
一般男子100m

県記録(TR)              10.25     福長　正彦(東京学芸大)                00.5.27
大会記録(GR)            10.3      清水　禎宏(島根県教委)                1984

予選　15組0着＋24

1組 (風:+2.3) 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
ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾁ 鳥取 ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥取

1 7 318 中村　開知(3) 鳥取聾 11.38 q 1 3 242 坂田　育斗(1) 鳥取育英高 11.28 q
ｼﾊﾞﾀ ﾀｹﾙ 鳥取 ﾉｷﾞﾜ ﾀｸﾛｳ 鳥取

2 6 632 柴田　昴瑠 鳥取ＡＳ 11.43 2 6 81 野際　拓朗(3) 米子東高 11.30 q
ｵｵｲｼ ﾅｵﾄ 鳥取 ｵｸﾀﾆ ｶｲ 鳥取

3 5 108 大石　直徹(2) 後藤ヶ丘中 11.44 3 9 148 奥谷　海(3) 鳥取城北高 11.36 q
ｻﾀﾞﾂﾈ ﾚﾝ 鳥取 ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻｷ 鳥取

4 4 52 定常　廉(2) 倉吉東高 11.61 4 4 48 北島　昌樹(2) 倉吉東高 11.37 q
ｲｼｲ ｼｭﾝｽｹ 鳥取 ﾐﾔｸﾗ ｶｽﾞｷ 鳥取

5 3 320 石井　峻介(1) 鳥取商高 12.35 5 7 58 宮倉　和希(3) 米子西高 12.50
ﾀﾌﾞﾁ ﾘｭｳｷ 鳥取 ｲｿｴ ﾊﾔﾄ 鳥取

6 9 274 田淵　隆輝(2) 鳥取湖陵高 12.39 6 8 638 磯江　隼斗(2) 北栄スポーツクラブ 12.68
ｵｵﾔﾏ ﾕｳｷ 鳥取 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ 鳥取

7 8 140 大山　友希(2) 八頭高 12.69 7 2 363 井上　智博(1) 鳥取工高 12.88
ﾔﾏﾑﾗ ｲｸﾄ 鳥取 ｷﾇﾐ ﾙｲ 鳥取

2 698 山村　郁人(2) 千代南中 DNS 8 5 370 絹見　流生(1) 八頭高 13.11
ｳﾗﾊﾏ ﾕｳｶﾞ 鳥取

9 1 359 浦濵　勇雅(1) 岩美高 16.54

3組 (風:+2.8) 4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
ﾖﾈｲ ｹﾝﾄ 鳥取 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 鳥取

1 3 151 米井　健人(3) 鳥取城北高 10.88 q 1 3 627 石原　寛之 鳥取ＡＳ 11.27 q
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀﾞﾕｳ 鳥取 ｺｲｿ ｶｽﾞｷ 鳥取

2 5 1104 松本　洸太夫(2) 環太平洋大 11.37 q 2 5 1139 古礒　和樹(M1) 岡山大 11.44
ｵｵﾓﾘ ﾊﾙｶ 鳥取 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓｷ 鳥取

3 6 635 大森　遥 鳥取ＡＳ 11.60 3 2 260 岡本　智輝(3) 岩美高 11.69
ﾆｼｵ ﾋﾛｷ 鳥取 ﾆｼﾑﾗ ｾｲｺﾞ 鳥取

4 4 69 西尾　洋輝(3) 米子東高 11.61 4 4 165 西村　誠悟(1) 鳥取城北高 11.70
ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 鳥取 ﾔﾏﾏｽ ｶｽﾞﾋﾄ 鳥取

5 2 257 田中　瑞紀(3) 岩美高 11.63 5 6 182 山増　和仁(2) 倉吉西高 11.77
ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｼｮｳ 鳥　取 ﾐｶﾐ ﾀﾞｲｷ 鳥取

6 7 18 林原　翔(3) 米子南高 11.86 6 7 65 三上　大輝(2) 米子西高 11.95
ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 鳥取 ｲﾁﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 鳥取

7 9 220 岩本　恭平(1) 鳥取育英高 12.02 7 8 51 市村　正如(3) 倉吉東高 12.10
ﾂﾁｴ ﾖｼﾀｶ 鳥取 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 鳥取

8 1 354 土江　由高(1) 鳥取西高 12.69 8 9 190 川口　雄太(2) 鳥取工高 12.49
ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀ 鳥取 ｲｸﾀ ﾜﾀﾘ 鳥取

9 8 296 竹内　翔太(1) 鳥取東高 12.78 1 86 生田　亘(2) 米子東高 DNS

5組 (風:+2.6) 6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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 鳥取 ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 鳥取

1 7 217 林　佑亮(1) 鳥取育英高 11.71 1 5 634 徳本　和訓 鳥取ＡＳ 11.29 q
ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ 鳥取 ﾀﾆﾓﾄｹｲﾀﾛｳ 鳥取

2 5 407 山崎　利洋(1) 倉吉西高 11.74 2 6 247 谷本　恵太郎(1) 米子東高 11.59
ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾔ 鳥取 ﾆｼｶﾞｷ ｹｲﾀ 鳥　取

3 6 97 松本　兼也(2) 境高 11.84 3 4 149 西垣　啓汰(3) 鳥取城北高 11.61
ﾋﾗｵ ﾉｿﾞﾐ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾄ 鳥取

4 9 270 平尾　希望(1) 鳥取城北高 11.88 4 7 256 田中　秀登(1) 米子北斗高 12.04
ｲﾜﾑﾗ ﾏｻｷ 鳥　取 ｵｵｲ ｱﾂﾅﾘ 鳥　取

5 8 101 岩村　真希(3) 後藤ヶ丘中 12.12 5 8 102 大井　惇誠(3) 後藤ヶ丘中 12.23
ｻﾜ ﾀﾂｷ 鳥取 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾞｸ 鳥取

6 3 310 澤　竜輝(2) 鳥取東高 12.40 6 9 240 松本　岳(1) 鳥取育英高 12.52
ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 鳥取 ﾋﾗｵ ﾅｵｷ 鳥取

7 2 202 川口　翔太(2) 鳥取工高 13.41 7 2 374 平尾　尚稀(1) 八頭高 13.28
ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 鳥取 ﾑﾗｵ ｺｳｽｹ 鳥取

4 287 村上　拓哉(1) 倉吉東高 DNS 8 3 284 村尾　康如(1) 岩美高 13.31

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 10:40 予選
5月10日 13:50 準決勝

5月10日 15:25 決勝

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般男子100m

県記録(TR)              10.25     福長　正彦(東京学芸大)                00.5.27
大会記録(GR)            10.3      清水　禎宏(島根県教委)                1984

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 10:40 予選
5月10日 13:50 準決勝

5月10日 15:25 決勝

予選　15組0着＋24

7組 (風:+1.7) 8組 (風:+4.1)

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 ｺｳｷ 鳥取 ﾏｴﾀ ｼﾝｻｸ 鳥取

1 6 46 前田　浩輝(3) 倉吉東高 11.04 q 1 4 342 前田　真作(2) 鳥取西高 11.19 q
ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取 ﾀｶﾂｶ ﾀﾞｲ 鳥取

2 4 630 前畑　良一 鳥取ＡＳ 11.14 q 2 7 623 高塚　大 鳥取ＡＳ 11.41 q
ｱﾀﾗｼ ｺｳﾀ 鳥取 ﾃﾗｵ ｶｽﾞﾋﾛ 鳥取

3 5 137 新　幸汰(2) 八頭高 11.51 3 6 276 寺尾　和浩(2) 鳥取湖陵高 11.60
ﾅｶﾔﾏ ｹﾝﾀ 鳥取 ﾀﾆｼﾞﾘ ﾄﾓﾔ 鳥取

4 7 72061 中山　健太(4) 米子高専 11.74 4 9 166 谷尻　友也(1) 鳥取城北高 11.86
ﾌﾅｺｼ ﾃﾂﾔ 鳥取 ｼﾝﾉｷ ｺｳﾀ 鳥取

5 8 108 舟越　哲也(3) 米子工高 11.78 5 8 289 進木　康汰(1) 倉吉東高 11.96
ﾔﾌﾞｳﾁ ﾅｵｷ 鳥　取 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 鳥取

6 2 285 薮内　直樹(1) 岩美高 12.99 6 5 362 中嶋　一貴(1) 鳥取工高 12.17
ｸｻｶﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 鳥取 ﾊﾀﾔﾏ ﾕｲﾄ 鳥取

7 3 255 日下部　翔一(1) 米子北斗高 13.06 7 3 641 畠山　由渡(2) 北栄スポーツクラブ 12.98
ﾏｴﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取 ｸﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 鳥取

9 703 前田　健太朗(2) 鳥取東中 DNF 2 301 久野　哲平(1) 鳥取東高 DNS

9組 (風:+2.4) 10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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀﾅｶ ﾅｵｽﾞﾐ 鳥取 ﾏﾂｼﾀ ｶｵﾙ 鳥取

1 4 253 田中　尚純(2) 米子北斗高 11.58 1 6 254 松下　薫(2) 米子北斗高 11.35 q
ﾐﾀﾆ ﾖｼﾌﾐ 鳥取 ｲﾄｳ ﾑﾂｷ 鳥取

2 6 71725 三谷　佳史(4) 鳥取大 11.63 2 7 302 伊藤　睦希(1) 鳥取東高 11.59
ｳﾗﾔﾏ ｺｳﾍｲ 鳥取 ｵｵﾀ ｿｳﾏ 鳥取

3 7 24 浦山　耕平(2) 米子高専 11.68 3 8 153 大田　聡磨(2) 鳥取城北高 12.11
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾔ 鳥取 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 鳥取

4 9 205 後藤　　優弥(3) 境総合高 12.73 4 9 241 清水　準也(1) 鳥取育英高 12.21
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 鳥取 ﾎｯﾀ ﾅｵﾔ 鳥取

5 3 313 遠藤　康平(3) 大栄中 12.99 5 5 401 堀田　直弥(1) 米子東高 12.56
ｳﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 鳥取 ﾌｼﾞﾀﾔ ｽﾃﾙ 鳥取

6 2 265 浦田　亮祐(1) 岩美高 13.42 6 3 315 藤田　保輝(3) 大栄中 12.99
ﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取 ﾋﾗｲ ﾉﾌﾞﾔ 鳥取

5 71961 原　健太朗(2) 鳥大医学部 DNS 7 2 267 平井　遥也(1) 岩美高 13.40
ｸﾎﾞﾀ ｹｲｽｹ 鳥取 ﾅｶﾊﾗ ｹﾝﾄ 鳥取

8 74 久保田　恵介(2) 米子東高 DNS 4 410 中原　健登(1) 倉吉西高 DNS

11組 (風:+2.8) 12組 (風:+3.0)

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
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 鳥取 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾀ 鳥取

1 5 21 小林　太一(2) 鳥取商高 11.11 q 1 6 183 金森　佑太(3) 倉吉西高 11.26 q
ﾐﾔｼﾞ ﾀｸﾐ 鳥取 ﾂﾏｷ ﾕｳﾀﾛｳ 鳥取

2 6 222 宮治　拓海(3) 鳥取育英高 11.17 q 2 4 71964 妻木　裕太郎(2) 鳥大医学部 11.26 q
ｵｸﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 鳥取 ﾆｯﾀ ﾘｮｳ 鳥取

3 4 203 奥田　純也(3) 鳥取工高 11.64 3 5 126 新田　遼(3) 八頭高 11.28 q
ｷｸｲ ﾋﾛｷ 鳥取 ｻｸﾗ ﾔｽｼ 鳥取

4 8 288 菊井　大輝(1) 倉吉東高 12.05 4 3 29 佐倉　康(3) 米子高専 11.66
ｲﾜﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 鳥取 ﾓﾘﾜｷ ﾏｻﾅｵ 鳥取

5 9 291 岩本　純平(3) 鳥取東高 12.30 5 8 206 森脇　　将尚(3) 境総合高 11.89
ﾅｶｲ ﾚﾝ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾀ 鳥取

6 3 405 中井　廉(1) 鳥取城北高 12.86 6 2 773 足立　龍太 鳥取陸協 12.20
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 鳥取 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 鳥取

7 2 371 竹内　湧貴(1) 八頭高 14.05 7 9 273 山本　博貴(3) 鳥取湖陵高 12.21
ｲﾁﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取 ｸﾛｻﾜ ｶｵﾙ 鳥取

7 71719 市原　大輝(2) 鳥取大 DNS 8 7 109 黒澤　薫史(2) 後藤ヶ丘中 12.63
ﾓﾘｷ ﾄﾓﾔ 鳥取

9 1 269 森木　友哉(1) 岩美高 12.69

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般男子100m

県記録(TR)              10.25     福長　正彦(東京学芸大)                00.5.27
大会記録(GR)            10.3      清水　禎宏(島根県教委)                1984

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 10:40 予選
5月10日 13:50 準決勝

5月10日 15:25 決勝

予選　15組0着＋24

13組 (風:+3.1) 14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
ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ 鳥取 ｺｳﾘｷ ｼﾝﾔ 茨城

1 7 168 石川　智也(3) 鳥取城北高 11.13 q 1 3 1023 高力　慎也(4) 環太平洋大 10.97 q
ｵｶｲ ﾖｳﾍｲ 鳥取 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 鳥取

2 6 71969 岡井　陽平(1) 鳥取大 11.37 q 2 6 633 平林　匠 鳥取ＡＳ 11.41 q
ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾔ 鳥取 ﾖｺﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 鳥取

3 2 263 柴田　賢弥(2) 岩美高 11.46 3 1 3742 横原　和真 阿見AC 11.65
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾆｷ 鳥取 ｽﾐ ﾔｽﾅﾘ 鳥取

4 5 180 松原　國喜(3) 倉吉西高 11.60 4 5 94 角　康也(3) 境高 11.77
ｲｲﾀﾞ ｱﾂｼ 鳥取 ｲﾜﾀ ﾘｭｳﾔ 鳥取

5 4 22 飯田　淳史(2) 鳥取商高 11.73 5 4 67 岩田　龍弥(2) 米子西高 11.91
ｻﾝｵｳｼﾞ ﾕｳﾀ 鳥取 ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 鳥取

6 9 311 三王寺　佑太(2) 鳥取東高 12.21 6 7 158 田中　誠士(2) 鳥取城北高 12.04
ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾀ 鳥取 ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取

7 8 191 黒田　悠太(2) 鳥取工高 12.47 7 8 139 森田　湧大(2) 八頭高 12.53
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾔ 鳥取 ﾌｸﾀ ﾀｲﾁ 鳥取

3 697 小松　和矢(2) 千代南中 DNS 8 2 268 福田　太一(1) 岩美高 12.80
ﾏｴﾀ ﾘｭｳﾔ 鳥取

9 239 前田　隆冶(1) 鳥取育英高 DNS

15組 (風:+1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取

1 4 70 松本　雄大(3) 米子東高 11.08 q
ｷｼﾓﾄ ｼｭﾝ 鳥取

2 3 722 岸本　瞬 東部消防RC 11.44
ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾄﾐ 鳥取

3 7 1057 武本雅富(3) 環太平洋大 11.54
ｴｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 鳥取

4 5 88 永澤　竜太朗(3) 境高 11.57
ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ 鳥取

5 6 221 塩川　圭吾(1) 鳥取育英高 11.69
ｻﾜﾀ ｼｮｳﾍｲ 鳥取

6 8 71962 澤田　将平(4) 鳥大医学部 11.97
ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ 鳥取

7 9 375 本城　和貴(1) 八頭高 12.86
ｻｶﾀ ｼｮｳ 鳥取

8 2 320 坂田　匠(2) 大栄中 13.57

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般男子100m

県記録(TR)              10.25     福長　正彦(東京学芸大)                00.5.27
大会記録(GR)            10.3      清水　禎宏(島根県教委)                1984

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:+1.1) 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
ｺｳﾘｷ ｼﾝﾔ 茨城 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取

1 5 1023 高力　慎也(4) 環太平洋大 10.87 Q 1 6 70 松本　雄大(3) 米子東高 10.96 Q
ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥取 ﾏｴﾀ ｺｳｷ 鳥取

2 8 242 坂田　育斗(1) 鳥取育英高 10.89 Q 2 4 46 前田　浩輝(3) 倉吉東高 11.00 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 鳥取 ﾏｴﾀ ｼﾝｻｸ 鳥取

3 7 21 小林　太一(2) 鳥取商高 11.11 q 3 7 342 前田　真作(2) 鳥取西高 11.11 q
ﾐﾔｼﾞ ﾀｸﾐ 鳥取 ﾉｷﾞﾜ ﾀｸﾛｳ 鳥取

4 6 222 宮治　拓海(3) 鳥取育英高 11.23 4 9 81 野際　拓朗(3) 米子東高 11.21
ﾏﾂｼﾀ ｶｵﾙ 鳥取 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀﾞﾕｳ 鳥取

5 9 254 松下　薫(2) 米子北斗高 11.26 5 3 1104 松本　洸太夫(2) 環太平洋大 11.27
ﾂﾏｷ ﾕｳﾀﾛｳ 鳥取 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾀ 鳥取

6 4 71964 妻木　裕太郎(2) 鳥大医学部 11.33 6 5 183 金森　佑太(3) 倉吉西高 11.33
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾁ 鳥取

7 2 633 平林　匠 鳥取ＡＳ 11.37 7 2 318 中村　開知(3) 鳥取聾 11.36
ｵｶｲ ﾖｳﾍｲ 鳥取 ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 鳥取

8 3 71969 岡井　陽平(1) 鳥取大 11.52 8 8 634 徳本　和訓 鳥取ＡＳ 11.38

3組 (風:+2.1)

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 6 151 米井　健人(3) 鳥取城北高 10.76 Q
ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 鳥取

2 7 627 石原　寛之 鳥取ＡＳ 10.95 Q
ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取

3 5 630 前畑　良一 鳥取ＡＳ 11.03 q
ｵｸﾀﾆ ｶｲ 鳥取

4 9 148 奥谷　海(3) 鳥取城北高 11.14
ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ 鳥取

5 4 168 石川　智也(3) 鳥取城北高 11.15
ﾆｯﾀ ﾘｮｳ 鳥取

6 8 126 新田　遼(3) 八頭高 11.24
ﾀｶﾂｶ ﾀﾞｲ 鳥取

7 3 623 高塚　大 鳥取ＡＳ 12.46
ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻｷ 鳥取

2 48 北島　昌樹(2) 倉吉東高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 10:40 予選
5月10日 13:50 準決勝

5月10日 15:25 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子100m

県記録(TR)              10.25     福長　正彦(東京学芸大)                00.5.27
大会記録(GR)            10.3      清水　禎宏(島根県教委)                1984

決勝　

(風:+3.0)

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 3 151 米井　健人(3) 鳥取城北高 10.67
ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥取

2 5 242 坂田　育斗(1) 鳥取育英高 10.72
ｺｳﾘｷ ｼﾝﾔ 茨城

3 4 1023 高力　慎也(4) 環太平洋大 10.82
ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 鳥取

4 9 627 石原　寛之 鳥取ＡＳ 10.90
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取

5 6 70 松本　雄大(3) 米子東高 10.92
ﾏｴﾀ ｺｳｷ 鳥取

6 8 46 前田　浩輝(3) 倉吉東高 10.96
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 鳥取

7 1 21 小林　太一(2) 鳥取商高 11.00
ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取

8 7 630 前畑　良一 鳥取ＡＳ 11.04
ﾏｴﾀ ｼﾝｻｸ 鳥取

9 2 342 前田　真作(2) 鳥取西高 11.12

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 10:40 予選
5月10日 13:50 準決勝

5月10日 15:25 決勝

凡例 



一般男子200m

県記録(TR)              20.57     福長　正彦(東京学芸大)                00.9.9
大会記録(GR)            20.9      伊東　浩司(富士通)                    1993

予選　8組0着＋16

1組 (風:+1.9) 2組 (風:+2.1)

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
ｼﾓﾀﾞ ﾏｻｼ 鳥取 ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

1 6 3529 下田　将(4) 明治大 22.32 q 1 6 113 住谷　俊亮(1) 鳥取商高 23.26 q
ｵｸﾀﾆ ｶｲ 鳥取 ﾔｽﾀﾞ ﾅﾙｷ 鳥取

2 5 148 奥谷　海(3) 鳥取城北高 23.27 q 2 5 42 安田　成輝(3) 米子北高 23.27 q
ｳﾗﾔﾏ ｺｳﾍｲ 鳥取 ﾅｶﾑﾗｺｳﾀﾞｲ 兵庫

3 9 24 浦山　耕平(2) 米子高専 23.91 3 8 1001 中村　航大(3) 香住一中 23.90
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ 鳥取 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾔ 鳥取

4 3 23 谷口　瞬也(2) 鳥取商高 23.96 4 4 97 松本　兼也(2) 境高 24.47
ｶﾉｳ ﾘｭｳｲﾁ 鳥取 ﾐｶﾐ ﾀﾞｲｷ 鳥取

5 1 107 加納　隆一(3) 米子工高 24.32 5 9 65 三上　大輝(2) 米子西高 24.76
ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｼｮｳ 鳥　取 ｵｸﾞﾗ ｹﾝｼﾞ 鳥取

6 2 18 林原　翔(3) 米子南高 24.76 6 2 36 小椋　健司(2) 米子高専 25.10
ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾔ 鳥取 ｻﾝｵｳｼﾞ ﾕｳﾀ 鳥取

7 7 136 福田　智也(2) 八頭高 24.84 7 3 311 三王寺　佑太(2) 鳥取東高 25.29
ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀ 鳥取 ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻｷ 鳥取

