 ひなた(2) 倉吉北高 × 30m79 30m16 30m79 3 32m50 28m06 23m77 32m50
ｽﾐｶﾜ ﾚﾝｶ 鳥取

5 4 91 澄川 蓮華(3) 米子西高 28m39 31m75 30m73 31m75 4 30m58 32m19 29m13 32m19
イシダ ミスズ 鳥取

6 8 157 石田 美鈴(3) 米子高 32m04 29m70 × 32m04 5 26m95 × × 32m04
ﾉｻｷ ｼｮｳｶ 鳥取

7 9 125 野﨑 祥花(3) 倉吉東高 28m40 29m90 27m73 29m90 2 30m06 28m09 30m93 30m93
ﾀｸﾞﾁ ﾕｲ 鳥取

8 5 51 田口 由依(2) 鳥取城北高 25m04 24m91 25m89 25m89 1 24m49 24m75 22m96 25m89
ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾕｷ 鳥取

9 1 144 本田 美幸(3) 岩美高 21m54 16m06 18m85 21m54 21m54



七種競技 100mH(0.840m)
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月12日 10:05 決　勝

(風:-0.4)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾅﾜﾓﾄ ｽｽﾞ 鳥取

1 8 147 縄本 すず(1) 境高 17.51 540
ｵｻｷ ﾅﾂﾐ

2 7 10 尾﨑 菜都美(1) 八頭高 17.67 523
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵﾝ 鳥取

3 9 33 渡邉 梨穏(3) 境高 19.74 324



七種競技 走高跳
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月12日 12:00 決　勝

ﾅﾜﾓﾄ ｽｽﾞ 鳥取 － － － ○ ○ ○ ○ ○

1 3 147 縄本 すず(1) 境高 × ○ × × × 1m44 555
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵﾝ 鳥取 ○ × ○ × × ×

2 1 33 渡邉 梨穏(3) 境高 1m23 340
ｵｻｷ ﾅﾂﾐ ○ × ○ × × ×

2 2 10 尾﨑 菜都美(1) 八頭高 1m23 340

1m38 1m41
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m23

1m47

1m26 1m29 1m32 1m35
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m20

1m44



七種競技 砲丸投(4.000kg)
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月12日 14:30 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾜﾓﾄ ｽｽﾞ 鳥取

1 3 147 縄本 すず(1) 境高 8m20 8m38 7m88 8m38 424
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵﾝ 鳥取

2 1 33 渡邉 梨穏(3) 境高 7m57 7m56 7m41 7m57 372
ｵｻｷ ﾅﾂﾐ

3 2 10 尾﨑 菜都美(1) 八頭高 4m96 4m72 5m11 5m11 215



七種競技 200m
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月12日 16:15 決　勝

(風:+1.7)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｵｻｷ ﾅﾂﾐ

1 8 10 尾﨑 菜都美(1) 八頭高 28.67 579
ﾅﾜﾓﾄ ｽｽﾞ 鳥取

2 9 147 縄本 すず(1) 境高 29.23 537
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵﾝ 鳥取

3 7 33 渡邉 梨穏(3) 境高 29.31 531



七種競技 走幅跳
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月13日 09:30 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾜﾓﾄ ｽｽﾞ 鳥取 4m41 4m47 4m73 4m73
1 3 147 縄本 すず(1) 境高 +0.5 +1.2 +0.1 +0.1 487

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵﾝ 鳥取 4m22 4m17 4m00 4m22
2 2 33 渡邉 梨穏(3) 境高 +0.9 +0.4 +2.1 +0.9 359

ｵｻｷ ﾅﾂﾐ 4m16 4m03 4m16 4m16
3 1 10 尾﨑 菜都美(1) 八頭高 +1.4 +0.3 +1.3 +1.4 345



七種競技 やり投(0.600kg)
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月13日 11:00 決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵﾝ 鳥取