8 8 296 竹内　翔太(1) 鳥取東高 26.25 7 48 北島　昌樹(2) 倉吉東高 DNS
ﾀｶﾂｶ ﾀﾞｲ 鳥取

4 623 高塚　大 鳥取ＡＳ DNS

3組 (風:+3.0) 4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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾉｷﾞﾜ ﾀｸﾛｳ 鳥取 ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ 鳥取

1 5 81 野際　拓朗(3) 米子東高 22.79 q 1 5 214 河合　亮祐(2) 鳥取育英高 22.75 q
ｻｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 鳥取 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取

2 6 43 坂本　陽平(2) 米子北高 23.04 q 2 7 70 松本　雄大(3) 米子東高 22.77 q
ﾑﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾁ 鳥取

3 7 624 村田　和章 鳥取ＡＳ 23.13 q 3 6 318 中村　開知(3) 鳥取聾 23.24 q
ﾃﾗｵ ｶｽﾞﾋﾛ 鳥取 ﾌﾅｺｼ ﾃﾂﾔ 鳥取

4 3 276 寺尾　和浩(2) 鳥取湖陵高 23.58 4 8 108 舟越　哲也(3) 米子工高 24.27
ｱﾀﾗｼ ｺｳﾀ 鳥取 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝﾀ 鳥取

5 4 137 新　幸汰(2) 八頭高 23.62 5 4 72061 中山　健太(4) 米子高専 24.34
ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 鳥取 ｵｵﾀ ｿｳﾏ 鳥取

6 2 158 田中　誠士(2) 鳥取城北高 24.44 6 3 153 大田　聡磨(2) 鳥取城北高 24.51
ﾓﾘﾜｷ ﾏｻﾅｵ 鳥取 ｻﾜﾀ ｼｮｳﾍｲ 鳥取

7 9 206 森脇　　将尚(3) 境総合高 24.68 7 9 71962 澤田　将平(4) 鳥大医学部 24.91
ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳ 鳥取 ｵｵﾔﾏ ﾕｳｷ 鳥取

8 292 川口　亮(3) 鳥取東高 DNS 8 2 140 大山　友希(2) 八頭高 26.75

5組 (風:+0.7) 6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
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾀ 鳥取 ﾏｴﾀ ｺｳｷ 鳥取

1 4 183 金森　佑太(3) 倉吉西高 23.05 q 1 4 46 前田　浩輝(3) 倉吉東高 22.57 q
ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 鳥取

2 7 242 坂田　育斗(1) 鳥取育英高 23.09 q 2 5 21 小林　太一(2) 鳥取商高 23.05 q
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀﾞﾕｳ 鳥取 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 鳥取

3 5 1104 松本　洸太夫(2) 環太平洋大 23.37 3 6 40 山田　雄太(3) 米子北高 23.38
ｷｯｶﾜ ｴｲｼﾞ 鳥取 ｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ 鳥取

4 8 45 吉川　瑛士(2) 米子北高 24.34 4 8 103 伊田　幸司(2) 倉吉北高 24.20
ｲｼｲ ｼｭﾝｽｹ 鳥取 ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳﾀ 鳥取

5 3 320 石井　峻介(1) 鳥取商高 25.53 5 9 150 竹中　良太　(3) 鳥取城北高 24.58
ｱｵｴ ﾔｽﾀｶ 鳥取 ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取

2 71967 青江　康貴(2) 鳥大医学部 DNS 6 3 139 森田　湧大(2) 八頭高 25.92
ﾆｼｶﾞｷ ｹｲﾀ 鳥　取 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾀ 鳥取

6 149 西垣　啓汰(3) 鳥取城北高 DNS 2 773 足立　龍太 鳥取陸協 DNS
ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 鳥取 ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取

9 373 河上　昌宏(1) 八頭高 DNS 7 630 前畑　良一 鳥取ＡＳ DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 09:55 予選
5月11日 13:25 準決勝

5月11日 14:55 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子200m

県記録(TR)              20.57     福長　正彦(東京学芸大)                00.9.9
大会記録(GR)            20.9      伊東　浩司(富士通)                    1993

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 09:55 予選
5月11日 13:25 準決勝

5月11日 14:55 決勝

予選　8組0着＋16

7組 (風:+1.4) 8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 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 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ 鳥取

1 7 151 米井　健人(3) 鳥取城北高 22.58 q 1 6 168 石川　智也(3) 鳥取城北高 23.25 q
ｷｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取 ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ 鳥取

2 6 3567 岸田　健太郎(2) 明治大 22.61 q 2 5 221 塩川　圭吾(1) 鳥取育英高 23.88
ﾏﾂｼﾀ ｶｵﾙ 鳥取 ﾀﾆﾓﾄｹｲﾀﾛｳ 鳥取

3 4 254 松下　薫(2) 米子北斗高 23.60 3 2 247 谷本　恵太郎(1) 米子東高 24.37
ｲﾜﾀ ﾘｭｳﾔ 鳥取 ｵﾁｱｲ ﾕｳﾀ 鳥取

4 9 67 岩田　龍弥(2) 米子西高 23.96 4 8 44 落合　祐太(2) 米子北高 24.62
ｲｲﾀﾞ ｱﾂｼ 鳥取 ﾐﾔｸﾗ ｶｽﾞｷ 鳥取

5 8 22 飯田　淳史(2) 鳥取商高 24.48 5 3 58 宮倉　和希(3) 米子西高 26.13
ｽﾐ ﾔｽﾅﾘ 鳥取 ﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

6 5 94 角　康也(3) 境高 24.60 4 71961 原　健太朗(2) 鳥大医学部 DNS
ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾑ 鳥取 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 鳥取

7 2 348 伊藤　臨(1) 鳥取西高 25.31 7 287 村上　拓哉(1) 倉吉東高 DNS
ﾀｺﾞ ﾋﾗｷ 鳥取 ｵｵﾀｶｷ ﾕｳﾔ 鳥取

3 47 田子　拓基(2) 倉吉東高 DNS 9 308 大高木　雄也(2) 鳥取東高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子200m

県記録(TR)              20.57     福長　正彦(東京学芸大)                00.9.9
大会記録(GR)            20.9      伊東　浩司(富士通)                    1993

準決勝　2組4着

1組 (風:-1.3) 2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
ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥取 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻｼ 鳥取

1 8 242 坂田　育斗(1) 鳥取育英高 22.78 Q 1 6 3529 下田　将(4) 明治大 22.24 Q
ﾖﾈｲ ｹﾝﾄ 鳥取 ｷｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

2 5 151 米井　健人(3) 鳥取城北高 22.86 Q 2 4 3567 岸田　健太郎(2) 明治大 22.99 Q
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾀ 鳥取 ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ 鳥取

3 9 183 金森　佑太(3) 倉吉西高 23.10 Q 3 5 214 河合　亮祐(2) 鳥取育英高 23.01 Q
ﾉｷﾞﾜ ﾀｸﾛｳ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 鳥取

4 7 81 野際　拓朗(3) 米子東高 23.23 Q 4 9 21 小林　太一(2) 鳥取商高 23.32 Q
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取 ｵｸﾀﾆ ｶｲ 鳥取

5 6 70 松本　雄大(3) 米子東高 23.65 5 2 148 奥谷　海(3) 鳥取城北高 23.39
ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ 鳥取 ﾔｽﾀﾞ ﾅﾙｷ 鳥取

6 3 168 石川　智也(3) 鳥取城北高 23.79 6 1 42 安田　成輝(3) 米子北高 23.45
ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾁ 鳥取

7 2 113 住谷　俊亮(1) 鳥取商高 23.83 7 3 318 中村　開知(3) 鳥取聾 23.66
ﾏｴﾀ ｺｳｷ 鳥取 ｻｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 鳥取

4 46 前田　浩輝(3) 倉吉東高 DNS 8 7 43 坂本　陽平(2) 米子北高 23.83
ﾑﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ 鳥取

8 624 村田　和章 鳥取ＡＳ DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 09:55 予選
5月11日 13:25 準決勝

5月11日 14:55 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子200m

県記録(TR)              20.57     福長　正彦(東京学芸大)                00.9.9
大会記録(GR)            20.9      伊東　浩司(富士通)                    1993

決勝　

(風:-3.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾓﾀﾞ ﾏｻｼ 鳥取

1 6 3529 下田　将(4) 明治大 22.39
ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥取

2 5 242 坂田　育斗(1) 鳥取育英高 22.96
ﾖﾈｲ ｹﾝﾄ 鳥取

3 7 151 米井　健人(3) 鳥取城北高 23.25
ｷｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

4 4 3567 岸田　健太郎(2) 明治大 23.26
ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ 鳥取

5 8 214 河合　亮祐(2) 鳥取育英高 23.40
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾀ 鳥取

6 9 183 金森　佑太(3) 倉吉西高 23.68
ﾉｷﾞﾜ ﾀｸﾛｳ 鳥取

7 2 81 野際　拓朗(3) 米子東高 23.73
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 鳥取

8 3 21 小林　太一(2) 鳥取商高 23.86

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 09:55 予選
5月11日 13:25 準決勝

5月11日 14:55 決勝

凡例 



一般男子400m

県記録(TR)              46.42     北山　慎一(中京大)                    09.5.3
大会記録(GR)            48.30     下田　将(明治大)                      2013

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

ｼﾓﾀﾞ ﾏｻｼ 鳥取 ｺﾀﾞﾆ ﾅｵﾔ 鳥取

1 4 3529 下田　将(4) 明治大 48.54 q 1 4 49 小谷　直也(3) 倉吉東高 51.89 q
ｻｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 鳥取 ｻｸﾗ ﾔｽｼ 鳥取

2 5 43 坂本　陽平(2) 米子北高 52.01 q 2 6 29 佐倉　康(3) 米子高専 52.74
ﾐﾉ ｻｺﾝ 鳥取 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 鳥取

3 6 117 美濃　左近(3) 倉吉総産高 52.08 3 5 40 山田　雄太(3) 米子北高 53.34
ﾖﾈｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 鳥取 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 鳥取

4 3 332 米澤　健太(3) 鳥取西高 53.77 4 7 314 山田　雄太(2) 鳥取東高 54.83
ｸﾗｼｷ ﾘｮｳﾀ 鳥取 ｳｴｼﾞﾏ ｺﾀﾛｳ 鳥取

5 2 72 倉敷　凌太(3) 米子東高 56.36 5 2 279 植嶋児太朗(1) 鳥取湖陵高 1:07.53
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 鳥取 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳﾀ 鳥　取

6 7 197 中村　僚介(3) 鳥取工高 57.85 1 20 米田　悠太(2) 米子南高 DNS
ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞｷ 鳥取 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾄ 鳥取

8 101 横山　和輝(3) 倉吉北高 DNS 3 77 宮﨑　勇登(2) 米子東高 DNS
ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｹﾙ 鳥取

8 700 谷口　飛翔(3) 鳥取東中 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

ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ 鳥取 ｽｽﾞｷ ｴｲﾀ 鳥取

1 6 214 河合　亮祐(2) 鳥取育英高 51.22 q 1 5 208 鈴木　英太(3) 鳥取育英高 51.54 q
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｼ 鳥取 ｻｸﾗﾀﾆ ﾕｳｷ 鳥取

2 5 71808 谷口　真士(2) 広島経済大 52.22 2 3 127 櫻谷　勇輝(3) 八頭高 52.09
ﾓﾄｲｹ ｶｲ 鳥取 ｵﾁｱｲ ﾕｳﾀ 鳥取

3 3 98 本池　開(2) 境高 53.19 3 8 44 落合　祐太(2) 米子北高 54.97
ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 鳥取 ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾋﾛ 鳥取

4 1 114 伊藤　裕也(3) 倉吉総産高 56.50 4 6 62 長尾　和紘(3) 米子西高 55.15
ｵｵﾀｶｷ ﾕｳﾔ 鳥取 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳ 鳥取

5 7 308 大高木　雄也(2) 鳥取東高 56.67 5 7 292 川口　亮(3) 鳥取東高 56.53
ｷｯｶﾜ ｴｲｼﾞ 鳥取 ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳﾀ 鳥取

6 8 45 吉川　瑛士(2) 米子北高 57.23 6 2 150 竹中　良太　(3) 鳥取城北高 56.84
ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾔ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 鳥取

7 2 136 福田　智也(2) 八頭高 58.35 4 1994 田中　智大(1) 岡山商大 DNS
ｲｼｸﾞﾛ ﾀｶﾄｼ 鳥取

4 71713 石黒　貴利(2) 鳥取大 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

ｷｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取 ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

1 6 3567 岸田　健太郎(2) 明治大 50.12 q 1 5 113 住谷　俊亮(1) 鳥取商高 50.54 q
ﾔｽﾀﾞ ﾅﾙｷ 鳥取 ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ 鳥取

2 4 42 安田　成輝(3) 米子北高 52.88 2 6 628 山脇　竜徳 鳥取ＡＳ 51.77 q
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ 鳥取 ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭﾝ 鳥取

3 3 23 谷口　瞬也(2) 鳥取商高 53.76 3 8 244 石飛　駿(1) 境高 56.77
ｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ 鳥取 ｻﾜ ﾀﾂｷ 鳥取

4 5 103 伊田　幸司(2) 倉吉北高 54.54 4 1 310 澤　竜輝(2) 鳥取東高 57.03
ｵｵﾓﾘ ﾀｶｼ 鳥取 ﾅｶｶﾞｷ ﾄﾓﾋｻ 鳥取

5 7 56 大森　崇嗣(2) 米子西高 55.04 5 2 189 中垣　智久(2) 鳥取工高 58.01
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 鳥取 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 鳥取

6 2 199 山本　渉弘(2) 鳥取工高 57.69 3 373 河上　昌宏(1) 八頭高 DNS
ﾊｷﾞﾊﾗ ｼｭﾝ 鳥取 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｼ 鳥取

8 272 萩原　舜(1) 鳥取湖陵高 DNS 4 57 池田　和志(2) 米子西高 DNS
ﾀｺﾞ ﾋﾗｷ 鳥取

7 47 田子　拓基(2) 倉吉東高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 12:15 予選
5月10日 14:45 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子400m

県記録(TR)              46.42     北山　慎一(中京大)                    09.5.3
大会記録(GR)            48.30     下田　将(明治大)                      2013

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾓﾀﾞ ﾏｻｼ 鳥取

1 7 3529 下田　将(4) 明治大 48.24 GR
ｷｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

2 5 3567 岸田　健太郎(2) 明治大 49.87
ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

3 4 113 住谷　俊亮(1) 鳥取商高 50.38
ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ 鳥取

4 6 214 河合　亮祐(2) 鳥取育英高 50.68
ｽｽﾞｷ ｴｲﾀ 鳥取

5 8 208 鈴木　英太(3) 鳥取育英高 51.74
ｻｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 鳥取

6 3 43 坂本　陽平(2) 米子北高 52.69
ｺﾀﾞﾆ ﾅｵﾔ 鳥取

7 2 49 小谷　直也(3) 倉吉東高 52.87
ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ 鳥取

8 9 628 山脇　竜徳 鳥取ＡＳ 52.94

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 12:15 予選
5月10日 14:45 決勝

凡例  GR:大会記録



一般男子800m

県記録(TR)              1:49.45   常田　昌司(筑波大)                    97.10.3
大会記録(GR)            1:53.35   田村　大輔(自衛隊体育学校)            2012

予選　5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

ｵｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ 鳥取 ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ 鳥取

1 5 807 岡本　渉 鳥取陸協 1:56.16 q 1 4 628 山脇　竜徳 鳥取ＡＳ 2:01.43 q
ﾓﾘﾊﾗ ｹﾝｽｹ 鳥取 ｻｸﾗﾀﾆ ﾀｹｼ 鳥取

2 7 333 森原　健介(3) 鳥取西高 2:04.23 2 6 130 櫻谷　英(3) 八頭高 2:02.66 q
ｵｵﾓﾘ ﾀｲﾗ 鳥取 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

3 2 156 大森　太楽(1) 鳥取城北高 2:04.55 3 9 177 山田　健太郎(1) 鳥取城北高 2:03.97 q
ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 鳥取 ﾆｼｵ ﾅｵﾄ 鳥取

4 6 114 伊藤　裕也(3) 倉吉総産高 2:06.13 4 5 59 西尾　直人(3) 米子西高 2:05.83
ｲｼﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝ 鳥取 ｱｶｻ ｼｮｳｷ 鳥取

5 1 178 石塚　順(1) 鳥取城北高 2:13.76 5 7 212 赤坂　将輝(2) 鳥取育英高 2:06.39
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ 鳥取 ｵﾓﾃ ｾﾅ 鳥取

6 9 30 宮本　裕也(3) 米子高専 2:14.18 6 8 152 表　瀬那(2) 鳥取城北高 2:15.91
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｺｳｷ 鳥取 ﾌｸﾀ ﾏｻﾊﾙ 鳥取

3 95 柳原　好幾(3) 境高 DNS 7 2 186 福田　雅治(3) 鳥取工高 2:20.54
ﾌﾙﾀﾆ ﾀﾞｲｷ 鳥取 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ 鳥取

4 143 古谷　大季(2) 八頭高 DNS 8 3 111 村上　弘樹(3) 米子工高 2:21.13
ﾂﾙﾊﾗ ｶﾞｸｼ 鳥取

8 209 鶴原　楽士(3) 鳥取育英高 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

ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾀ 鳥取 ｲﾄｳ ﾚｵ 鳥取

1 4 1698 中村　修大(3) 愛媛大 2:01.75 q 1 6 131 伊藤　怜男(3) 八頭高 1:59.28 q
ｵｶﾞﾜ ﾕｳ 鳥取 ｺﾀﾞﾆ ﾅｵﾔ 鳥取

2 5 228 小川　勇(2) 鳥取育英高 2:02.80 q 2 4 49 小谷　直也(3) 倉吉東高 2:04.07
ｷﾓﾄ ﾕｳｷ 鳥取 ｳﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ 鳥取

3 6 85 木本　悠貴(3) 米子東高 2:04.08 3 8 262 宇野　圭一郎(2) 岩美高 2:09.16
ｵｵﾛ ﾕｳｽｹ 鳥取 ｶﾄｳ ｼｭﾝ 鳥取

4 3 344 大呂　祐輔(3) 鳥取西高 2:07.47 4 2 408 加藤　俊(1) 倉吉西高 2:09.65
ﾏｴﾀ ﾔﾏﾄ 鳥取 ｺﾀﾞﾆ ﾋｼﾞﾘ 鳥取

5 2 313 前田　大和(2) 鳥取東高 2:10.27 5 7 4 小谷　聖(1) 米子松蔭高 2:10.93
ﾖｼﾀ ﾞﾋﾛﾔ 鳥取 ｻﾜﾓﾄ ﾀｸﾏ 鳥取

6 7 275 吉田　博哉(2) 鳥取湖陵高 2:14.25 6 5 175 澤本　拓真(1) 鳥取城北高 2:12.89
ﾊｼﾓﾄ ﾔｽﾅﾘ 鳥取 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 鳥取

7 9 154 橋本　泰成(2) 鳥取城北高 2:14.78 7 1 351 木下　祐貴(1) 鳥取西高 2:16.67
ｴﾊﾗ ｼｭｳ 鳥取 ｶﾒﾀﾆ ﾅｵｷ 鳥取

8 8 61 江原　秀(3) 米子西高 2:17.65 3 219 亀谷　直輝(2) 鳥取育英高 DNS
ﾋﾗｲ ﾊﾙｷ 鳥取 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 鳥取

1 266 平井　晴己(1) 岩美高 DNS 9 314 山田　雄太(2) 鳥取東高 DNS

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｷﾉｼﾀ ｺｳｲﾁ 鳥取

1 7 96 木下　功一(3) 境高 2:03.64 q
ﾀﾆｼｹﾞ ﾋﾛｱｷ 鳥取

2 5 304 谷繁　寛昭(3) 鳥取東高 2:04.57
ﾜｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 鳥取

3 6 163 若原　怜汰(1) 鳥取城北高 2:06.50
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 鳥取

4 8 80 西村　浩貴(3) 米子東高 2:14.38
ﾐﾉﾊﾗ ﾀﾂﾙ 鳥取

5 9 160 箕原　樹(2) 鳥取城北高 2:14.88
ﾏｴｶﾜ ｺｳｼ 鳥取

6 2 201 前河　洸志(2) 鳥取工高 2:18.89
ｻｲｶﾜ ﾏｻﾔ 鳥取

7 3 55 齋河　雅也(2) 米子西高 2:24.21
ｳｽｲ ｹﾝﾀ 鳥取

4 164 臼井　健太(1) 鳥取城北高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 10:55 予選
5月11日 15:10 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子800m

県記録(TR)              1:49.45   常田　昌司(筑波大)                    97.10.3
大会記録(GR)            1:53.35   田村　大輔(自衛隊体育学校)            2012

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 10:55 予選
5月11日 15:10 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

予選　5組

凡例  DNS:欠場



一般男子800m

県記録(TR)              1:49.45   常田　昌司(筑波大)                    97.10.3
大会記録(GR)            1:53.35   田村　大輔(自衛隊体育学校)            2012

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 ﾜﾀﾙ 鳥取

1 7 807 岡本　渉 鳥取陸協 1:56.45
ｲﾄｳ ﾚｵ 鳥取

2 5 131 伊藤　怜男(3) 八頭高 1:59.98
ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ 鳥取

3 4 628 山脇　竜徳 鳥取ＡＳ 2:00.71
ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾀ 鳥取

4 6 1698 中村　修大(3) 愛媛大 2:02.82
ｵｶﾞﾜ ﾕｳ 鳥取

5 8 228 小川　勇(2) 鳥取育英高 2:02.83
ｻｸﾗﾀﾆ ﾀｹｼ 鳥取

6 9 130 櫻谷　英(3) 八頭高 2:06.35
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

7 3 177 山田　健太郎(1) 鳥取城北高 2:07.38
ｷﾉｼﾀ ｺｳｲﾁ 鳥取

8 2 96 木下　功一(3) 境高 2:07.42

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 10:55 予選
5月11日 15:10 決勝

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決勝

凡例 



一般男子1500m

県記録(TR)              3:41.39   田子　康宏(立命館大)                  05.6.4
大会記録(GR)            3:53.7    北中　純一(東伯中教)                  1978

予選　3組3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

ｲﾄｳ ﾚｵ 鳥取 ｴﾀﾞ ﾕｳﾏ 鳥取

1 5 131 伊藤　怜男(3) 八頭高 4:12.31 Q 1 2 1 江田　悠真(3) 米子松蔭高 4:10.47 Q
ｳﾒﾀﾆ ﾊﾔﾄ 鳥取 ﾆｼｵ ﾘｮｳｽｹ 鳥取

2 2 211 梅谷　颯斗(2) 鳥取育英高 4:12.78 Q 2 4 142 西尾　亮祐(2) 八頭高 4:10.84 Q
 ｲｶﾜ ﾘｮｳ 鳥取 ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ 鳥取

3 19 814 居川　凌 鳥取陸協 4:13.61 Q 3 19 167 大村　拓也(2) 鳥取城北高 4:11.00 Q
ｵｶﾞﾜ ﾕｳ 鳥取 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 鳥取

4 10 228 小川　勇(2) 鳥取育英高 4:17.10 q 4 11 71720 近藤　貴大(2) 鳥取大 4:12.09 q
ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 鳥取 ﾀﾆｼｹﾞ ﾋﾛｱｷ 鳥取

5 8 71711 片山　悠綺(2) 鳥取大 4:17.40 q 5 5 304 谷繁　寛昭(3) 鳥取東高 4:19.86
ｻｸﾗﾀﾆ ﾀｹｼ 鳥取 ｱｶｻ ｼｮｳｷ 鳥取

6 13 130 櫻谷　英(3) 八頭高 4:19.71 6 9 212 赤坂　将輝(2) 鳥取育英高 4:22.44
ﾀｹｳﾁ ｶｲ 鳥取 ﾐﾉﾊﾗ ﾀﾂﾙ 鳥取

7 9 129 竹内　開(3) 八頭高 4:22.30 7 13 160 箕原　樹(2) 鳥取城北高 4:26.32
ﾊｼﾓﾄ ﾔｽﾅﾘ 鳥取 ｲｹｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 鳥取

8 15 154 橋本　泰成(2) 鳥取城北高 4:26.33 8 12 8338 池口　拓弥(2) 福岡大 4:26.75
ｱﾗﾀ ｼｮｳｲ 鳥取 ﾆｼｵ ﾅｵﾄ 鳥取

9 14 53 荒田　翔惟(2) 倉吉東高 4:37.82 9 14 59 西尾　直人(3) 米子西高 4:29.66
ﾆｯﾀ ﾕｳｷ 鳥取 ｳｴﾀ ﾀｸﾛｳ 鳥取

10 6 63 新田　悠稀(3) 米子西高 4:39.59 10 10 282 植田 拓朗(2) 鳥取敬愛高 4:33.73
ｵﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾍｲ 鳥取 ｻﾜﾀﾆ ﾏｻｵ 鳥取

11 3 295 小原　良平(3) 鳥取東高 4:40.59 11 8 145 澤谷　真生(2) 八頭高 4:37.09
ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾔ 鳥取 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ 鳥取

12 11 99 岡田　朋也(3) 南部中 4:48.06 12 7 341 安藤　佑一(2) 鳥取西高 4:39.65
ｲｸﾞﾁ ｶｹﾙ 岡山 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ 鳥取

13 7 1311 井口　駆(2) 久米南中 4:48.78 13 21 294 岡田　裕介(3) 鳥取東高 4:41.03
ｶﾜｻｷ ｼﾞｭﾝ 鳥取 ﾅｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 鳥取

14 1 309 川崎　純(2) 鳥取東高 4:57.24 14 16 312 中本　宙希(3) 大栄中 4:43.84
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 鳥取 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ 鳥取

15 17 277 山本　凌平(2) 鳥取湖陵高 4:59.18 15 6 340 渡邉　雅志(1) 鳥取西高 4:50.35
ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 鳥取 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ 鳥取

4 229 長谷川　匠(2) 鳥取育英高 DNS 16 17 111 村上　弘樹(3) 米子工高 4:52.79
ﾓﾘﾀ ｼｮｳｲ 鳥取 ﾋﾗｲ ﾊﾙｷ 鳥取

12 406 森田　匠施(2) 米子高専 DNS 17 15 266 平井　晴己(1) 岩美高 5:02.87
ﾖｺﾉ ﾄﾓﾉﾘ 鳥取 ｱｻｲ ﾕｳﾔ 鳥取

16 350 横野　智紀(1) 鳥取西高 DNS 18 1 64 淺井　祐哉(2) 米子西高 5:22.32
ｶﾒﾀﾆ ﾅｵｷ 鳥取 ﾋﾃﾞｼﾏ ﾕｳﾄ 鳥取

18 219 亀谷　直輝(2) 鳥取育英高 DNS 19 18 1 秀島　脩人(3) 境港一中 5:25.27
ﾂﾙﾊﾗ ｶﾞｸｼ 鳥取 ｺｻｶ ﾘｮｳﾍｲ 鳥取

20 209 鶴原　楽士(3) 鳥取育英高 DNS 3 215 小坂　諒平(2) 鳥取育英高 DNS
ﾅﾝｺﾞ ｹﾝﾀ 鳥取 ﾏｴｶﾜ ﾄﾓﾔ 鳥取

21 159 南後　建太(2) 鳥取城北高 DNS 20 237 前川　朋也(2) 鳥取育英高 DNS
ﾏｴﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 鳥取

22 71968 前田　誠和(3) 鳥取大 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 13:05 予選
5月10日 16:40 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子1500m

県記録(TR)              3:41.39   田子　康宏(立命館大)                  05.6.4
大会記録(GR)            3:53.7    北中　純一(東伯中教)                  1978

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 13:05 予選
5月10日 16:40 決勝

予選　3組3着＋6

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾎﾘｵ ｶｽﾞﾔ 鳥取

1 2 71896 堀尾　和弥(1) 広島経済大 4:13.49 Q
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｷﾄ 鳥取

2 1 226 松原　晃人(3) 鳥取育英高 4:13.53 Q
ｲﾇｲ ﾊﾔﾀ 鳥取

3 16 230 乾　迅汰(2) 鳥取育英高 4:14.49 Q
ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ 鳥取

4 14 3 山下　智也(2) 米子松蔭高 4:15.26 q
ｺｲｿ ﾄｳｲ 鳥取

5 11 169 古礒　瞳衣(3) 鳥取城北高 4:17.98 q
ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 鳥取

6 5 83 中村　槙吾(3) 米子東高 4:18.61 q
ﾏｴﾀ ｹｲｲﾁ 鳥取

7 18 806 前田　恵一 布勢AC 4:19.04
ｵｶﾉ ﾀﾞｲﾁ 鳥　取

8 7 748 岡野　大地 鳥取SAC 4:24.13
ｷﾉｼﾀ ｺｳｲﾁ 鳥取

9 21 96 木下　功一(3) 境高 4:25.04
ﾆｼｵ ﾅﾙｾ 鳥取

10 4 173 西尾　成世(2) 鳥取城北高 4:27.36
ｵｷﾞﾊﾗ ﾊﾙｷ 鳥取

11 6 293 荻原　晴輝(2) 鳥取東高 4:30.72
ｶﾄｳ ｼｭﾝ 鳥取

12 9 408 加藤　俊(1) 倉吉西高 4:33.13
ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 鳥取

13 8 224 岡本　洋樹(3) 鳥取育英高 4:36.86
ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ 鳥取

14 15 314 中原　悠貴(3) 大栄中 4:41.86
ｴﾊﾗ ｼｭｳ 鳥取

15 10 61 江原　秀(3) 米子西高 4:45.49
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾞｳ 鳥取

16 3 188 渡邉　剛(3) 鳥取工高 4:45.88
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 鳥取

17 20 80 西村　浩貴(3) 米子東高 4:48.25
ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞｷ 鳥取

18 12 76 奥田　和樹(2) 米子東高 4:50.38
ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取

19 17 317 小倉　大輝(3) 大栄中 5:00.55
ｻｲｶﾜ ﾏｻﾔ 鳥取

20 19 55 齋河　雅也(2) 米子西高 5:04.25
ｶｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 鳥取

13 213 香川　龍生(2) 鳥取育英高 DNS
ﾌﾙﾀﾆ ﾀﾞｲｷ 鳥取

22 143 古谷　大季(2) 八頭高 DNS

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

予選　3組

凡例  DNS:欠場



一般男子1500m

県記録(TR)              3:41.39   田子　康宏(立命館大)                  05.6.4
大会記録(GR)            3:53.7    北中　純一(東伯中教)                  1978

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
 ｲｶﾜ ﾘｮｳ 鳥取

1 2 814 居川　凌 鳥取陸協 4:06.31
ｴﾀﾞ ﾕｳﾏ 鳥取

2 1 1 江田　悠真(3) 米子松蔭高 4:08.00
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｷﾄ 鳥取

3 10 226 松原　晃人(3) 鳥取育英高 4:08.91
ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ 鳥取

4 11 3 山下　智也(2) 米子松蔭高 4:10.87
ﾆｼｵ ﾘｮｳｽｹ 鳥取

5 4 142 西尾　亮祐(2) 八頭高 4:11.07
ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 鳥取

6 13 71711 片山　悠綺(2) 鳥取大 4:11.27
ｵｶﾞﾜ ﾕｳ 鳥取

7 6 228 小川　勇(2) 鳥取育英高 4:13.01
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 鳥取

8 5 71720 近藤　貴大(2) 鳥取大 4:13.33
ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ 鳥取

9 3 167 大村　拓也(2) 鳥取城北高 4:14.35
ｲﾇｲ ﾊﾔﾀ 鳥取

10 9 230 乾　迅汰(2) 鳥取育英高 4:15.45
ｲﾄｳ ﾚｵ 鳥取

11 14 131 伊藤　怜男(3) 八頭高 4:15.84
ｺｲｿ ﾄｳｲ 鳥取

12 7 169 古礒　瞳衣(3) 鳥取城北高 4:17.21
ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 鳥取

13 12 83 中村　槙吾(3) 米子東高 4:24.66
ｳﾒﾀﾆ ﾊﾔﾄ 鳥取

14 8 211 梅谷　颯斗(2) 鳥取育英高 4:30.75
ﾎﾘｵ ｶｽﾞﾔ 鳥取

15 71896 堀尾　和弥(1) 広島経済大 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 13:05 予選
5月10日 16:40 決勝

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子5000m

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

予選　3組4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

ｴﾀﾞ ﾕｳﾏ 鳥取 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｷﾄ 鳥取

1 16 1 江田　悠真(3) 米子松蔭高 15:21.27 Q 1 16 226 松原　晃人(3) 鳥取育英高 15:27.47 Q
ｲｹﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取 ｺｻｶ ﾀﾂﾔ 鳥取

2 23 601 池本　大介 自衛隊米子 15:32.50 Q 2 2 231 小阪　竜也(2) 鳥取育英高 15:33.70 Q
ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｺﾞ 鳥取 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

3 8 13 本田　圭吾(1) 米子松蔭高 15:33.79 Q 3 5 155 宮本　健太郎(3) 鳥取城北高 15:34.22 Q
ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ 鳥取 ﾎﾘｵ ｶｽﾞﾔ 鳥取

4 18 3 山下　智也(2) 米子松蔭高 15:36.84 Q 4 4 71896 堀尾　和弥(1) 広島経済大 15:35.17 Q
ｴﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 鳥取  ｲｶﾜ ﾘｮｳ 鳥取

5 13 170 遠藤　航(3) 鳥取城北高 15:41.78 q 5 23 814 居川　凌 鳥取陸協 15:46.41 q
ｴﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 鳥取 ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ 鳥取

6 5 9 遠藤　航(3) 米子松蔭高 15:44.56 q 6 21 167 大村　拓也(2) 鳥取城北高 15:47.74
ﾋﾗｵ ﾀｶﾏｻ 鳥取 ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 鳥取

7 14 61737 平尾　隆将(3) 大阪学院大 15:48.37 7 8 132 阿部　巧(3) 八頭高 15:48.24
ﾓﾘｼﾀ ﾀｶﾋｺ 鳥取 ｺｲｿ ﾄｳｲ 鳥取

8 3 615 森下　尚彦 自衛隊米子 15:54.34 8 10 169 古礒　瞳衣(3) 鳥取城北高 16:01.01
ﾆｼｵ ﾅﾙｾ 鳥取 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻｷ 鳥取

9 4 173 西尾　成世(2) 鳥取城北高 15:59.61 9 20 616 森下　真基 自衛隊米子 16:12.53
ｲｹﾓﾄ ﾕｳ 鳥取 ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳｼﾞ 鳥取

10 2 805 池本　裕 布勢AC 16:28.91 10 11 6 永井　龍司(3) 米子松蔭高 16:20.77
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 鳥取 ﾀｶﾅｼ ｷｲﾁ 鳥取

11 1 71958 吉田　諒(4) 鳥大医学部 16:48.05 11 17 100 高梨　貴一(2) 境高 16:25.45
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 鳥取 ｳﾒﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 鳥取

12 17 128 中林　凌(3) 八頭高 16:55.17 12 14 450 梅谷　順平(3) 鴨川中 16:27.06
ﾅｶﾞｲ ﾖｼｶｽﾞ 鳥取 ｻｻｷ ﾔｽﾋﾛ 鳥取

13 10 71727 永井　好和(3) 鳥取大 17:03.99 13 9 82 佐々木　康光(3) 米子東高 16:31.52
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾕｳﾄ 鳥取 ｲｹｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 鳥取

14 20 343 漆原　悠人(3) 鳥取西高 17:10.12 14 6 8338 池口　拓弥(2) 福岡大 16:32.79
ｲﾜｷﾘ ﾀｲｷ 鳥取 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 鳥取

15 12 716 岩切　大起(3) 鳥取環境大 17:14.84 15 13 224 岡本　洋樹(3) 鳥取育英高 16:35.14
ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 鳥取 ﾋﾗﾉ ﾏｻﾄ 鳥取

16 11 769 吉田　和哉 JR米子 17:21.62 16 19 346 平野　雅人(2) 鳥取西高 16:49.87
ｵﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾍｲ 鳥取 ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 鳥取

17 21 295 小原　良平(3) 鳥取東高 17:22.87 17 22 234 武田　遼佑(2) 鳥取育英高 17:02.96
ﾅｶｼﾏｼﾞｭﾝﾔ 鳥取 ﾊﾅﾌｻ ﾀｲｶﾞ 鳥取

18 24 71 中島　潤哉(3) 米子東高 17:47.79 18 15 312 花房　大河(2) 鳥取東高 17:28.55
ｵｷﾞﾊﾗ ﾊﾙｷ 鳥取 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 鳥取

19 19 293 荻原　晴輝(2) 鳥取東高 18:12.42 19 3 784 濱田　晋太郎(6) 鳥大医学部 17:56.94
ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳﾀ 鳥取 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 鳥取

20 22 297 河越　祐太(2) 鳥取東高 18:29.83 20 12 35 林　大地(2) 米子高専 19:04.78
ｺﾀﾆ ﾃﾙﾕｷ 鳥取 ﾀﾆﾓﾄ ｺｳﾍｲ 鳥取

6 71814 小谷　輝行(2) 広島経済大 DNS 1 235 谷本　航平(2) 鳥取育英高 DNS
ﾏｴｶﾜ ﾄﾓﾔ 鳥取 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 鳥取

7 237 前川　朋也(2) 鳥取育英高 DNS 7 229 長谷川　匠(2) 鳥取育英高 DNS
ｺｻｶ ﾘｮｳﾍｲ 鳥取 ﾌｸﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 鳥取

9 215 小坂　諒平(2) 鳥取育英高 DNS 18 194 福田　祐太朗(3) 鳥取工高 DNS
ｵｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥取

15 192 岡田　恭兵(2) 鳥取工高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 11:25 予選
5月11日 15:45 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子5000m

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

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 11:25 予選
5月11日 15:45 決勝

予選　3組4着＋6

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｷﾖｽﾐ 鳥取

1 15 8 東島　清純(3) 米子松蔭高 15:08.91 Q
ﾊﾏｶﾜ ｼｭﾝ 鳥取

2 17 7 濱川　駿(3) 米子松蔭高 15:19.34 Q
ｶﾅｵ ｼｮｳﾍｲ 鳥取

3 2 5 金尾　翔平(3) 米子松蔭高 15:33.09 Q
ｼﾓｳﾗ ｹﾝｼﾞ 鳥取

4 5 820 下浦　研二 鳥取陸協 15:35.52 Q
ｲﾜﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ 鳥取

5 7 172 岩村　稔大(2) 鳥取城北高 15:40.11 q
ﾋﾗｲ ﾙｲ 鳥取

6 13 71900 平井　瑠偉(1) 広島経済大 15:42.30 q
ｵｶﾉ ﾀﾞｲﾁ 鳥　取

7 22 748 岡野　大地 鳥取SAC 15:45.12 q
ｳｴﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 鳥取

8 1 717 上野　翔太郎(2) 鳥取環境大 15:49.70
ﾅｶﾞｲ ﾘｮｳ 鳥取

9 11 345 長井　　亮(3) 鳥取西高 15:55.42
ｲﾇｲ ﾊﾔﾀ 鳥取

10 10 230 乾　迅汰(2) 鳥取育英高 16:00.20
ﾆｼｵ ﾘｮｳｽｹ 鳥取

11 19 142 西尾　亮祐(2) 八頭高 16:12.80
ﾑｺｳﾊﾗ ﾖｼｶｽﾞ 鳥取

12 20 613 向原　佳和 自衛隊米子 16:14.50
ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 鳥取

13 4 83 中村　槙吾(3) 米子東高 16:25.29
ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 鳥取

14 23 233 佐々木　翔太(2) 鳥取育英高 17:20.18
ﾆｯﾀ ﾕｳｷ 鳥取

15 8 63 新田　悠稀(3) 米子西高 17:24.19
ｺｲｽﾞﾐ ﾄﾓｷ 鳥取

16 16 121 小泉　友稀(3) 倉吉総産高 17:25.83
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 鳥取

17 3 196 小林　純也(3) 鳥取工高 17:44.32
ｶﾜｻｷ ｼﾞｭﾝ 鳥取

18 12 309 川崎　純(2) 鳥取東高 18:10.86
ｱﾗﾀ ｼｮｳｲ 鳥取

19 21 53 荒田　翔惟(2) 倉吉東高 18:29.05
ｶｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 鳥取

6 213 香川　龍生(2) 鳥取育英高 DNS
ｺｳﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 鳥取

9 647 幸本　裕司 鳥取銀行 DNS
ｵｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ 鳥取

14 294 岡田　裕介(3) 鳥取東高 DNS
ﾅﾝｺﾞ ｹﾝﾀ 鳥取

18 159 南後　建太(2) 鳥取城北高 DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

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

凡例  DNS:欠場



一般男子5000m

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

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｴﾀﾞ ﾕｳﾏ 鳥取

1 6 1 江田　悠真(3) 米子松蔭高 15:12.75
ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｷﾖｽﾐ 鳥取

2 13 8 東島　清純(3) 米子松蔭高 15:15.85
ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

3 9 155 宮本　健太郎(3) 鳥取城北高 15:23.18
ﾊﾏｶﾜ ｼｭﾝ 鳥取

4 12 7 濱川　駿(3) 米子松蔭高 15:23.20
ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ 鳥取

5 10 3 山下　智也(2) 米子松蔭高 15:29.23
ｲｹﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取

6 18 601 池本　大介 自衛隊米子 15:34.39
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｷﾄ 鳥取

7 16 226 松原　晃人(3) 鳥取育英高 15:36.89
ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｺﾞ 鳥取

8 8 13 本田　圭吾(1) 米子松蔭高 15:38.73
ｲﾜﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ 鳥取

9 4 172 岩村　稔大(2) 鳥取城北高 15:49.26
ｺｻｶ ﾀﾂﾔ 鳥取

10 5 231 小阪　竜也(2) 鳥取育英高 15:59.42
ﾎﾘｵ ｶｽﾞﾔ 鳥取

11 15 71896 堀尾　和弥(1) 広島経済大 16:08.43
ｴﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 鳥取

12 7 170 遠藤　航(3) 鳥取城北高 16:10.97
ｶﾅｵ ｼｮｳﾍｲ 鳥取

13 3 5 金尾　翔平(3) 米子松蔭高 16:14.74
ﾋﾗｲ ﾙｲ 鳥取

14 1 71900 平井　瑠偉(1) 広島経済大 16:19.50
ｼﾓｳﾗ ｹﾝｼﾞ 鳥取

15 2 820 下浦　研二 鳥取陸協 16:25.77
ｴﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 鳥取

16 14 9 遠藤　航(3) 米子松蔭高 16:25.80
ｵｶﾉ ﾀﾞｲﾁ 鳥　取

17 11 748 岡野　大地 鳥取SAC 16:32.25
 ｲｶﾜ ﾘｮｳ 鳥取

17 814 居川　凌 鳥取陸協 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 11:25 予選
5月11日 15:45 決勝

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子110mH(1.067m)