1 2 33 渡邉 梨穏(3) 境高 20m79 20m45 19m09 20m79 304
ﾅﾜﾓﾄ ｽｽﾞ 鳥取

2 3 147 縄本 すず(1) 境高 16m05 13m35 15m13 16m05 216
ｵｻｷ ﾅﾂﾐ

1 10 尾﨑 菜都美(1) 八頭高 × × × 0 NM

凡例  NM:記録なし



七種競技 800m
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月13日 15:20 決　勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾅﾜﾓﾄ ｽｽﾞ 鳥取

1 5 147 縄本 すず(1) 境高 2:51.57 447
ｵｻｷ ﾅﾂﾐ

2 7 10 尾﨑 菜都美(1) 八頭高 2:51.72 446
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵﾝ 鳥取

3 6 33 渡邉 梨穏(3) 境高 2:55.80 405

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝



少年A女子3000m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月13日 15:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾏｶﾞﾐ ﾁｶｹﾞ 鳥取

1 16 45 濱上 千景(3) 鳥取城北高 10:08.05
ｽｷﾞﾑﾗ ﾜｶ 鳥取

2 3 7 杉村 和香(2) 八頭高 10:27.28
ﾕｶﾜ ﾚﾅ 鳥取

3 14 161 湯川 令奈(2) 鳥取商高 10:31.26
ｳｴﾀﾞ ﾓｴ 鳥取

4 4 57 植田 萌恵(1) 鳥取城北高 10:32.72
ﾏﾂｲ ｻﾗ 鳥取

5 11 46 松井 沙羅(3) 鳥取城北高 10:33.81
ｺﾀﾞﾆ ｱﾔﾉ 鳥取

6 2 6 小谷 彩乃(2) 八頭高 10:35.95
ﾏﾔｶ ｼﾞｪﾙｰｼｬﾕﾘ 鳥取

7 10 85 真也加  ジェルーシャ有里(2) 鳥取育英高 10:38.62
ﾀｸﾞﾁ ﾈﾈ 鳥取

8 19 1 田口 音々(3) 八頭高 10:39.80
ｲｹｵｶ ｱｽﾞｻ 鳥取

9 17 84 池岡  杏都沙(2) 鳥取育英高 10:55.37
ｲﾝﾀﾞ ｴﾘ 鳥取

10 15 80 因田 衣里(2) 米子東高 11:06.48
ﾎﾘｵ ｶﾘﾝ 鳥取

11 8 83 堀尾 和凛(3) 鳥取育英高 11:34.32
ｲｼﾎｳ ﾌｳｶ 鳥取

12 13 129 石寶 楓夏(3) 倉吉総産高 11:50.86
ﾖｼｵｶ ﾘｻ 鳥取

13 18 120 吉岡 里紗(3) 倉吉東高 11:55.26
ｸﾆﾓﾘ ﾅｵ 鳥取

14 6 170 國森 菜生(2) 鳥取東高 11:55.50
ｵﾁｱｲ ﾁｻﾄ

15 20 141 落合 知里(2) 鳥取敬愛高 12:07.43
ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ 鳥取

16 9 130 山本 空(3) 倉吉総産高 12:34.82
ﾏｻﾀﾞ ｱｲﾘ 鳥取

1 55 政田 愛梨(1) 鳥取城北高 DNS
ﾏﾂｵｶ ﾁｽｽﾞ 鳥取

5 76 松岡 千鈴(3) 米子東高 DNS
ｲｼｲ ｴﾘﾅ 鳥取

7 59 石井 永理奈(2) 鳥取城北高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾐ 鳥取

12 69 渡邉 智美(2) 鳥取城北高 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



U18女子100mH(0.762m)
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月12日 14:35 決　勝

決　勝　

(風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜﾓﾄ ﾐﾕ 鳥取

1 6 300 河本 美祐(3) 倉吉西中 14.73
ｸﾜﾓﾄ ﾏﾅ 鳥取

2 9 88 桑本 茉奈(3) 鳥取育英高 15.38
ﾆｼﾑﾗ  ｶﾉ

3 7 123 西村 華乃(1) 倉吉東高 15.39
ｽｷﾞﾓﾄ  ﾘﾝｶ

8 115 杉本 鈴夏(1) 倉吉東高 DNS

凡例  DNS:欠場