県記録(TR)              13.80     西澤　真徳(鳥取県教委)                11.10.10
大会記録(GR)            14.11     西澤　真徳(鳥取県教委)                2011

決勝　

(風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 鳥取

1 5 115 藤井　亮汰(3) 倉吉総産高 14.84
ｶﾄｳ ｹﾝｿﾞｳ 鳥取

2 3 50 加藤　研三(3) 倉吉東高 15.19
ﾀﾅﾀﾞ ﾏｻﾄ 鳥取

3 2 207 棚田　誠人(3) 鳥取育英高 15.99
ﾅｶﾀ ｸｳｺﾞ 鳥取

4 171 中田　空吾(3) 鳥取城北高 DNS
ﾄﾀﾞ ﾋﾛｷ 鳥取

6 28 戸田　皓紀(2) 米子高専 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 16:10 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子400mH(0.914m)

県記録(TR)              50.47     田邉　剛(福岡大)                      07.6.29
大会記録(GR)            52.25     田邉　剛(福岡大)                      2006

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

ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 鳥取 ｶｼﾞｷ ﾘｮｳ 鳥取

1 6 115 藤井　亮汰(3) 倉吉総産高 56.29 q 1 4 31222 鍜治木　崚(1) 城西大 54.85 q
ｲﾁﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取 ﾔﾏﾏｽ ｶｽﾞﾋﾄ 鳥取

2 3 71719 市原　大輝(2) 鳥取大 58.42 q 2 5 182 山増　和仁(2) 倉吉西高 58.64 q
ｶﾄｳ ｹﾝｿﾞｳ 鳥取 ﾐﾉ ｻｺﾝ 鳥取

3 5 50 加藤　研三(3) 倉吉東高 58.48 q 3 8 117 美濃　左近(3) 倉吉総産高 1:00.54 q
ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｼ 鳥取 ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾋﾛ 鳥取

4 7 57 池田　和志(2) 米子西高 1:02.68 q 4 7 62 長尾　和紘(3) 米子西高 1:03.79 q
ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 鳥取 ｵｵﾓﾘ ﾀｶｼ 鳥取

5 8 338 松本　省吾(1) 鳥取西高 1:06.24 5 2 56 大森　崇嗣(2) 米子西高 1:03.82
ﾀﾅﾀﾞ ﾏｻﾄ 鳥取 ｲｹﾀﾞ ｾｲｽｹ 鳥取

1 207 棚田　誠人(3) 鳥取育英高 DQ,T10 3 73 池田　晴介(2) 米子東高 DNS
ﾖｺﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 鳥取 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｺｳｷ 鳥取

2 3742 横原　和真 阿見AC DNS 6 95 柳原　好幾(3) 境高 DNS
ﾅｶﾀ ｸｳｺﾞ 鳥取

4 171 中田　空吾(3) 鳥取城北高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 13:00 予選
5月11日 14:40 決勝

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T10:(R168-7(c))故意にハードルを倒した



一般男子400mH(0.914m)

県記録(TR)              50.47     田邉　剛(福岡大)                      07.6.29
大会記録(GR)            52.25     田邉　剛(福岡大)                      2006

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶｼﾞｷ ﾘｮｳ 鳥取

1 6 31222 鍜治木　崚(1) 城西大 52.71
ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 鳥取

2 4 115 藤井　亮汰(3) 倉吉総産高 53.90
ｶﾄｳ ｹﾝｿﾞｳ 鳥取

3 5 50 加藤　研三(3) 倉吉東高 55.94
ｲﾁﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取

4 7 71719 市原　大輝(2) 鳥取大 58.48
ﾔﾏﾏｽ ｶｽﾞﾋﾄ 鳥取

5 8 182 山増　和仁(2) 倉吉西高 59.21
ﾐﾉ ｻｺﾝ 鳥取

6 9 117 美濃　左近(3) 倉吉総産高 59.66
ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｼ 鳥取

7 3 57 池田　和志(2) 米子西高 1:01.45
ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾋﾛ 鳥取

8 2 62 長尾　和紘(3) 米子西高 1:03.49

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 13:00 予選
5月11日 14:40 決勝

凡例 



一般男子3000mSC

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

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

1 4 155 宮本　健太郎(3) 鳥取城北高 9:19.79
ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｷﾖｽﾐ 鳥取

2 3 8 東島　清純(3) 米子松蔭高 9:20.56
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 鳥取

3 13 71715 小林　毅司(3) 鳥取大 9:33.29
ｲﾜﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ 鳥取

4 18 172 岩村　稔大(2) 鳥取城北高 9:33.32
ｶﾅｵ ｼｮｳﾍｲ 鳥取

5 7 5 金尾　翔平(3) 米子松蔭高 9:39.81
ﾋﾗｲ ﾙｲ 鳥取

6 19 71900 平井　瑠偉(1) 広島経済大 9:56.87
ｺﾀﾆ ﾃﾙﾕｷ 鳥取

7 14 71814 小谷　輝行(2) 広島経済大 9:59.61
ｳﾒﾀﾆ ﾊﾔﾄ 鳥取

8 20 211 梅谷　颯斗(2) 鳥取育英高 10:01.14
ｴﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 鳥取

9 9 9 遠藤　航(3) 米子松蔭高 10:07.52
ﾀｶﾅｼ ｷｲﾁ 鳥取

10 16 100 高梨　貴一(2) 境高 10:14.41
ｴﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 鳥取

11 5 170 遠藤　航(3) 鳥取城北高 10:15.50
ﾓﾘｵ ﾅﾄﾋｻ 鳥取

12 2 39 森尾　直寿(2) 米子高専 10:16.42
ﾎｷﾓﾄ ｺｳｽｹ 鳥取

13 15 133 保木本　航介(3) 八頭高 10:26.27
ｲﾏﾄﾞ ﾏｻﾀｶ 鳥取

14 21 339 今度　雅貴(1) 鳥取西高 10:26.88
ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳｼﾞ 鳥取

15 8 6 永井　龍司(3) 米子松蔭高 10:37.87
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 鳥取

16 22 234 武田　遼佑(2) 鳥取育英高 10:37.88
ｵﾓﾃ ｾﾅ 鳥取

17 10 152 表　瀬那(2) 鳥取城北高 10:50.86
ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳ 鳥取

18 11 71959 木下　亮(5) 鳥大医学部 10:54.42
ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 鳥取

19 17 233 佐々木　翔太(2) 鳥取育英高 11:01.33
ｵｵﾛ ﾋﾛﾄ 鳥取

20 1 146 大呂　浩人(2) 八頭高 11:03.98
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳ 鳥取

6 337 小林　就(2) 鳥取西高 DNS
ｺｻｶ ﾀﾂﾔ 鳥取

12 231 小阪　竜也(2) 鳥取育英高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 14:10 決勝

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子5000mW

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

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｶﾈ ﾀｸﾔ 鳥取

1 6 12 坂根　拓也(2) 米子松蔭高 26:34.63
ﾊﾂﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ 鳥取

2 4 144 初田　恵一郎(2) 八頭高 26:49.35
ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ 鳥取

3 3 14 永井　勇輝(1) 米子松蔭高 29:41.29
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾀ 鳥取

4 5 10 安達　祐太(1) 米子松蔭高 30:51.67
ﾐﾖｼ ｶﾂﾔ 鳥取

5 1 185 三好　勝也(3) 鳥取工高 31:01.54
ｱｻｸﾗ ﾀｲｷ 鳥取

6 7 118 朝倉　大揮(2) 倉吉総産高 32:24.24
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 鳥取

7 2 38 仲村　和貴(2) 米子高専 34:36.76

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 13:40 決勝

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決勝

凡例 



一般男子4X100mR

県記録(TR)              41.13     山本、岡田、大田、大川(鳥取育英高)    06.8.4
大会記録(GR)            41.41     平林、笹鹿、前畑、横原(鳥取AS)        2011

予選　4組0着＋8

1組
1着 5ﾚｰﾝ q 2着 6ﾚｰﾝ q 3着 3ﾚｰﾝ

43.82 44.42 45.80
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 623 1 407 1 208

2 633 2 183 2 221

3 630 3 180 3 239

4 627 4 182 4 217

4着 8ﾚｰﾝ 5着 2ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
46.54 46.78 49.41

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 203 1 255 1 262

2 187 2 253 2 261

3 362 3 254 3 269

4 198 4 256 4 265

4ﾚｰﾝ
DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1

2

3

4

2組
1着 4ﾚｰﾝ q 2着 6ﾚｰﾝ q 3着 5ﾚｰﾝ

43.00 44.36 45.24
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 222 1 88 1 291

2 214 2 89 2 292

3 210 3 87 3 308

4 207 4 94 4 302

4着 3ﾚｰﾝ 5着 7ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
46.63 46.82 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 140 1 274 1

2 138 2 273 2

3 139 3 278 3

4 136 4 276 4

8ﾚｰﾝ
DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1

2

3

4

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 09:40 予選
5月10日 16:25 決勝

鳥取AS

ﾀｶﾂｶ ﾀﾞｲ

倉吉西高

ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ

鳥取育英高B

ｽｽﾞｷ ｴｲﾀ
高塚　大

鳥取
鳥取ＡＳ

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
平林　匠

鳥取
鳥取ＡＳ

ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｲﾁ
前畑　良一

鳥取
鳥取ＡＳ

ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ
石原　寛之

鳥取
鳥取ＡＳ

山崎　利洋(1)
鳥取
倉吉西高

ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾀ
金森　佑太(3)

鳥取
倉吉西高

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾆｷ
松原　國喜(3)

鳥取
倉吉西高

ﾔﾏﾏｽ ｶｽﾞﾋﾄ
山増　和仁(2)

鳥取
倉吉西高

鈴木　英太(3)
鳥取
鳥取育英高

ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ
塩川　圭吾(1)

鳥取
鳥取育英高

ﾏｴﾀ ﾘｭｳﾔ
前田　隆冶(1)

鳥取
鳥取育英高

ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ
林　佑亮(1)

鳥取
鳥取育英高

鳥取工高

ｵｸﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ
奥田　純也(3)

鳥取
鳥取工高

ﾖﾈﾀﾞ ｱﾔﾄ
米田　彩人(3)

鳥取
鳥取工高

ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ
中嶋　一貴(1)

鳥取
鳥取工高
鳥取
鳥取工高

米子北斗高

ｸｻｶﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ
日下部　翔一(1)

ﾏﾂｼﾀ ｶｵﾙ
松下　薫(2)

鳥取
米子北斗高

ﾀﾅｶ ﾅｵｽﾞﾐ
田中　尚純(2)

鳥取
米子北斗高
鳥取
米子北斗高

ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾄ
田中　秀登(1)

鳥取
米子北斗高

岩美高B

ｳﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ
宇野　圭一郎(2)

鳥取
岩美高

ﾐﾀﾆ ﾏｽﾐ
美谷　真澄(2)

鳥取
岩美高

ﾓﾘｷ ﾄﾓﾔ
森木　友哉(1)

鳥取
岩美高

ｳﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ
浦田　亮祐(1)

鳥取
岩美高

鳥大医学部

鳥取育英高A 境高 鳥取東高

ﾔﾌﾞﾀ ｴｲｼﾞ
藪田　瑛二(3)

ﾐﾔｼﾞ ﾀｸﾐ
宮治　拓海(3)

鳥取
鳥取育英高

ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ
河合　亮祐(2)

鳥取
鳥取育英高

ﾏﾂｵ ﾅｵｷ
松尾　直樹(3)

鳥取
鳥取育英高

ﾀﾅﾀﾞ ﾏｻﾄ
棚田　誠人(3)

鳥取
鳥取育英高

ｴｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ
永澤　竜太朗(3)

鳥取
境高

ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｾｲ
森山　大成(3)

鳥取
境高

ﾌｼﾞｲ ｼﾞｮｳ
藤井　丈(3)

鳥取
境高

ｽﾐ ﾔｽﾅﾘ
角　康也(3)

鳥取
境高

ｲﾜﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
岩本　純平(3)

鳥取
鳥取東高

ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳ
川口　亮(3)

鳥取
鳥取東高

ｵｵﾀｶｷ ﾕｳﾔ
大高木　雄也(2)

鳥取
鳥取東高

ｲﾄｳ ﾑﾂｷ
伊藤　睦希(1)

鳥取
鳥取東高

八頭高B

ｵｵﾔﾏ ﾕｳｷ
大山　友希(2)

鳥取
八頭高

ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ
小栗　拓海(2)

鳥取
八頭高

ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀﾞｲ
森田　湧大(2)

鳥取
八頭高

鳥取湖陵高

ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾔ
福田　智也(2)

鳥取
八頭高

鳥取湖陵高

ﾀﾌﾞﾁ ﾘｭｳｷ
田淵　隆輝(2)

ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ
井上　陽生(2) 鳥取湖陵高
ﾃﾗｵ ｶｽﾞﾋﾛ
寺尾　和浩(2)

鳥取
鳥取湖陵高

鳥取
鳥取湖陵高

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ
山本　博貴(3)

鳥取

倉吉東高B

東部消防RC

鳥取

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 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



一般男子4X100mR

県記録(TR)              41.13     山本、岡田、大田、大川(鳥取育英高)    06.8.4
大会記録(GR)            41.41     平林、笹鹿、前畑、横原(鳥取AS)        2011

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 09:40 予選
5月10日 16:25 決勝

予選　4組0着＋8

3組
1着 6ﾚｰﾝ q 2着 8ﾚｰﾝ q 3着 4ﾚｰﾝ q

42.70 43.72 44.11
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 149 1 22 1 127

2 151 2 21 2 126

3 168 3 23 3 125

4 148 4 113 4 137

4着 5ﾚｰﾝ 5着 2ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
45.98 48.55 DQ,R1

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 60 1 86 1 258

2 393 2 81 2 263

3 394 3 73 3 257

4 57 4 70 4 260

3ﾚｰﾝ
DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1

2

3

4

4組
1着 3ﾚｰﾝ q 2着 4ﾚｰﾝ 3着 7ﾚｰﾝ

42.58 46.38 53.16
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 48 1 688 1 216

2 50 2 689 2 220

3 46 3 685 3 241

4 287 4 686 4 238

2ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
DQ,R2 DNF DQ,R2

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 165 1 71718 1 101

2 153 2 71725 2 108

3 158 3 71712 3 109

4 270 4 71969 4 102

8ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
DQ,R1 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 26 1

2 24 2

3 36 3

4 29 4

鳥取城北高A

ﾆｼｶﾞｷ ｹｲﾀ
西垣　啓汰(3)

鳥　取
鳥取城北高

鳥取
鳥取商高

ﾖﾈｲ ｹﾝﾄ
米井　健人(3)

鳥取
鳥取城北高

ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ
石川　智也(3)

鳥取
鳥取城北高

鳥取商高

ｲｲﾀﾞ ｱﾂｼ
飯田　淳史(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ
小林　太一(2)

ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ
谷口　瞬也(2)

鳥取
鳥取商高

ｵｸﾀﾆ ｶｲ
奥谷　海(3)

鳥取
鳥取城北高 住谷　俊亮(1)

鳥取
鳥取商高

八頭高A

ｻｸﾗﾀﾆ ﾕｳｷ
櫻谷　勇輝(3)

ｶﾝﾍﾞ ﾘｷﾄ
神戸　力斗(3)

鳥取
鳥取商高

鳥取
八頭高

ﾆｯﾀ ﾘｮｳ
新田　遼(3)

鳥取
八頭高
鳥取
八頭高

ｱﾀﾗｼ ｺｳﾀ
新　幸汰(2)

鳥取
八頭高

米子西高

ｸﾛﾐ ﾘｮｳﾀ
黒見　亮太(2)

鳥取
米子西高

ﾋﾉｷ ﾀｸﾔ
檜　拓哉(1)

鳥取
米子西高

ﾖｼｵｶ ﾏｻｷ
吉岡　征輝(1)

鳥取
米子西高
鳥取
米子西高

米子東高

ｲｸﾀ ﾜﾀﾘ
生田　亘(2)

ｲｹﾀﾞ ｾｲｽｹ
池田　晴介(2)

鳥取
米子東高

ﾉｷﾞﾜ ﾀｸﾛｳ
野際　拓朗(3)

鳥取
米子東高
鳥取
米子東高

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ
松本　雄大(3)

鳥取
米子東高

岩美高A

ｵｶﾑﾗ ﾕｳｷ
岡村　勇輝(2)

鳥取
岩美高

ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾔ
柴田　賢弥(2)

鳥取
岩美高

ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ
田中　瑞紀(3)

鳥取
岩美高

ｵｶﾓﾄ ﾄﾓｷ
岡本　智輝(3)

鳥取
岩美高

鳥取西高

倉吉東高A 鳥大附中 鳥取育英高C

ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｼ
池田　和志(2)

ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻｷ
北島　昌樹(2)

鳥取
倉吉東高

ｶﾄｳ ｹﾝｿﾞｳ
加藤　研三(3)

鳥取
倉吉東高

ﾏｴﾀ ｺｳｷ
前田　浩輝(3)

鳥取
倉吉東高

ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ
村上　拓哉(1)

鳥取
倉吉東高

ｲﾁﾑﾗ ｷｮｳﾏ
市村　教馬(3)

鳥取
鳥大附属中

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ
米澤　尚宏(3)

鳥取
鳥大附属中

ﾋｶﾞｼｵｶ ｺｳｷ
東岡　晃生(3)

鳥取
鳥大附属中

ｲﾉｻｺ ｹｲｳｼﾞﾛｳ
猪迫　慧二朗(3)

鳥取
鳥大附属中

ﾊｼｲ ﾕｳﾏ
橋井　勇磨(1)

鳥取
鳥取育英高

ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ
岩本　恭平(1)

鳥取
鳥取育英高

ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾔ
清水　準也(1)

鳥取
鳥取育英高

ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ
寺田　享平(1) 鳥取育英高

鳥取城北高B

ﾆｼﾑﾗ ｾｲｺﾞ
西村　誠悟(1)

鳥取
鳥取城北高

ｵｵﾀ ｿｳﾏ
大田　聡磨(2)

鳥取
鳥取城北高

ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ
田中　誠士(2)

鳥取
鳥取城北高

鳥取城北高

鳥取大

ｶﾝﾍﾞ ﾕｳﾀ
神戸　勇太(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋｻ
山本　昂久(2)

鳥取
鳥取大

ﾐﾀﾆ ﾖｼﾌﾐ
三谷　佳史(4)

鳥取
鳥取大
鳥取
鳥取大

ｵｶｲ ﾖｳﾍｲ
岡井　陽平(1)

鳥取
鳥取大

後藤ヶ丘中

ｲﾜﾑﾗ ﾏｻｷ
岩村　真希(3)

鳥　取
後藤ヶ丘中

ｵｵｲｼ ﾅｵﾄ
大石　直徹(2)

鳥取
後藤ヶ丘中

ｸﾛｻﾜ ｶｵﾙ
黒澤　薫史(2)

鳥取
後藤ヶ丘中

ｵｵｲ ｱﾂﾅﾘ
大井　惇誠(3)

鳥　取
後藤ヶ丘中

米子高専

ｸﾗﾏｽ ﾅｵﾄ

八頭高C

ﾋﾗｵ ﾉｿﾞﾐ
平尾　希望(1)

鳥取

藏増　直人(2)
鳥取
米子高専

ｳﾗﾔﾏ ｺｳﾍｲ
浦山　耕平(2)

鳥取
米子高専

ｵｸﾞﾗ ｹﾝｼﾞ
小椋　健司(2)

鳥取
米子高専

ｻｸﾗ ﾔｽｼ
佐倉　康(3)

鳥取
米子高専

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 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



一般男子4X100mR

県記録(TR)              41.13     山本、岡田、大田、大川(鳥取育英高)    06.8.4
大会記録(GR)            41.41     平林、笹鹿、前畑、横原(鳥取AS)        2011

決勝　

1着 7ﾚｰﾝ 2着 6ﾚｰﾝ 3着 5ﾚｰﾝ
42.40 42.80 43.30

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 149 1 222 1 52

2 151 2 214 2 50

3 168 3 210 3 46

4 148 4 207 4 287

4着 4ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 9ﾚｰﾝ
43.69 44.11 44.18

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 22 1 623 1 127

2 21 2 633 2 126

3 23 3 632 3 125

4 113 4 627 4 137

7着 2ﾚｰﾝ 8着 3ﾚｰﾝ
44.43 46.96

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 407 1 88

2 183 2 89

3 180 3 87

4 182 4 94

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 09:40 予選
5月10日 16:25 決勝

鳥取城北高A

ﾆｼｶﾞｷ ｹｲﾀ

鳥取育英高A

ﾐﾔｼﾞ ﾀｸﾐ

倉吉東高A

ｻﾀﾞﾂﾈ ﾚﾝ
西垣　啓汰(3)

鳥　取
鳥取城北高

ﾖﾈｲ ｹﾝﾄ
米井　健人(3)

鳥取
鳥取城北高

ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ
石川　智也(3)

鳥取
鳥取城北高

ｵｸﾀﾆ ｶｲ
奥谷　海(3)

鳥取
鳥取城北高

宮治　拓海(3)
鳥取
鳥取育英高

ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ
河合　亮祐(2)

鳥取
鳥取育英高

ﾏﾂｵ ﾅｵｷ
松尾　直樹(3)

鳥取
鳥取育英高

ﾀﾅﾀﾞ ﾏｻﾄ
棚田　誠人(3)

鳥取
鳥取育英高

定常　廉(2)
鳥取
倉吉東高

ｶﾄｳ ｹﾝｿﾞｳ
加藤　研三(3)

鳥取
倉吉東高

ﾏｴﾀ ｺｳｷ
前田　浩輝(3)

鳥取
倉吉東高

ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ
村上　拓哉(1)

鳥取
倉吉東高

鳥取商高

ｲｲﾀﾞ ｱﾂｼ
飯田　淳史(2)

鳥取
鳥取商高

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ
小林　太一(2)

鳥取
鳥取商高

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ
谷口　瞬也(2)

鳥取
鳥取商高
鳥取
鳥取商高

鳥取AS

ﾀｶﾂｶ ﾀﾞｲ
高塚　大

ｼﾊﾞﾀ ﾀｹﾙ
柴田　昴瑠

鳥取
鳥取ＡＳ

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
平林　匠

鳥取
鳥取ＡＳ
鳥取
鳥取ＡＳ

ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ
石原　寛之

鳥取
鳥取ＡＳ

八頭高A

ｻｸﾗﾀﾆ ﾕｳｷ
櫻谷　勇輝(3)

鳥取
八頭高

ﾆｯﾀ ﾘｮｳ
新田　遼(3)

鳥取
八頭高

ｶﾝﾍﾞ ﾘｷﾄ
神戸　力斗(3)

鳥取
八頭高

ｱﾀﾗｼ ｺｳﾀ
新　幸汰(2)

鳥取
八頭高

倉吉西高

ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ

境高

ｴｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ

ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ
住谷　俊亮(1)

山崎　利洋(1)
鳥取
倉吉西高

ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾀ
金森　佑太(3)

鳥取
倉吉西高

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾆｷ
松原　國喜(3)

鳥取
倉吉西高

ﾔﾏﾏｽ ｶｽﾞﾋﾄ
山増　和仁(2)

鳥取
倉吉西高

永澤　竜太朗(3)
鳥取
境高

ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｾｲ
森山　大成(3)

鳥取
境高

ﾌｼﾞｲ ｼﾞｮｳ
藤井　丈(3)

鳥取
境高

ｽﾐ ﾔｽﾅﾘ
角　康也(3)

鳥取
境高

凡例 



一般男子4X400mR

県記録(TR)              3:14.97   磯江、澤田悠、澤田誉、山根(倉吉工高)  02.8.5
大会記録(GR)            3:20.13   河合、林原、棚田、鍛冶木(鳥取育英高)  2013

予選　3組0着＋8

1組
1着 5ﾚｰﾝ q 2着 8ﾚｰﾝ q 3着 7ﾚｰﾝ

3:31.03 3:33.68 3:38.05
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 635 1 332 1 220

2 633 2 344 2 221

3 623 3 342 3 239

4 628 4 336 4 222

4着 4ﾚｰﾝ 5着 2ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
3:39.18 3:47.00 3:48.74

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 260 1 187 1 305

2 257 2 199 2 302

3 262 3 189 3 314

4 263 4 197 4 310

6ﾚｰﾝ
DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1

2

3

4

2組
1着 5ﾚｰﾝ q 2着 6ﾚｰﾝ q 3着 4ﾚｰﾝ

3:26.37 3:33.42 3:34.66
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 210 1 88 1 60

2 207 2 89 2 57

3 208 3 87 3 62

4 214 4 98 4 56

4着 3ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
3:38.00 3:43.62 3:45.92

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 23 1 136 1 273

2 21 2 130 2 277

3 22 3 138 3 275

4 113 4 131 4 276

2ﾚｰﾝ
DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1

2

3

4

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 17:20 予選
5月11日 16:50 決勝

鳥取AS

ｵｵﾓﾘ ﾊﾙｶ

鳥取西高

ﾖﾈｻﾞﾜ ｹﾝﾀ

鳥取育英高B

ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ
大森　遥

鳥取
鳥取ＡＳ

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
平林　匠

鳥取
鳥取ＡＳ

ﾀｶﾂｶ ﾀﾞｲ
高塚　大

鳥取
鳥取ＡＳ

ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ
山脇　竜徳

鳥取
鳥取ＡＳ

米澤　健太(3)
鳥取
鳥取西高

ｵｵﾛ ﾕｳｽｹ
大呂　祐輔(3)

鳥取
鳥取西高

ﾏｴﾀ ｼﾝｻｸ
前田　真作(2)

鳥取
鳥取西高

ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏｻ
三浦　和真(2)

鳥取
鳥取西高

岩本　恭平(1)
鳥取
鳥取育英高

ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ
塩川　圭吾(1)

鳥取
鳥取育英高

ﾏｴﾀ ﾘｭｳﾔ
前田　隆冶(1)

鳥取
鳥取育英高

ﾐﾔｼﾞ ﾀｸﾐ
宮治　拓海(3)

鳥取
鳥取育英高

岩美高A

ｵｶﾓﾄ ﾄﾓｷ
岡本　智輝(3)

鳥取
岩美高

ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ
田中　瑞紀(3)

鳥取
岩美高

ｳﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ
宇野　圭一郎(2)

鳥取
岩美高
鳥取
岩美高

鳥取工高

ﾖﾈﾀﾞ ｱﾔﾄ
米田　彩人(3)

ﾅｶｶﾞｷ ﾄﾓﾋｻ
中垣　智久(2)

鳥取
鳥取工高

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ
山本　渉弘(2)

鳥取
鳥取工高
鳥取
鳥取工高

ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ
中村　僚介(3)

鳥取
鳥取工高

鳥取東高

ﾖﾈｲ ﾘｭｳ
米井　龍(3)

鳥取
鳥取東高

ｲﾄｳ ﾑﾂｷ
伊藤　睦希(1)

鳥取
鳥取東高

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ
山田　雄太(2)

鳥取
鳥取東高

ｻﾜ ﾀﾂｷ
澤　竜輝(2)

鳥取
鳥取東高

鳥取城北高

鳥取育英高A 境高 米子西高

ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾔ
柴田　賢弥(2)

ﾏﾂｵ ﾅｵｷ
松尾　直樹(3)

鳥取
鳥取育英高

ﾀﾅﾀﾞ ﾏｻﾄ
棚田　誠人(3)

鳥取
鳥取育英高

ｽｽﾞｷ ｴｲﾀ
鈴木　英太(3)

鳥取
鳥取育英高

ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ
河合　亮祐(2)

鳥取
鳥取育英高

ｴｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ
永澤　竜太朗(3)

鳥取
境高

ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｾｲ
森山　大成(3)

鳥取
境高

ﾌｼﾞｲ ｼﾞｮｳ
藤井　丈(3)

鳥取
境高

ﾓﾄｲｹ ｶｲ
本池　開(2)

鳥取
境高

ｸﾛﾐ ﾘｮｳﾀ
黒見　亮太(2)

鳥取
米子西高

ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｼ
池田　和志(2)

鳥取
米子西高

ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾋﾛ
長尾　和紘(3)

鳥取
米子西高

ｵｵﾓﾘ ﾀｶｼ
大森　崇嗣(2)

鳥取
米子西高

鳥取商高

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ
谷口　瞬也(2)

鳥取
鳥取商高

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ
小林　太一(2)

鳥取
鳥取商高

ｲｲﾀﾞ ｱﾂｼ
飯田　淳史(2)

鳥取
鳥取商高
鳥取
鳥取商高

八頭高B

ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾔ
福田　智也(2)

ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ
小栗　拓海(2)

鳥取
八頭高

ｻｸﾗﾀﾆ ﾀｹｼ
櫻谷　英(3)

鳥取
八頭高
鳥取
八頭高

ｲﾄｳ ﾚｵ
伊藤　怜男(3)

鳥取
八頭高

鳥取湖陵高

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ
山本　博貴(3)

鳥取
鳥取湖陵高

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ
山本　凌平(2)

鳥取
鳥取湖陵高

ﾖｼﾀ ﾞﾋﾛﾔ
吉田　博哉(2)

鳥取
鳥取湖陵高

ﾃﾗｵ ｶｽﾞﾋﾛ
寺尾　和浩(2)

鳥取
鳥取湖陵高

倉吉東高B

ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ
住谷　俊亮(1)

凡例  DNS:欠場



一般男子4X400mR
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審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 17:20 予選
5月11日 16:50 決勝

予選　3組0着＋8

3組
1着 7ﾚｰﾝ q 2着 6ﾚｰﾝ q 3着 5ﾚｰﾝ q

3:27.58 3:29.80 3:30.06
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 126 1 49 1 73

2 125 2 46 2 81

3 137 3 52 3 70

4 127 4 50 4 69

4着 2ﾚｰﾝ q 5着 3ﾚｰﾝ 6着 4ﾚｰﾝ
3:31.79 3:51.10 3:51.86

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 44 1 238 1 651

2 42 2 217 2 652

3 43 3 240 3 650

4 40 4 241 4 654

7着 8ﾚｰﾝ
4:06.75

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 261

2 285

3 266

4 265

八頭高A 倉吉東高A 米子東高

ﾆｯﾀ ﾘｮｳ
新田　遼(3)

鳥取
八頭高

ｶﾝﾍﾞ ﾘｷﾄ
神戸　力斗(3)

鳥取
八頭高

ｱﾀﾗｼ ｺｳﾀ
新　幸汰(2)

鳥取
八頭高

ｻｸﾗﾀﾆ ﾕｳｷ
櫻谷　勇輝(3)

鳥取
八頭高

ｺﾀﾞﾆ ﾅｵﾔ
小谷　直也(3)

鳥取
倉吉東高

ﾏｴﾀ ｺｳｷ
前田　浩輝(3)

鳥取
倉吉東高

ｻﾀﾞﾂﾈ ﾚﾝ
定常　廉(2)

鳥取
倉吉東高

ｶﾄｳ ｹﾝｿﾞｳ
加藤　研三(3)

鳥取
倉吉東高

ｲｹﾀﾞ ｾｲｽｹ
池田　晴介(2)

鳥取
米子東高

ﾉｷﾞﾜ ﾀｸﾛｳ
野際　拓朗(3)

鳥取
米子東高

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ
松本　雄大(3)

鳥取
米子東高

ﾆｼｵ ﾋﾛｷ
西尾　洋輝(3)

鳥取
米子東高

鳥取
米子北高

米子北高

ｵﾁｱｲ ﾕｳﾀ
落合　祐太(2)

鳥取
米子北高

ﾔｽﾀﾞ ﾅﾙｷ

鳥取育英高C

ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ
寺田　享平(1)

ﾏﾂﾓﾄ ｶﾞｸ
松本　岳(1)

安田　成輝(3)
鳥取
米子北高

ｻｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ
坂本　陽平(2)

鳥取育英高
ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ
林　佑亮(1)

鳥取
鳥取育英高
鳥取
鳥取育英高

ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾔ
清水　準也(1)

鳥取
鳥取育英高

鳥取南中A

ｺｲｽﾞﾐ ﾀｹﾙ
小泉　健(3)

鳥取
鳥取南中

ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ
西川　雄貴(2)

鳥取
鳥取南中

ﾓﾘﾀ ﾋｶﾙ
森田　光(3)

鳥取
鳥取南中

ｷﾀﾜｷ ﾋﾃﾞﾄ
北脇　秀人(2)

鳥取
鳥取南中

岩美高B

ﾐﾀﾆ ﾏｽﾐ

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ
山田　雄太(3)

鳥取
米子北高

美谷　真澄(2)
鳥取
岩美高

ﾔﾌﾞｳﾁ ﾅｵｷ
薮内　直樹(1)

鳥　取
岩美高

ﾋﾗｲ ﾊﾙｷ
平井　晴己(1)

鳥取
岩美高

ｳﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ
浦田　亮祐(1)

鳥取
岩美高

凡例  DNS:欠場
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大会記録(GR)            3:20.13   河合、林原、棚田、鍛冶木(鳥取育英高)  2013

決勝　

1着 6ﾚｰﾝ 2着 4ﾚｰﾝ 3着 7ﾚｰﾝ
3:24.00 3:28.29 3:28.65

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 210 1 126 1 49

2 207 2 125 2 46

3 208 3 137 3 52

4 214 4 127 4 50

4着 9ﾚｰﾝ 5着 5ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
3:29.03 3:30.04 3:31.85

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 635 1 73 1 42

2 628 2 81 2 43

3 634 3 70 3 40

4 633 4 85 4 44

7着 3ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
3:33.72 3:34.16

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 88 1 332

2 89 2 344

3 87 3 342

4 98 4 336

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 17:20 予選
5月11日 16:50 決勝

鳥取育英高A

ﾏﾂｵ ﾅｵｷ

八頭高A

ﾆｯﾀ ﾘｮｳ

倉吉東高A

ｺﾀﾞﾆ ﾅｵﾔ
松尾　直樹(3)

鳥取
鳥取育英高

ﾀﾅﾀﾞ ﾏｻﾄ
棚田　誠人(3)

鳥取
鳥取育英高

ｽｽﾞｷ ｴｲﾀ
鈴木　英太(3)

鳥取
鳥取育英高

ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ
河合　亮祐(2)

鳥取
鳥取育英高

新田　遼(3)
鳥取
八頭高

ｶﾝﾍﾞ ﾘｷﾄ
神戸　力斗(3)

鳥取
八頭高

ｱﾀﾗｼ ｺｳﾀ
新　幸汰(2)

鳥取
八頭高

ｻｸﾗﾀﾆ ﾕｳｷ
櫻谷　勇輝(3)

鳥取
八頭高

小谷　直也(3)
鳥取
倉吉東高

ﾏｴﾀ ｺｳｷ
前田　浩輝(3)

鳥取
倉吉東高

ｻﾀﾞﾂﾈ ﾚﾝ
定常　廉(2)

鳥取
倉吉東高

ｶﾄｳ ｹﾝｿﾞｳ
加藤　研三(3)

鳥取
倉吉東高

鳥取AS

ｵｵﾓﾘ ﾊﾙｶ
大森　遥

鳥取
鳥取ＡＳ

ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ
山脇　竜徳

鳥取
鳥取ＡＳ

ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ
徳本　和訓

鳥取
鳥取ＡＳ
鳥取
鳥取ＡＳ

米子東高

ｲｹﾀﾞ ｾｲｽｹ
池田　晴介(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ
松本　雄大(3)

鳥取
米子東高

ﾉｷﾞﾜ ﾀｸﾛｳ
野際　拓朗(3)

鳥取
米子東高
鳥取
米子東高

ｷﾓﾄ ﾕｳｷ
木本　悠貴(3)

鳥取
米子東高

米子北高

ﾔｽﾀﾞ ﾅﾙｷ
安田　成輝(3)

鳥取
米子北高

ｻｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ
坂本　陽平(2)

鳥取
米子北高

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ
山田　雄太(3)

鳥取
米子北高

ｵﾁｱｲ ﾕｳﾀ
落合　祐太(2)

鳥取
米子北高

境高

ｴｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ

鳥取西高

ﾖﾈｻﾞﾜ ｹﾝﾀ

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
平林　匠

永澤　竜太朗(3)
鳥取
境高

ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｾｲ
森山　大成(3)

鳥取
境高

ﾌｼﾞｲ ｼﾞｮｳ
藤井　丈(3)

鳥取
境高

ﾓﾄｲｹ ｶｲ
本池　開(2)

鳥取
境高

米澤　健太(3)
鳥取
鳥取西高

ｵｵﾛ ﾕｳｽｹ
大呂　祐輔(3)

鳥取
鳥取西高

ﾏｴﾀ ｼﾝｻｸ
前田　真作(2)

鳥取
鳥取西高

ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏｻ
三浦　和真(2)

鳥取
鳥取西高

凡例 



一般男子走高跳

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

決勝　

ﾌｼﾞｲ ｼﾞｮｳ 鳥取 － － － － ○ ○ ○ ○

1 6 87 藤井　丈(3) 境高 × × × 1m95
ﾏｴｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 鳥　取 － － － － ○ ○ ○ × × ×

2 11 746 前島　博之 鳥取SAC 1m90
ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲﾗ 鳥取 － － － － × ○ ○ × × ×

3 7 5769 濱田　平良(2) 中京大 1m85
ﾋﾉｷ ﾀｸﾔ 鳥取 ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

4 1 393 檜　拓哉(1) 米子西高 1m85
ｺﾀﾞﾆ ｹﾝﾀ 鳥取 － － － × × ○ ○ × × ×

5 16 72059 小谷　健太(5) 米子高専 1m80
ｶﾉｳ ﾘｭｳｲﾁ 鳥取 － － ○ ○ × ○ × × ×

6 4 107 加納　隆一(3) 米子工高 1m80
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 鳥取 － － － × ○ × ○ × × ×

7 8 71712 山本　昂久(2) 鳥取大 1m80
ﾄﾀﾞ ﾋﾛｷ 鳥取 ○ ○ ○ × × ／

8 15 28 戸田　皓紀(2) 米子高専 1m70
ﾊｼｲ ﾕｳﾏ 鳥取 ○ × ○ ○ × × ×

9 12 216 橋井　勇磨(1) 鳥取育英高 1m70
ﾓﾘﾓﾄ ｺｲﾁﾛｳ 鳥　取 × ○ × × ○ × × ○ × × ×

10 18 392 森元　虎一郎(1) 米子西高 1m70
ﾔﾏﾈ ﾏﾋﾛ 鳥取 ○ ○ × × ×

11 3 161 山根　真央(1) 鳥取城北高 1m65
ﾅｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 鳥取 ○ ○ × × ×

11 10 25 中村　国裕(2) 米子高専 1m65
ｱｷﾔﾏﾄﾓﾋｺ 鳥取 ○ × × ×

13 17 248 秋山　智彦(1) 米子東高 1m60
ｽﾞｼ ｼﾝﾉｽｹ 鳥取 × ○ × × ×

14 14 200 厨子　新之助(2) 鳥取工高 1m60
ｵｵﾆｼ ﾊﾙﾄ 鳥取 × × ○ × × ×

15 13 316 大西　遥人(3) 大栄中 1m60
ﾔﾏﾏｽ ﾀﾞｲｷ 鳥取 × × ×

2 642 山桝　大輝(1) 北栄スポーツクラブ NM
ｺﾃﾞﾗ ﾘｭｳ 鳥取 × × ×

5 303 小寺　龍(3) 鳥取東高 NM
ｻｲﾄｳ ﾋｶﾘ 鳥取 × × ×

9 390 西藤　星(1) 米子西高 NM

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 15:00 決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m60

2m00

1m95
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90

凡例  NM:記録なし



一般男子棒高跳

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

決勝　

ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞｷ 鳥取 － － － － － － － －

1 4 101 横山　和輝(3) 倉吉北高 － － × ○ － × ○ × × × 4m20
ｸﾜﾓﾄ ｿｳﾀﾞｲ 鳥取 － － － － － － － －

2 5 318 鍬本　聡大(3) 大栄中 ○ － × × × 3m80
ﾑｶｲ ﾀﾀﾞﾋﾛ 鳥取 － － － ○ ○ × × ×

3 1 119 向井　一鴻　　(2) 倉吉総産高 3m40
ｲﾏﾆｼﾋﾛﾅﾘ 兵庫 － － － ○ ○ × × ×

3 6 1002 今西　弘成(3) 香住一中 3m40
ﾏｴﾀ ﾅｵｷ 鳥取 ○ ○ × × ×

5 3 321 前田　直樹(2) 大栄中 2m20
ｻｲｷ ﾕｳｷ 鳥　取 － － － － － － － －

2 705 齊木 勇輝 鳥取陸協 － － － － － － × × × NM
ｶﾔﾊﾗ ﾏｻﾄ 鳥取 － － － － － － － －

7 116 茅原　雅人(3) 倉吉総産高 － － － － － × × × NM

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 11:00 決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m00

3m80

2m20

3m90

2m40

4m00

3m20

4m10

3m70
記録 ｺﾒﾝﾄ

3m40

4m20

3m50

4m30

3m60

4m80

凡例  NM:記録なし



一般男子三段跳

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

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

ｲｹﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 鳥取 14m29 × × 14m29 8 × × 14m29 14m29
1 7 644 池田　修平 鳥取銀行 +1.1 +1.1 +0.8 +0.8

ｴｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 鳥取 13m31 13m80 13m73 13m80 7 12m95 － 13m43 13m80
2 1 88 永澤　竜太朗(3) 境高 +3.2 +1.6 +2.7 +1.6 +0.4 +1.8 +1.6

ｶﾝﾍﾞ ﾘｷﾄ 鳥取 13m31 13m30 13m15 13m31 6 12m61 13m40 × 13m40
3 4 125 神戸　力斗(3) 八頭高 +1.2 +0.9 +2.7 +1.2 +0.4 +1.0 +1.0

ｸﾙﾏ ｻﾄｼ 鳥　取 12m40 12m17 11m91 12m40 5 × 12m23 × 12m40
4 9 16 來間　怜史(2) 米子南高 +1.7 +1.0 +0.9 +1.7 +2.4 +1.7

ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ 鳥取 × 12m38 12m11 12m38 4 12m31 12m11 × 12m38
5 12 138 小栗　拓海(2) 八頭高 +0.5 +2.7 +0.5 +0.2 +1.7 +0.5

ﾖﾈﾀﾞ ｱﾔﾄ 鳥取 11m96 12m08 11m98 12m08 3 11m48 × 11m74 12m08
6 10 187 米田　彩人(3) 鳥取工高 +0.1 +1.3 +2.2 +1.3 +0.9 +1.9 +1.3

ｸﾗﾏｽ ﾅｵﾄ 鳥取 × 12m02 11m89 12m02 2 11m59 － － 12m02
7 8 26 藏増　直人(2) 米子高専 +1.6 +0.9 +1.6 +2.8 +1.6

ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 鳥取 11m56 × × 11m56 1 11m40 × 11m14 11m56
8 14 391 木村　海登(1) 米子西高 +1.1 +1.1 +1.7 +1.9 +1.1

ｲﾜﾓﾄ ﾘｸ 鳥取 × 11m38 11m12 11m38 11m38
9 11 91 岩本　理矩(2) 境高 +2.0 -0.2 +2.0 +2.0

ﾌｼﾞﾓﾄﾔｽﾕｷ 鳥取 11m21 × 11m27 11m27 11m27
10 13 75 藤本　康行(2) 米子東高 +0.2 +2.3 +2.3 +2.3

ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝ 鳥　取

2 17 橋本　駿(2) 米子南高 DNS
ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｷ 鳥取

3 34769 寺田　皓希(2) 都留文科大 DNS
ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｷ 鳥取

5 162 北川　大稀(2) 鳥取城北高 DNS
ｶﾝﾍﾞ ﾕｳﾀ 鳥取

6 71718 神戸　勇太(3) 鳥取大 DNS

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 10:30 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子砲丸投(7.260kg)

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

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

ｸﾛﾏﾂ ﾅｵﾄ 鳥取

1 1 625 黒松　直人 鳥取ＡＳ 13m29 13m64 × 13m64 × 13m43 13m38 13m64
ｱｺｳ ﾋﾛｷ 鳥取

2 2 704 赤穂  弘樹 鳥取陸協 13m37 × × 13m37 × － － 13m37

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 10:00 決勝

凡例 



高校男子砲丸投(6.000kg)

県高校記録(THR)         14m90     黒松　直人(鳥取育英高)                06.5.27

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 3 134 松村　恭汰(2) 八頭高 12m84 13m38 × 13m38 8 12m16 － 12m86 13m38
ﾖﾈｲ ﾘｭｳ 鳥取

2 10 305 米井　龍(3) 鳥取東高 10m74 11m31 11m55 11m55 7 11m43 11m50 11m64 11m64
ｷﾀﾔﾏ ﾘｮｳ 鳥取

3 12 193 北山　遼(3) 鳥取工高 8m84 9m48 9m69 9m69 3 9m95 10m40 10m00 10m40
ﾅﾝﾊﾞ ﾀﾞｲﾌﾞ 鳥取

4 5 195 難波　大舞(3) 鳥取工高 9m90 9m02 9m58 9m90 6 9m63 9m02 9m37 9m90
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ 鳥取

5 8 135 山本　喬也(2) 八頭高 8m58 9m36 9m86 9m86 5 9m23 9m27 8m21 9m86
ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 鳥取

6 14 124 橋本　瞭(3) 八頭高 9m48 9m79 8m82 9m79 4 × 9m45 9m77 9m79
ﾈｺﾞﾛ ﾖｼﾕｷ 鳥取

7 6 31 根来　由晋(3) 米子高専 × 9m69 9m16 9m69 2 9m16 9m48 8m99 9m69
ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ 鳥取

8 15 378 川村　拓矢(1) 八頭高 9m39 9m32 9m19 9m39 1 9m64 9m19 × 9m64
ｱｻｸﾗ ﾖｼｷ 鳥取

9 4 181 朝倉　祥希(2) 倉吉西高 8m91 9m33 8m97 9m33 9m33
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 鳥取

10 9 34 中村　将大(2) 米子高専 8m26 × 8m14 8m26 8m26
ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾔ 鳥取

11 2 376 中島　優也(1) 八頭高 6m97 6m96 6m89 6m97 6m97
ﾀﾅｶ ﾐｷﾔ 鳥取

12 13 377 田中　幹哉(1) 八頭高 4m93 5m66 6m16 6m16 6m16
ﾊﾔｼ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

1 271 林　希望(2) 鳥取湖陵高 DNS
ｱﾀﾗｼ ｶﾝﾀﾛｳ 鳥取

7 306 新　寛太郎(2) 鳥取東高 DNS
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 鳥取

11 123 山本　謙信(3) 八頭高 DNS

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 10:00 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子円盤投(2.000kg)

県記録(TR)              49m30     土井　玲(大阪体大)                    96.7.7

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

ｸﾛﾀﾞ ﾂﾖｼ 鳥取

1 1 1175 黒田　剛志(2) 岡山大 35m59 × 38m02 38m02 40m13 39m26 39m51 40m13
ｶﾒｲ ｼﾝﾉｽｹ 鳥取

2 3 72065 亀井　信之介(4) 米子高専 28m72 32m62 × 32m62 × × × 32m62
ﾅｶﾀﾆ ﾔｽｷ 鳥取

2 1515 中谷　泰規(4) 岡山商大 DNS

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 09:30 決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子円盤投(1.750kg)

県高校記録(THR)         44m76     柏村　亮太(倉吉北高)                  09.6.21

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

ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 鳥取

1 14 124 橋本　瞭(3) 八頭高 × 37m08 36m74 37m08 36m98 37m04 34m37 37m08
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ 鳥取

2 13 135 山本　喬也(2) 八頭高 26m61 29m22 30m51 30m51 × × × 30m51
ｲｼｻﾞｶ ﾘｷﾅﾘ 鳥取

3 2 122 石坂　力成(2) 倉吉総産高 26m54 23m66 × 26m54 24m49 × 27m08 27m08
ｵｶﾑﾗ ﾕｳｷ 鳥取

4 12 258 岡村　勇輝(2) 岩美高 22m29 22m29 25m07 26m62 26m75 26m75
ｶﾄﾞﾜｷ ｱｷﾉﾘ 鳥取

5 1 102 門脇　昭憲(2) 倉吉北高 25m28 × 26m58 26m58 × 26m65 × 26m65
ｾｵ ｼｭﾝﾔ 鳥取

6 7 92 瀬尾　駿哉(2) 境高 × 23m23 26m25 26m25 × 24m23 20m81 26m25
ｲﾜﾓﾄ ﾘｸ 鳥取

7 4 91 岩本　理矩(2) 境高 19m32 25m27 × 25m27 23m96 × 24m51 25m27
ﾑｶｲ ﾘｮｳﾀ 鳥取

8 11 259 向井　亮太(1) 岩美高 18m36 21m02 21m64 21m64 × × × 21m64
ﾀﾅｶ ﾐｷﾔ 鳥取

9 10 377 田中　幹哉(1) 八頭高 16m51 18m24 14m36 18m24 18m24
ｼﾐｽﾞ ｿｳｽｹ 鳥取

10 6 319 清水　颯介(1) 鳥取聾 × 13m10 × 13m10 13m10
ﾀﾅｶ ｹｲｺﾞ

3 326 田中　啓吾(1) 倉吉総産高 DNS
ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ 鳥取

5 378 川村　拓矢(1) 八頭高 DNS
ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ 鳥取

8 278 井上　陽生(2) 鳥取湖陵高 DNS
ﾊﾔｼ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

9 271 林　希望(2) 鳥取湖陵高 DNS
ﾏﾂﾑﾗ ｷｮｳﾀ 鳥取

15 134 松村　恭汰(2) 八頭高 DNS

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 09:30 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子ハンマー投(7.260kg)

県記録(TR)              67m25     柏村　亮太(日本大)                    12.5.12
大会記録(GR)            63m81     柏村　亮太(日本大)                    2012

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 1 704 赤穂  弘樹 鳥取陸協 × 67m16 × 67m16 × 64m58 × 67m16 GR

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 16:00 決勝

凡例  GR:大会記録



高校男子ハンマー投(6.000kg)

県高校記録(THR)         68m33     柏村　亮太(倉吉北高)                  09.10.3

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

ﾌｼﾞｲ ﾖｳｽｹ 鳥取

1 4 120 藤井　陽介(3) 倉吉総産高 48m14 47m59 51m82 51m82 49m37 50m46 49m77 51m82
ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 鳥取

2 1 225 伊藤　剛史(3) 鳥取育英高 × 50m04 50m69 50m69 49m25 49m50 49m30 50m69
ｶﾄﾞﾜｷ ｱｷﾉﾘ 鳥取

3 2 102 門脇　昭憲(2) 倉吉北高 46m23 47m22 47m13 47m22 × 46m59 44m05 47m22
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ 鳥取

4 3 135 山本　喬也(2) 八頭高 39m92 39m43 42m89 42m89 40m05 41m02 41m34 42m89
ｱﾀﾞﾁ ｹﾞﾝﾀ 鳥取

5 7 204 足立　　元太(3) 境総合高 35m23 × 35m24 35m24 × 21m85 34m44 35m24
ｲﾜﾓﾄ ｱｷﾋｻ 鳥取

6 8 93 岩本　晃尚(2) 境高 28m56 26m82 26m95 28m56 28m95 × × 28m95
ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 鳥取

7 6 124 橋本　瞭(3) 八頭高 × 26m57 × 26m57 × × × 26m57
ﾄﾓﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ 鳥取

8 5 99 友森　翔吾(2) 境高 20m38 × 23m99 23m99 23m68 23m49 22m19 23m99

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 16:00 決勝

凡例 



一般男子やり投

県記録(TR)              76m30     山田　貴啓(東海大)                    89.9.10
大会記録(GR)            75m00     朝倉　健(かしのはク)                  1988

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

ﾊｾ ﾕｳﾀ 鳥取

1 18 621 長谷　祐太 鳥取ＡＳ 57m68 60m16 × 60m16 8 58m68 63m27 × 63m27
ｲｼｻﾞｶ ﾘｷﾅﾘ 鳥取

2 16 122 石坂　力成(2) 倉吉総産高 57m41 56m74 49m41 57m41 7 55m36 56m08 56m17 57m41
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 鳥取

3 17 123 山本　謙信(3) 八頭高 × 53m21 － 53m21 6 － － － 53m21
ﾀｹｳﾐ ﾕｷﾉﾌﾞ 鳥取

4 11 54 武海　幸信(3) 米子西高 50m40 51m88 51m21 51m88 5 50m58 × 51m24 51m88
ﾎｿｶﾜ ﾕﾀｶ 鳥取

5 3 315 細川　尭(2) 鳥取東高 47m22 44m13 42m69 47m22 1 38m53 46m43 51m85 51m85
ｵｶﾑﾗ ﾕｳｷ 鳥取

6 8 258 岡村　勇輝(2) 岩美高 50m23 50m38 49m19 50m38 3 50m80 48m43 × 50m80
ﾏｴｼﾞﾏｺｳｼﾞ 鳥　取

7 6 745 前島　浩二 鳥取SAC 43m70 × 50m73 50m73 4 × 47m12 × 50m73
ﾔﾏｼﾞ ﾀｸﾔ 鳥取

8 20 71970 山地　拓哉(1) 鳥取大 50m24 42m43 47m58 50m24 2 － 44m79 44m93 50m24
ｺﾀﾞﾆ ｹﾝﾀ 鳥取

9 19 72059 小谷　健太(5) 米子高専 41m19 44m21 39m91 44m21 44m21
ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ 鳥取

10 9 278 井上　陽生(2) 鳥取湖陵高 42m98 38m87 41m39 42m98 42m98
ｶﾜｶﾐ ｴｲｽｹ 鳥取

11 7 66 川上　英輔(2) 米子西高 39m48 40m40 38m53 40m40 40m40
ﾖﾈｲ ﾘｭｳ 鳥取

12 2 305 米井　龍(3) 鳥取東高 × 40m28 38m68 40m28 40m28
ｾｵ ｼｭﾝﾔ 鳥取

13 14 92 瀬尾　駿哉(2) 境高 33m16 33m65 35m08 35m08 35m08
ﾏｴﾀ ﾕｳｽｹ 鳥　取

14 12 324 前田　裕介(1) 倉吉総産高 × 34m01 34m90 34m90 34m90
ｱｼﾓﾄ ﾘｮｳ 鳥取

15 10 380 足本  僚(2) 米子高専 34m76 33m50 33m52 34m76 34m76
ｶﾒｵ ﾕｳﾘ 鳥取

16 4 252 亀尾　侑里(2) 米子東高 33m43 × × 33m43 33m43
ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾔ 鳥取

17 15 376 中島　優也(1) 八頭高 31m02 29m56 30m65 31m02 31m02
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 鳥取

18 1 11 中村　太河(1) 米子松蔭高 29m91 27m32 30m69 30m69 30m69
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取

5 1544 中村　大輔(3) 岡山商大 DNS
ﾋﾗｲ ﾉﾌﾞﾔ 鳥取

13 267 平井　遥也(1) 岩美高 DNS

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 14:00 決勝

凡例  DNS:欠場



少年Ｂ男子3000m

予選　2組6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

ｵｵﾓﾘ ﾀｲﾗ 鳥取 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 鳥取

1 13 156 大森　太楽(1) 鳥取城北高 9:38.98 Q 1 5 251 福田　悠一(1) 米子東高 9:26.98 Q
ｲｼﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝ 鳥取 ｺﾀﾞﾆ ﾋｼﾞﾘ 鳥取

2 3 178 石塚　順(1) 鳥取城北高 9:38.98 Q 2 9 4 小谷　聖(1) 米子松蔭高 9:27.49 Q
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取 ｵﾊﾞﾗ ﾎｸﾄ 鳥取

3 9 177 山田　健太郎(1) 鳥取城北高 9:38.99 Q 3 6 223 小原　北斗(1) 鳥取育英高 9:28.85 Q
ｽｷﾞﾑﾗ ｿｳﾔ 鳥取 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｺﾞ 鳥取

4 8 147 杉村　宗哉(1) 八頭高 9:39.11 Q 4 7 13 本田　圭吾(1) 米子松蔭高 9:29.74 Q
ｳｽｲ ｹﾝﾀ 鳥取 ﾜｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 鳥取

5 1 164 臼井　健太(1) 鳥取城北高 9:39.15 Q 5 13 163 若原　怜汰(1) 鳥取城北高 9:30.34 Q
ﾐﾂﾎﾞｼ ｼｮｳ 鳥取 ﾆｼﾀﾞ ﾄｳｲ 鳥　取

6 19 367 三ツ星　翔(1) 八頭高 9:39.18 Q 6 4 184 西田　到生(1) 倉吉東高 9:31.35 Q
ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取 ｻﾜﾓﾄ ﾀｸﾏ 鳥取

7 17 176 德田　大祐(1) 鳥取城北高 9:39.52 q 7 16 175 澤本　拓真(1) 鳥取城北高 9:32.92 q
ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取 ﾔﾏﾈ ﾃﾂﾛｳ 鳥取

8 21 227 前嶋　昂宏(1) 鳥取育英高 9:40.91 q 8 11 701 山根　鉄朗(3) 鳥取東中 9:47.22 q
ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ 鳥取 ﾉﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 鳥取

9 7 14 永井　勇輝(1) 米子松蔭高 9:44.36 q 9 8 246 野本　周平(1) 米子東高 9:48.47 q
ｷﾀﾆ ﾂﾖｼ 鳥取 ﾐﾀﾆ ﾘｮｳ 鳥取

10 16 245 木谷　剛(1) 米子東高 9:53.38 10 15 353 三谷　諒(1) 鳥取西高 9:52.05
ﾆｼﾀﾞ ｱﾔﾄ 岡山 ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取

11 18 1235 西田　彩人(3) 津山西中 9:59.40 11 10 317 川上　勇大(1) 鳥取東高 9:52.37
ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 鳥取 ｶｹﾞｲ ﾄﾓﾔ 鳥取

12 20 286 山崎　隼太郎(1) 倉吉東高 10:02.60 12 2 298 影井　友哉(1) 鳥取東高 9:56.91
ﾐﾊｼ ﾕｳﾔ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾀ 鳥取

13 11 299 三橋　侑矢(1) 鳥取東高 10:03.47 13 3 10 安達　祐太(1) 米子松蔭高 10:10.59
ﾅｶﾄﾞｲ ﾕｳｷ 鳥取 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

14 14 157 中土居　侑己(1) 鳥取城北高 10:07.92 14 20 316 宮本　凌太(1) 鳥取東高 10:24.19
ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳ 鳥　取 ｸﾜﾓﾄ ｺｳﾔ 鳥取

15 12 322 坂本　涼(1) 倉吉総産高 10:19.46 15 18 250 桑本　滉也(1) 米子東高 10:28.67
ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾔ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 鳥取

16 2 347 小倉　卓也(1) 鳥取西高 10:55.89 16 17 352 田中　庸介(1) 鳥取西高 10:53.39
ﾔﾉ ﾀｲﾁ 鳥取 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 鳥取

4 327 矢野　太一(1) 倉吉総産高 DNS 17 19 328 阪本　脩平(1) 倉吉総産高 11:01.14
ｾｲｹ ﾀﾞｲ 鳥取 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ 鳥　取

5 179 清家　大(1) 鳥取城北高 DNS 18 14 321 岡田　光平(1) 鳥取商高 11:54.94
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｷﾉﾘ 鳥取 ﾃｼﾏ ｶｲﾄ 鳥取

6 300 西澤　幸則(1) 鳥取東高 DNS 1 218 手嶋　海斗(1) 鳥取育英高 DNS
ｻﾜ ｼｭｳﾅ 鳥取 ｲﾄｳ ﾅｵ 鳥取

10 364 澤　蹴也(1) 八頭高 DNS 12 366 伊藤　直(1) 八頭高 DNS
ｵｶｼﾞﾏ ﾔﾏﾄ 鳥取

15 243 岡嶋　大和(1) 鳥取育英高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 11:25 予選
5月10日 15:00 決勝

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予選　1組

予選　2組

凡例  DNS:欠場



少年Ｂ男子3000m

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 鳥取

1 1 251 福田　悠一(1) 米子東高 8:46.03
ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｺﾞ 鳥取

2 4 13 本田　圭吾(1) 米子松蔭高 8:55.99
ｽｷﾞﾑﾗ ｿｳﾔ 鳥取

3 14 147 杉村　宗哉(1) 八頭高 9:07.51
ｵｵﾓﾘ ﾀｲﾗ 鳥取

4 7 156 大森　太楽(1) 鳥取城北高 9:17.49
ﾐﾂﾎﾞｼ ｼｮｳ 鳥取

5 13 367 三ツ星　翔(1) 八頭高 9:23.62
ｲｼﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝ 鳥取

6 18 178 石塚　順(1) 鳥取城北高 9:25.07
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

7 10 177 山田　健太郎(1) 鳥取城北高 9:28.36
ｵﾊﾞﾗ ﾎｸﾄ 鳥取

8 3 223 小原　北斗(1) 鳥取育英高 9:28.78
ﾜｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 鳥取

9 17 163 若原　怜汰(1) 鳥取城北高 9:31.27
ｳｽｲ ｹﾝﾀ 鳥取

10 5 164 臼井　健太(1) 鳥取城北高 9:33.51
ﾔﾏﾈ ﾃﾂﾛｳ 鳥取

11 9 701 山根　鉄朗(3) 鳥取東中 9:43.53
ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取

12 11 176 德田　大祐(1) 鳥取城北高 9:44.26
ﾆｼﾀﾞ ﾄｳｲ 鳥　取

13 8 184 西田　到生(1) 倉吉東高 9:45.39
ｻﾜﾓﾄ ﾀｸﾏ 鳥取

14 6 175 澤本　拓真(1) 鳥取城北高 9:46.37
ｺﾀﾞﾆ ﾋｼﾞﾘ 鳥取

15 2 4 小谷　聖(1) 米子松蔭高 9:57.22
ﾉﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 鳥取

16 12 246 野本　周平(1) 米子東高 10:01.67
ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ 鳥取

17 16 14 永井　勇輝(1) 米子松蔭高 10:05.25
ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取

15 227 前嶋　昂宏(1) 鳥取育英高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 11:25 予選
5月10日 15:00 決勝

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



少年Ｂ男子110mH(0.991m)

決勝　

(風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾝﾉｷ ｺｳﾀ 鳥取

1 4 289 進木　康汰(1) 倉吉東高 15.88
ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

2 6 238 寺田　享平(1) 鳥取育英高 16.00
ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ 鳥取

3 5 407 山崎　利洋(1) 倉吉西高 16.40
ｻｲﾄｳ ﾋｶﾘ 鳥取

3 390 西藤　星(1) 米子西高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 16:00 決勝

凡例  DNS:欠場



少年Ｂ男子砲丸投(5.000kg)

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

ﾑｶｲ ﾘｮｳﾀ 鳥取

1 2 259 向井　亮太(1) 岩美高 8m44 7m12 7m89 8m44 8m13 8m17 8m69 8m69
ﾊﾏｼﾀ ﾅｵﾄ 鳥取

2 1 360 濵下　尚都(1) 岩美高 7m37 7m79 × 7m79 6m79 7m81 7m63 7m81
ｼﾐｽﾞ ｿｳｽｹ 鳥取

3 3 319 清水　颯介(1) 鳥取聾 7m05 7m38 × 7m38 6m85 6m60 6m97 7m38

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 14:30 決勝

凡例 



高校男子八種競技 110mH(1.067m)

(風:+1.5)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾋﾗ ﾏﾓﾙ 岡山

1 3 5269 田平　守(3) 倉敷工高 16.16 715
ｵﾉ ｼｮｳｺﾞ 岡山

2 4 5250 小野　翔吾(1) 倉敷工高 17.27 596
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 岡山

3 2 5285 齋藤　優貴(3) 倉敷工高 18.07 517
ﾊｾｲ ﾏｻﾕｷ 岡山

4 5 5245 長谷井　和幸(1) 倉敷工高 18.74 455

審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 09:30 決勝

凡例 



高校男子八種競技 100m

(風:+0.8)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾋﾗ ﾏﾓﾙ 岡山

1 2 5269 田平　守(3) 倉敷工高 11.41 771
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 岡山

2 4 5285 齋藤　優貴(3) 倉敷工高 11.53 746
ｵﾉ ｼｮｳｺﾞ 岡山

3 3 5250 小野　翔吾(1) 倉敷工高 11.96 659
ﾊｾｲ ﾏｻﾕｷ 岡山

4 5 5245 長谷井　和幸(1) 倉敷工高 12.37 580

審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 10:15 決勝

凡例 



高校男子八種競技 走高跳

ｵﾉ ｼｮｳｺﾞ 岡山 － － － － ○ ○ ○ ○

1 1 5250 小野　翔吾(1) 倉敷工高 × ○ × × ○ × ○ × × × 1m70 544
ﾊｾｲ ﾏｻﾕｷ 岡山 － － － － － ○ ○ ○

2 2 5245 長谷井　和幸(1) 倉敷工高 × × × 1m61 472
ﾀﾋﾗ ﾏﾓﾙ 岡山 － － － － ○ × ○ ○ × × ×

3 3 5269 田平　守(3) 倉敷工高 1m58 449
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 岡山 ○ ○ ○ × × ○ × × ×

4 4 5285 齋藤　優貴(3) 倉敷工高 1m49 381

審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 13:00 決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m40

1m64

1m43

1m67

1m46

1m70

1m49

1m73
ｺﾒﾝﾄ

1m52 1m55 1m58 1m61
記録 得点

凡例 



高校男子八種競技 走幅跳

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

ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 岡山 5m73 6m04 × 6m04
1 3 5285 齋藤　優貴(3) 倉敷工高 -0.2 +3.6 +3.6 595

ﾀﾋﾗ ﾏﾓﾙ 岡山 5m66 5m11 5m70 5m70
2 1 5269 田平　守(3) 倉敷工高 +1.7 +1.3 +1.3 +1.3 523

ﾊｾｲ ﾏｻﾕｷ 岡山 5m65 × 5m37 5m65
3 4 5245 長谷井　和幸(1) 倉敷工高 +3.9 +4.6 +3.9 512

ｵﾉ ｼｮｳｺﾞ 岡山 5m36 5m45 5m55 5m55
4 2 5250 小野　翔吾(1) 倉敷工高 +1.6 +4.5 +3.0 +3.0 492

審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 12:30 決勝

凡例 



高校男子八種競技 400m

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾊｾｲ ﾏｻﾕｷ 岡山

1 3 5245 長谷井　和幸(1) 倉敷工高 53.67 653
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 岡山

2 2 5285 齋藤　優貴(3) 倉敷工高 54.12 635
ﾀﾋﾗ ﾏﾓﾙ 岡山

3 4 5269 田平　守(3) 倉敷工高 54.96 600
ｵﾉ ｼｮｳｺﾞ 岡山

4 5 5250 小野　翔吾(1) 倉敷工高 57.33 508

審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 17:00 決勝

凡例 



高校男子八種競技 砲丸投(6.000kg)

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

ﾀﾋﾗ ﾏﾓﾙ 岡山

1 1 5269 田平　守(3) 倉敷工高 11m23 × 11m66 11m66 586
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 岡山

2 3 5285 齋藤　優貴(3) 倉敷工高 7m95 8m61 8m63 8m63 404
ｵﾉ ｼｮｳｺﾞ 岡山

3 2 5250 小野　翔吾(1) 倉敷工高 7m37 7m66 7m04 7m66 346
ﾊｾｲ ﾏｻﾕｷ 岡山

4 4 5245 長谷井　和幸(1) 倉敷工高 6m99 5m92 7m16 7m16 317

審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 14:30 決勝

凡例 



高校男子八種競技 やり投(0.800kg)

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

ﾀﾋﾗ ﾏﾓﾙ 岡山

1 4 5269 田平　守(3) 倉敷工高 47m80 49m74 47m40 49m74 585
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 岡山

2 3 5285 齋藤　優貴(3) 倉敷工高 × 38m27 35m63 38m27 417
ｵﾉ ｼｮｳｺﾞ 岡山

3 2 5250 小野　翔吾(1) 倉敷工高 31m33 25m47 28m94 31m33 318
ﾊｾｲ ﾏｻﾕｷ 岡山

4 1 5245 長谷井　和幸(1) 倉敷工高 28m68 29m14 30m54 30m54 307

審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 10:30 決勝

凡例 



高校男子八種競技 1500m

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾋﾗ ﾏﾓﾙ 岡山

1 4 5269 田平　守(3) 倉敷工高 5:08.53 512
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 岡山

2 1 5285 齋藤　優貴(3) 倉敷工高 5:10.49 501
ｵﾉ ｼｮｳｺﾞ 岡山

3 3 5250 小野　翔吾(1) 倉敷工高 5:26.37 417
ﾊｾｲ ﾏｻﾕｷ 岡山

2 5245 長谷井　和幸(1) 倉敷工高 DNS

審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 16:20 決勝

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子100m

県記録(TR)              11.62     澤田　博美(鳥取県SC)                  00.7.16
大会記録(GR)            11.75     澤田　博美(鳥取県SC)                  2000

予選　6組0着＋16

1組 (風:+2.0) 2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
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 鳥取 ﾐﾊｼ ﾏﾐ 鳥取

1 3 60 遠藤　菜々(1) 倉吉東高 12.87 q 1 6 10 三橋　真美(3) 鳥取商高 13.04 q
ｳｴﾀ ﾏﾕ 鳥取 ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾉ 鳥取

2 6 99 上田　真悠(1) 鳥取城北高 13.31 q 2 7 91 壹村　彩乃(2) 鳥取城北高 13.25 q
ｳｴﾀ ﾘﾎ 鳥取 ｻﾜ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

3 7 14 上田　璃穂(3) 鳥取商高 13.95 3 4 135 澤　　望美(3) 鳥取湖陵高 13.52
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲ 鳥取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｶ 鳥取

4 4 103 山本　麻郁(2) 倉吉西高 14.09 4 5 111 谷口　涼香(1) 鳥取育英高 14.07
ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ 鳥取 ｽｴﾂｸﾞ ﾘﾝ 鳥取

5 8 2004 岸本　百桃(6) 布勢ＴＣ 14.45 5 8 37 末次　凜(3) 米子西高 14.09
ﾐｱｹ ｱｷﾎ 鳥取 ﾏｷﾀ ｻﾄｺ 鳥取

6 9 100 三明　秋穂(3) 後藤ヶ丘中 14.74 6 9 34 牧田　啓子(2) 倉吉東高 14.23
ｼﾏﾍﾞ ﾋﾗｲ 鳥取 ﾐｽﾞﾉ ｱｲ 鳥取

7 2 63 島邉　飛来(3) 倉吉総産高 15.71 7 3 2006 水野　愛唯(5) 布勢ＴＣ 15.25
ﾐﾀﾆ ﾏﾅｶ 鳥取 ﾀﾅｶ ｼｵﾐ 鳥取

8 1 165 三谷　愛佳(1) 鳥取東高 16.27 2 65 田中　詩央実(2) 倉吉総産高 DNS
ｱﾀﾞﾁ ｻｷ 鳥取

5 171 足立　紗輝(2) 鳥取西高 DNS

3組 (風:+2.4) 4組 (風:+2.1)

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
ｳｴﾀ ﾓﾓｺ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 鳥取

1 4 36943 上田　桃子(1) 青山学院大 12.82 q 1 4 170 田中　美月(2) 鳥取西高 12.89 q
ﾉｸﾞﾁ ﾏﾎ 鳥取 ﾌｸﾅｶﾞ ﾁﾋﾛ 鳥取

2 8 39 野口　真帆(2) 米子西高 13.92 2 7 13 福長　ちひろ(3) 鳥取商高 13.06 q
ﾖｼﾀﾞ ﾙｶ 鳥取 ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ 鳥取

3 2 168 吉田　瑠花(1) 倉吉総産高 13.97 3 6 108 山田　葵(3) 後藤ヶ丘中 13.32 q
ｼﾐｽﾞ ﾐﾔｺ 鳥取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵ 鳥　取

4 3 2005 清水　美京(5) 布勢ＴＣ 14.02 4 5 1 谷口　菜生(3) 米子南高 13.40 q
ｽﾔﾏ ｶﾅ 鳥取 ｵｻｷ ｱｶﾘ 鳥取

5 6 113 陶山　佳奈(1) 鳥取育英高 14.54 5 9 2003 尾崎　星(6) 布勢ＴＣ 13.67
ｷｯｶﾜ ｸﾙﾐ 鳥取 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 鳥取

6 5 166 吉川　くるみ(1) 鳥取商高 14.84 6 8 189 松田　凪沙(3) 米子高 13.88
ﾅｶｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ 鳥取

7 7 130 中川　涼香(1) 米子北斗高 14.88 7 3 264 田中　晴菜(2) 大栄中 14.88
ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾘﾝ 鳥取 ｶﾅﾓﾘ ﾐｻ 鳥取

8 9 147 藤原　花梨(1) 倉吉東高 15.06 8 2 149 金森　美紗(1) 倉吉東高 15.15
ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾘ 鳥取

9 1 205 山本　愛梨(2) 倉吉西高 15.66

5組 (風:+0.7) 6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
ｶﾅﾓﾘ ﾁｶ 鳥取 ｵｶｻﾞｷ ﾏｵ 鳥取

1 6 45 金森　千佳(3) 米子東高 13.03 q 1 5 26 岡崎　麻央(3) 倉吉東高 12.85 q
ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取 ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥取

2 9 2002 吉田　明香里(6) 布勢ＴＣ 13.15 q 2 6 204 岡崎　穂乃香(1) 米子東高 13.29 q
ﾅｶﾑﾗ ｲｵﾘ 鳥取 ﾏｴﾀ ﾘｶ 鳥　取

3 3 89 中村　伊織(3) 鳥取城北高 13.42 q 3 7 102 前田　梨華(3) 倉吉西高 13.37 q
ﾎﾘ ｼｽﾞｶ 鳥取 ｱｻｵ ﾏﾉ 鳥取

4 8 190 堀　静香(3) 米子高 13.54 4 4 9 浅尾　まの(2) 鳥取商高 13.43 q
ｲｼｶﾞﾐ ｱﾔｶ 鳥取 ｵｶﾑﾗ ﾚｲﾈ 鳥取

5 5 35 石上　彩佳(2) 米子西高 13.92 5 8 97 岡村　玲音(1) 鳥取城北高 13.80
ｵｵﾀﾆﾐ ｸ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ﾁｴﾐ 鳥取

6 2 139 大谷　深紅(2) 鳥取湖陵高 15.12 6 3 142 中村　千恵美(3) 鳥取湖陵高 14.12
ｳﾒｻﾞﾈ ﾐﾅﾐ 鳥取 ﾖﾈﾀﾞ ｱｷ 鳥取

7 7 129 梅實　みなみ(1) 米子北斗高 15.65 7 9 62 米田　亜希(3) 倉吉総産高 14.29
ﾌﾙｲ ﾊﾙﾅ 鳥取 ｵｵﾀ ｴﾚﾝ 鳥取

8 1 164 古井　春菜(1) 鳥取東高 16.35 8 2 2001 大田　絵恋(6) 布勢ＴＣ 14.63
ﾄｳｶﾞﾐ ｻﾔ 鳥取

4 61 東上　紗耶(1) 鳥取商高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 10:20 予選
5月10日 13:40 準決勝

5月10日 15:20 決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子100m

県記録(TR)              11.62     澤田　博美(鳥取県SC)                  00.7.16
大会記録(GR)            11.75     澤田　博美(鳥取県SC)                  2000

準決勝　2組4着

1組 (風:+3.8) 2組 (風:+2.6)

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
ｳｴﾀ ﾓﾓｺ 鳥取 ｵｶｻﾞｷ ﾏｵ 鳥取

1 4 36943 上田　桃子(1) 青山学院大 12.73 Q 1 4 26 岡崎　麻央(3) 倉吉東高 12.63 Q
ｶﾅﾓﾘ ﾁｶ 鳥取 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 鳥取

2 6 45 金森　千佳(3) 米子東高 12.95 Q 2 5 60 遠藤　菜々(1) 倉吉東高 12.81 Q
ﾏｴﾀ ﾘｶ 鳥　取 ﾐﾊｼ ﾏﾐ 鳥取

3 3 102 前田　梨華(3) 倉吉西高 13.10 Q 3 7 10 三橋　真美(3) 鳥取商高 13.10 Q
ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取 ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥取

4 5 2002 吉田　明香里(6) 布勢ＴＣ 13.12 Q 4 9 204 岡崎　穂乃香(1) 米子東高 13.12 Q
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾉ 鳥取 ｳｴﾀ ﾏﾕ 鳥取

5 8 91 壹村　彩乃(2) 鳥取城北高 13.12 5 8 99 上田　真悠(1) 鳥取城北高 13.20
ｱｻｵ ﾏﾉ 鳥取 ﾌｸﾅｶﾞ ﾁﾋﾛ 鳥取

6 2 9 浅尾　まの(2) 鳥取商高 13.28 6 6 13 福長　ちひろ(3) 鳥取商高 13.20
ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ 鳥取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵ 鳥　取

7 9 108 山田　葵(3) 後藤ヶ丘中 13.40 7 3 1 谷口　菜生(3) 米子南高 13.35
ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ｲｵﾘ 鳥取

7 170 田中　美月(2) 鳥取西高 DNS 8 2 89 中村　伊織(3) 鳥取城北高 13.49

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 10:20 予選
5月10日 13:40 準決勝

5月10日 15:20 決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子100m

県記録(TR)              11.62     澤田　博美(鳥取県SC)                  00.7.16
大会記録(GR)            11.75     澤田　博美(鳥取県SC)                  2000

決勝　

(風:+2.3)

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 ﾏｵ 鳥取

1 6 26 岡崎　麻央(3) 倉吉東高 12.63
ｳｴﾀ ﾓﾓｺ 鳥取

2 5 36943 上田　桃子(1) 青山学院大 12.75
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 鳥取

3 7 60 遠藤　菜々(1) 倉吉東高 12.77
ｶﾅﾓﾘ ﾁｶ 鳥取

4 4 45 金森　千佳(3) 米子東高 13.04
ﾐﾊｼ ﾏﾐ 鳥取

5 8 10 三橋　真美(3) 鳥取商高 13.10
ﾏｴﾀ ﾘｶ 鳥　取

6 9 102 前田　梨華(3) 倉吉西高 13.14
ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取

7 2 2002 吉田　明香里(6) 布勢ＴＣ 13.23
ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥取

8 3 204 岡崎　穂乃香(1) 米子東高 13.35

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 10:20 予選
5月10日 13:40 準決勝

5月10日 15:20 決勝

凡例 



一般女子200m

県記録(TR)              24.45     澤田　博美(鳥取県SC)                  99.7.18
大会記録(GR)            24.6      北林　美由紀(鳥取家政高)              1984

予選　5組0着＋16

1組 (風:+1.3) 2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 ﾓﾓｺ 鳥取 ｺﾏﾂ ｶﾅ 鳥取

1 4 36943 上田　桃子(1) 青山学院大 26.49 q 1 6 49 小松　華(3) 境高 27.45 q
ﾐﾊｼ ﾏﾐ 鳥取 ｱｻｵ ﾏﾉ 鳥取

2 3 10 三橋　真美(3) 鳥取商高 27.11 q 2 5 9 浅尾　まの(2) 鳥取商高 27.74 q
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵ 鳥　取 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞ 鳥取

3 5 1 谷口　菜生(3) 米子南高 28.02 q 3 4 30 森田　和(2) 倉吉東高 28.34
ﾅｶﾑﾗ ｲｵﾘ 鳥取 ﾏｷﾀ ｻﾄｺ 鳥取

4 6 89 中村　伊織(3) 鳥取城北高 28.33 4 7 34 牧田　啓子(2) 倉吉東高 29.70
ｻﾜ ﾉｿﾞﾐ 鳥取 ｷﾖﾊﾗ ﾐｻｷ 鳥取

5 8 135 澤　　望美(3) 鳥取湖陵高 29.04 5 1 33 清原　美咲(2) 倉吉東高 31.13
ﾏｷﾉ ｻﾄｶ 鳥取 ｵｵﾀﾆﾐ ｸ 鳥取

6 2 146 牧野　里香(1) 倉吉東高 29.76 6 8 139 大谷　深紅(2) 鳥取湖陵高 31.46
ﾌｸｼﾏ ｻﾔ 鳥取 ﾔﾏﾏｽ ｻｴ 鳥取

7 1 148 福嶋　沙耶(1) 倉吉東高 29.90 7 2 187 山桝　瑳恵(1) 八頭高 33.63
ﾌｸｲ ﾐｽﾞｷ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ ｻｷ 鳥取

7 67 福井　瑞季(3) 倉吉総産高 DNS 3 171 足立　紗輝(2) 鳥取西高 DNS

3組 (風:+1.2) 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
ﾊﾏﾀﾞ ﾁｻﾄ 鳥取 ﾅｶﾊﾗ ﾐｻﾄ 鳥取

1 4 73 濱田　知里(3) 八頭高 26.93 q 1 6 28 中原　美仁(3) 倉吉東高 27.41 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾐ 鳥取 ﾏｴﾀ ﾘｶ 鳥　取

2 6 90 山田　真美(3) 鳥取城北高 27.57 q 2 8 102 前田　梨華(3) 倉吉西高 27.66 q
ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥取 ﾐﾖｼ ﾕｳｶ 鳥　取

3 3 204 岡崎　穂乃香(1) 米子東高 27.94 q 3 3 4 三好　優香(3) 米子南高 28.19 q
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 鳥取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ 鳥取

4 5 29 松本　亜美(2) 倉吉東高 28.00 q 4 2 151 谷口　寧那(1) 倉吉東高 30.45
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 鳥取 ｷｸｼﾏ ｻﾜｶ 鳥取

5 7 189 松田　凪沙(3) 米子高 29.42 5 7 127 菊島　爽風(1) 境高 31.10
ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 鳥取 ｵｶｻﾞｷ ﾏｵ 鳥取

6 1 145 谷岡　景子(1) 倉吉東高 29.96 4 26 岡崎　麻央(3) 倉吉東高 DNS
ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ 鳥取 ﾄｳｶﾞﾐ ｻﾔ 鳥取

7 2 137 木村　遼(2) 鳥取湖陵高 31.06 5 61 東上　紗耶(1) 鳥取商高 DNS
ｷｯｶﾜ ｸﾙﾐ 鳥取

8 8 166 吉川　くるみ(1) 鳥取商高 31.42

5組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 鳥取

1 6 60 遠藤　菜々(1) 倉吉東高 26.68 q
ｲﾜｻｷ ﾏｷ 鳥取

2 5 119 岩崎 万季(2) 鳥取育英高 26.84 q
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾉ 鳥取

3 4 91 壹村　彩乃(2) 鳥取城北高 27.90 q
ﾎﾘ ｼｽﾞｶ 鳥取

4 3 190 堀　静香(3) 米子高 28.20 q
ﾉｸﾞﾁ ﾏﾎ 鳥取

5 8 39 野口　真帆(2) 米子西高 28.95
ｳｴﾀ ﾘﾎ 鳥取

6 7 14 上田　璃穂(3) 鳥取商高 29.22
ｳﾉ ﾊﾙｶ 鳥取

7 2 132 宇野　悠(3) 岩美高 29.23
ﾑﾗｼﾏ ｶﾅ 鳥取

8 1 150 村島　果夏(1) 倉吉東高 32.47

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 00:00 予選
5月11日 13:15 準決勝

5月11日 14:50 決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子200m

県記録(TR)              24.45     澤田　博美(鳥取県SC)                  99.7.18
大会記録(GR)            24.6      北林　美由紀(鳥取家政高)              1984

準決勝　2組4着

1組 (風:+1.3) 2組 (風:-2.2)

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
ｳｴﾀ ﾓﾓｺ 鳥取 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 鳥取

1 4 36943 上田　桃子(1) 青山学院大 26.83 Q 1 5 60 遠藤　菜々(1) 倉吉東高 27.54 Q
ﾊﾏﾀﾞ ﾁｻﾄ 鳥取 ｺﾏﾂ ｶﾅ 鳥取

2 6 73 濱田　知里(3) 八頭高 27.06 Q 2 6 49 小松　華(3) 境高 27.75 Q
ﾐﾊｼ ﾏﾐ 鳥取 ﾅｶﾊﾗ ﾐｻﾄ 鳥取

3 7 10 三橋　真美(3) 鳥取商高 27.63 Q 3 7 28 中原　美仁(3) 倉吉東高 27.93 Q
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾐ 鳥取 ｱｻｵ ﾏﾉ 鳥取

4 5 90 山田　真美(3) 鳥取城北高 27.74 Q 4 9 9 浅尾　まの(2) 鳥取商高 28.43 Q
ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥取 ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾉ 鳥取

5 9 204 岡崎　穂乃香(1) 米子東高 27.92 5 8 91 壹村　彩乃(2) 鳥取城北高 28.68
ﾏｴﾀ ﾘｶ 鳥　取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵ 鳥　取

6 8 102 前田　梨華(3) 倉吉西高 28.00 6 2 1 谷口　菜生(3) 米子南高 28.80
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 鳥取 ﾐﾖｼ ﾕｳｶ 鳥　取

7 2 29 松本　亜美(2) 倉吉東高 28.23 7 3 4 三好　優香(3) 米子南高 28.96
ﾎﾘ ｼｽﾞｶ 鳥取 ｲﾜｻｷ ﾏｷ 鳥取

8 3 190 堀　静香(3) 米子高 28.60 4 119 岩崎 万季(2) 鳥取育英高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 00:00 予選
5月11日 13:15 準決勝

5月11日 14:50 決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子200m

県記録(TR)              24.45     澤田　博美(鳥取県SC)                  99.7.18
大会記録(GR)            24.6      北林　美由紀(鳥取家政高)              1984

決勝　

(風:-1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｴﾀ ﾓﾓｺ 鳥取

1 4 36943 上田　桃子(1) 青山学院大 26.75
ﾊﾏﾀﾞ ﾁｻﾄ 鳥取

2 7 73 濱田　知里(3) 八頭高 27.06
ｺﾏﾂ ｶﾅ 鳥取

3 6 49 小松　華(3) 境高 27.31
ﾅｶﾊﾗ ﾐｻﾄ 鳥取

4 9 28 中原　美仁(3) 倉吉東高 27.35
ﾐﾊｼ ﾏﾐ 鳥取

5 8 10 三橋　真美(3) 鳥取商高 27.82
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾐ 鳥取

6 3 90 山田　真美(3) 鳥取城北高 28.02
ｱｻｵ ﾏﾉ 鳥取

7 2 9 浅尾　まの(2) 鳥取商高 28.17
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 鳥取

8 5 60 遠藤　菜々(1) 倉吉東高 28.62

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 00:00 予選
5月11日 13:15 準決勝

5月11日 14:50 決勝

凡例 



一般女子400m

県記録(TR)              55.27     矢野　加奈子(由良育英高)              65.10.18
大会記録(GR)            57.54     矢野　加奈子(由良育英高)              1995

予選　3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

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 鳥取 ｵｵﾓﾘ ﾏﾎｺ 鳥取

1 5 55 松本　遥(3) 境高 1:01.91 q 1 6 41 大森　真歩子(2) 米子東高 1:00.56 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾐ 鳥取 ｺﾏﾂ ｶﾅ 鳥取

2 7 90 山田　真美(3) 鳥取城北高 1:04.12 2 4 49 小松　華(3) 境高 1:02.27 q
ｱﾀﾞﾁ ｻﾁｺ 鳥取 ﾅｶﾊﾗ ﾐｻﾄ 鳥取

3 6 46 足立　佐千子(3) 米子東高 1:04.71 3 7 28 中原　美仁(3) 倉吉東高 1:02.33 q
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 鳥取 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞ 鳥取

4 3 29 松本　亜美(2) 倉吉東高 1:04.92 4 5 30 森田　和(2) 倉吉東高 1:02.89 q
ｱﾜﾀ ｶﾔ 鳥取 ｱﾘﾀ ﾅﾂﾐ 鳥取

5 4 156 粟田　香椰(2) 鳥取東高 1:07.64 5 3 74 有田　なつみ(3) 八頭高 1:06.88
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｶ 鳥取 ﾅｶﾞﾐ ｴﾅ 鳥取

6 2 53 松本　梨花(2) 境高 1:12.92 6 8 122 永見　恵奈(2) 鳥取育英高 1:08.30
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ 鳥取

7 8 151 谷口　寧那(1) 倉吉東高 1:13.53

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳ

1 2 43 森本　結布(2) 米子東高 1:01.01 q
ﾏｽｵ ﾊﾙﾅ 鳥取

2 3 112 升尾　春奈(3) 鳥取育英高 1:01.71 q
ﾊﾏﾀﾞ ﾁｻﾄ 鳥取

3 5 73 濱田　知里(3) 八頭高 1:02.61 q
ﾏﾂｼﾀ ｻﾖ 鳥取

4 4 126 松下　小夜(1) 境高 1:05.09
ﾐﾖｼ ﾕｳｶ 鳥　取

5 7 4 三好　優香(3) 米子南高 1:05.34
ﾌｸｲ ﾐｽﾞｷ 鳥取

6 6 67 福井　瑞季(3) 倉吉総産高 1:06.58
ﾊﾗ ｻﾔｶ 鳥取

7 8 31 原　佐弥佳　(2) 倉吉東高 1:10.80

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 12:00 予選
5月10日 14:40 決勝

凡例 



一般女子400m

県記録(TR)              55.27     矢野　加奈子(由良育英高)              65.10.18
大会記録(GR)            57.54     矢野　加奈子(由良育英高)              1995

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾓﾘ ﾏﾎｺ 鳥取

1 6 41 大森　真歩子(2) 米子東高 59.29
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 鳥取

2 7 55 松本　遥(3) 境高 1:00.52
ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳ

3 4 43 森本　結布(2) 米子東高 1:00.65
ｺﾏﾂ ｶﾅ 鳥取

4 9 49 小松　華(3) 境高 1:01.16
ﾅｶﾊﾗ ﾐｻﾄ 鳥取

5 8 28 中原　美仁(3) 倉吉東高 1:01.40
ﾊﾏﾀﾞ ﾁｻﾄ 鳥取

6 2 73 濱田　知里(3) 八頭高 1:01.77
ﾏｽｵ ﾊﾙﾅ 鳥取

7 5 112 升尾　春奈(3) 鳥取育英高 1:02.23
ﾓﾘﾀ ｶｽﾞ 鳥取

8 3 30 森田　和(2) 倉吉東高 1:05.14

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 12:00 予選
5月10日 14:40 決勝

凡例 



一般女子800m

県記録(TR)              2:08.27   中原　孝子(鳥取女子高)                87.10.29
大会記録(GR)            2:14.19   磯江　美和(由良育英高)                1997

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

ﾏﾂｲ ﾁｶ 鳥取 ｵｵﾓﾘ ﾏﾎｺ 鳥取

1 4 18 松井　千佳(3) 米子高専 2:25.73 q 1 2 41 大森　真歩子(2) 米子東高 2:23.00 q
ｲﾉｳｴ ｶﾅｴ 鳥取 ｲﾂﾞﾂ ﾕｳｷ 鳥取

2 6 93 井上　加奈絵(3) 鳥取城北高 2:26.05 q 2 3 96 井筒　結希(1) 鳥取城北高 2:29.48
ｺﾞﾝｽｲ ﾋﾅｺ 鳥取 ｷｼﾀﾞｻﾔｶ 鳥取

3 1 158 言水　日向子(3) 鳥取東高 2:26.29 q 3 6 464 岸田　清楓(3) 船岡中 2:29.84
ﾅｶﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 鳥取 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 鳥取

4 5 136 中原　望(3) 鳥取湖陵高 2:26.96 q 4 5 11 近藤　さくら(2) 鳥取商高 2:33.38
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 鳥取 ﾔﾏﾈ ｱﾔｶ 鳥取

5 3 123 小林　優香(1) 鳥取育英高 2:29.18 5 9 95 山根　彩佳(3) 鳥取城北高 2:36.16
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾘﾅ 鳥取 ﾌｸﾀ ｺﾄﾘ 鳥取

6 7 110 宇田川　里奈(1) 鳥取育英高 2:32.77 6 7 163 福田　ことり(1) 鳥取東高 2:40.39
ｵﾓﾃ ﾅﾙﾐ 鳥　取 ｼﾏ ｱｲﾘ 鳥取

7 9 2 表　成美(3) 米子南高 2:39.00 7 1 144 志真　愛麗(2) 倉吉東高 3:02.58
ﾌｸﾀ ｶﾅﾐ 鳥取 ﾐｷ ﾘｶｺ 鳥取

8 8 75 福田　佳南(3) 八頭高 2:39.60 4 104 三木　梨香子(3) 鳥取育英高 DNS
ﾓﾘﾀﾆ ﾅﾅｺ 鳥取 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾐ 鳥取

9 2 175 森谷　菜々子(1) 鳥取西高 2:42.40 8 36 山本　彩未(2) 米子西高 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

ｶｸﾀﾆ ﾐﾂﾖ 鳥　取 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｻ 鳥取

1 4 101 角谷　充代(1) 鳥取城北高 2:28.07 1 7 105 山本　亜利沙(3) 鳥取育英高 2:20.75 q
ｵﾊﾞﾗ ｴｲｶ 鳥取 ｷﾀﾜｷ ﾘｮｳｺ 鳥取

2 5 115 小原　瑛花(1) 鳥取育英高 2:28.85 2 4 155 北脇　亮子(2) 鳥取東高 2:24.51 q
ｱﾜﾀ ｶﾔ 鳥取 ﾊｼｵ ﾘｻｺ 鳥取

3 6 156 粟田　香椰(2) 鳥取東高 2:35.43 3 6 80 橋尾　理沙子(3) 八頭高 2:26.45 q
ﾅｶﾞﾀ ｱｷ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ ｻﾁｺ 鳥取

4 8 121 長田　亜希(2) 鳥取育英高 2:36.16 4 5 46 足立　佐千子(3) 米子東高 2:29.41
ｱﾘｻﾜ ﾘｶｺ 鳥取 ｱﾏﾉ ﾙﾅ 鳥取

5 2 152 有沢　理香子(1) 倉吉東高 2:36.25 5 9 125 天野　瑠奈(1) 鳥取育英高 2:38.81
ｺｳﾂﾞｷﾅｵｶ 鳥取 ｶﾜﾓﾄ ﾃﾞｱｲ 鳥取

6 7 461 上月　尚香(3) 船岡中 2:36.50 6 8 109 河本　希望(1) 鳥取育英高 2:40.59
ｼｵｶﾞｷ ﾌｳｶ 鳥取 ﾌｶﾀﾞ ﾐｸ 鳥取

7 3 87 塩垣　楓香(2) 八頭高 2:45.66 7 2 38 深田　弥来(2) 米子西高 2:53.34
ﾌｸﾊﾏ ﾁﾊﾙ 鳥取 ﾅｶﾞﾀ ｱﾔﾐ 鳥取

9 116 福浜　千遥(3) 鳥取育英高 DNS 8 3 162 永田　彩美(2) 鳥取東高 2:55.17

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 10:30 予選
5月11日 15:00 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

予選　1組

予選　2組

予選　3組

予選　4組

凡例  DNS:欠場



一般女子800m

県記録(TR)              2:08.27   中原　孝子(鳥取女子高)                87.10.29
大会記録(GR)            2:14.19   磯江　美和(由良育英高)                1997

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｻ 鳥取

1 6 105 山本　亜利沙(3) 鳥取育英高 2:18.06
ｵｵﾓﾘ ﾏﾎｺ 鳥取

2 7 41 大森　真歩子(2) 米子東高 2:18.30
ｷﾀﾜｷ ﾘｮｳｺ 鳥取

3 4 155 北脇　亮子(2) 鳥取東高 2:24.89
ｺﾞﾝｽｲ ﾋﾅｺ 鳥取

4 8 158 言水　日向子(3) 鳥取東高 2:27.66
ｲﾉｳｴ ｶﾅｴ 鳥取

5 9 93 井上　加奈絵(3) 鳥取城北高 2:28.20
ﾅｶﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

6 3 136 中原　望(3) 鳥取湖陵高 2:28.23
ﾊｼｵ ﾘｻｺ 鳥取

7 2 80 橋尾　理沙子(3) 八頭高 2:30.52
ﾏﾂｲ ﾁｶ 鳥取

8 5 18 松井　千佳(3) 米子高専 2:30.82

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 10:30 予選
5月11日 15:00 決勝

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決勝

凡例 



一般女子1500m

県記録(TR)              4:22.09   深津　裕子(芙蓉)                      96.10.15
大会記録(GR)            4:30.45   前川　祐紀(鳥取育英高)                2011

予選　2組3着＋9

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

ﾊﾔｼ ﾋｶﾙ 鳥取 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｻ 鳥取

1 2 172 林　ひかる(2) 鳥取西高 4:48.29 Q 1 4 105 山本　亜利沙(3) 鳥取育英高 4:46.32 Q
ｵｸﾞﾗ ﾎﾉｶ 鳥取 ｷﾀﾜｷ ﾘｮｳｺ 鳥取

2 24 120 小倉　帆乃佳(2) 鳥取育英高 4:51.89 Q 2 17 155 北脇　亮子(2) 鳥取東高 4:50.11 Q
ﾅｶﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 鳥取 ﾊｼｵ ﾘｻｺ 鳥取

3 9 136 中原　望(3) 鳥取湖陵高 4:55.36 Q 3 16 80 橋尾　理沙子(3) 八頭高 4:56.75 Q
ﾀｹｳﾁ ﾐﾕ 鳥取 ｺﾞﾝｽｲ ﾋﾅｺ 鳥取

4 11 77 竹内　美優(3) 八頭高 4:56.22 q 4 20 158 言水　日向子(3) 鳥取東高 4:57.12 q
ｷｼﾀﾞｻﾔｶ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 鳥取

5 10 464 岸田　清楓(3) 船岡中 5:00.13 q 5 9 123 小林　優香(1) 鳥取育英高 4:59.56 q
ｱｷﾀ ﾏﾐ 岡山 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾐ 鳥取

6 1 988 秋田　真実(3) 津山西中 5:02.08 q 6 2 88 小林　育美(3) 鳥取城北高 4:59.60 q
ｲﾉｳｴ ｶﾅｴ 鳥取 ｵﾊﾞﾗ ｴｲｶ 鳥取

7 4 93 井上　加奈絵(3) 鳥取城北高 5:02.84 7 8 115 小原　瑛花(1) 鳥取育英高 5:00.21 q
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅｺ 鳥取 ﾔｷﾞ ﾋｶﾙ 鳥取

8 6 263 中村　美菜子(3) 大栄中 5:03.99 8 3 92 八木　ひかる(1) 鳥取城北高 5:01.85 q
ｷﾀｵ ﾐﾕｷ 鳥　取 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｺ 鳥取

9 8 128 北尾　見優希(1) 米子東高 5:08.02 9 18 94 山田　真佑子(3) 鳥取城北高 5:02.17 q
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾘﾅ 鳥取 ｱｼﾜ ﾐｻｷ 鳥取

10 7 110 宇田川　里奈(1) 鳥取育英高 5:09.81 10 11 106 足羽　美咲(2) 鳥取育英高 5:05.59
ﾌｸﾊﾏ ﾁﾊﾙ 鳥取 ｶﾜｶﾐ ﾏﾅ 鳥取

11 14 116 福浜　千遥(3) 鳥取育英高 5:10.99 11 15 154 川上　眞奈(3) 鳥取東高 5:14.24
ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 鳥取 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｸﾗ 鳥取

12 12 11 近藤　さくら(2) 鳥取商高 5:13.34 12 23 185 谷口　桜(1) 八頭高 5:15.88
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾄﾐ 鳥取 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾐ 鳥取

13 3 159 松本　仁美(2) 鳥取東高 5:16.32 13 14 36 山本　彩未(2) 米子西高 5:17.57
ﾅｶﾞﾀ ｱｷ 鳥取 ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾐ 鳥取

14 15 121 長田　亜希(2) 鳥取育英高 5:22.20 14 6 83 杉村　奈美(2) 八頭高 5:18.02
ﾏｴﾀ ﾊﾙﾅ 鳥取 ﾔﾏﾏｽ ﾁﾅﾂ 鳥取

15 17 157 前田　春奈(3) 鳥取東高 5:22.79 15 12 265 山枡　千夏(2) 大栄中 5:18.20
ｵｶﾓﾄ ｻｸﾗ 鳥取 ｺｳﾂﾞｷﾅｵｶ 鳥取

16 13 108 岡本　桜(2) 鳥取育英高 5:27.10 16 25 461 上月　尚香(3) 船岡中 5:21.82
ｱﾀﾗｼ ｿﾉｶ 鳥取 ｳﾁﾀﾞ ｱｵｲ 岡山

17 19 86 新　苑香(2) 八頭高 5:28.83 17 1 989 内田　葵(3) 津山西中 5:22.47
ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓｶ 鳥取 ｱﾏﾉ ﾙﾅ 鳥取

18 21 78 原田　朋佳(3) 八頭高 5:32.97 18 24 125 天野　瑠奈(1) 鳥取育英高 5:28.59
ｶﾜﾓﾄ ﾃﾞｱｲ 鳥取 ｱﾘｻﾜ ﾘｶｺ 鳥取

19 25 109 河本　希望(1) 鳥取育英高 5:43.80 19 7 152 有沢　理香子(1) 倉吉東高 5:32.19
ｸﾆｵｶ ﾄﾓﾐ 鳥取 ｴﾊﾗ ﾘﾅ 鳥取

20 16 183 國岡　朋実(1) 八頭高 5:48.69 20 13 76 江原　莉菜(3) 八頭高 5:33.14
ｱｶﾏﾂ ﾕﾘ 鳥取 ｵｶｻﾞｷ ｶﾝﾅ 鳥　取

21 20 184 赤松　友梨(1) 八頭高 5:50.65 21 19 84 岡崎　栞那(2) 八頭高 5:41.58
ﾌｶﾀﾞ ﾐｸ 鳥取 ﾏﾂﾓﾄ ﾌｳｶ 鳥取

22 5 38 深田　弥来(2) 米子西高 5:59.22 22 10 210 松本　楓花(1) 境高 5:41.97
ｱﾀﾞﾁ ﾕﾏ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 鳥取

18 107 足立　由真(3) 鳥取育英高 DNS 23 22 178 小林　優花(1) 鳥取西高 5:55.27
ｲｹｵｶ ｱｽﾞｻ 鳥取 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾕ 鳥取

22 153 池岡　杏都紗(1) 日南中 DNS 24 21 169 宮本　真結(1) 倉吉総産高 5:59.34
ﾐｷ ﾘｶｺ 鳥取 ｱｵｷ ﾐｵ 鳥取

23 104 三木　梨香子(3) 鳥取育英高 DNS 25 5 141 青木　美桜(3) 鳥取湖陵高 6:02.11

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 12:45 予選
5月10日 16:30 決勝

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予選　1組

予選　2組

凡例  DNS:欠場



一般女子1500m

県記録(TR)              4:22.09   深津　裕子(芙蓉)                      96.10.15
大会記録(GR)            4:30.45   前川　祐紀(鳥取育英高)                2011

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｻ 鳥取

1 1 105 山本　亜利沙(3) 鳥取育英高 4:38.38
ﾊﾔｼ ﾋｶﾙ 鳥取

2 6 172 林　ひかる(2) 鳥取西高 4:42.20
ｵｸﾞﾗ ﾎﾉｶ 鳥取

3 9 120 小倉　帆乃佳(2) 鳥取育英高 4:50.51
ﾀｹｳﾁ ﾐﾕ 鳥取

4 11 77 竹内　美優(3) 八頭高 4:52.48
ﾅｶﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

5 12 136 中原　望(3) 鳥取湖陵高 4:52.92
ｷﾀﾜｷ ﾘｮｳｺ 鳥取

6 3 155 北脇　亮子(2) 鳥取東高 4:54.40
ｺﾞﾝｽｲ ﾋﾅｺ 鳥取

7 13 158 言水　日向子(3) 鳥取東高 5:00.92
ｷｼﾀﾞｻﾔｶ 鳥取

8 2 464 岸田　清楓(3) 船岡中 5:01.41
ｵﾊﾞﾗ ｴｲｶ 鳥取

9 4 115 小原　瑛花(1) 鳥取育英高 5:01.48
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｺ 鳥取

10 8 94 山田　真佑子(3) 鳥取城北高 5:01.76
ﾊｼｵ ﾘｻｺ 鳥取

11 5 80 橋尾　理沙子(3) 八頭高 5:02.79
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾐ 鳥取

12 7 88 小林　育美(3) 鳥取城北高 5:03.33
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 鳥取

13 10 123 小林　優香(1) 鳥取育英高 5:04.24
ｱｷﾀ ﾏﾐ 岡山

14 14 988 秋田　真実(3) 津山西中 5:05.66
ﾔｷﾞ ﾋｶﾙ 鳥取

15 15 92 八木　ひかる(1) 鳥取城北高 5:10.02

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 12:45 予選
5月10日 16:30 決勝

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決勝

凡例 



一般女子5000m

県記録(TR)              16:01.25  日下部　和子(芙蓉)                    95.9.30
大会記録(GR)            16:19.33  蘆田　陽子(由良育英高)                2002

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾔｼ ﾋｶﾙ 鳥取

1 7 172 林　ひかる(2) 鳥取西高 17:44.21
ｵｸﾞﾗ ﾎﾉｶ 鳥取

2 5 120 小倉　帆乃佳(2) 鳥取育英高 17:50.71
ﾀｹｳﾁ ﾐﾕ 鳥取

3 8 77 竹内　美優(3) 八頭高 18:48.38
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾐ 鳥取

4 4 88 小林　育美(3) 鳥取城北高 18:54.89
ｱｼﾜ ﾐｻｷ 鳥取

5 6 106 足羽　美咲(2) 鳥取育英高 19:03.90
ｶﾜｶﾐ ﾏﾅ 鳥取

6 1 154 川上　眞奈(3) 鳥取東高 19:05.46
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｶ

7 10 85 宮本　有佳(2) 八頭高 19:41.42
ﾏｴﾀ ﾊﾙﾅ 鳥取

8 2 157 前田　春奈(3) 鳥取東高 19:54.02
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾄﾐ 鳥取

9 3 159 松本　仁美(2) 鳥取東高 20:24.10
ｱﾀﾞﾁ ﾕﾏ 鳥取

9 107 足立　由真(3) 鳥取育英高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 15:20 決勝

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子100mH(0.840m)

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

予選　2組0着＋8

1組 (風:+2.2) 2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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾃﾗﾀﾆ ｻﾄﾐ 鳥取 ｶﾄﾞﾜｷ ﾐｷ 鳥取

1 4 25 寺谷　諭美(3) 倉吉東高 15.16 q 1 6 32 門脇　美季(3) 倉吉東高 15.74 q
ﾅｶｲ ﾕﾒﾐ 鳥取 ﾏｷ ｶｽﾐ 鳥取

2 5 117 中井　夢実(2) 鳥取育英高 15.25 q 2 4 27 牧　香澄(3) 倉吉東高 15.98 q
ｲｼｶﾞﾐ ｱﾔｶ 鳥取 ﾖﾈﾀﾞ ｱｷ 鳥取

3 6 35 石上　彩佳(2) 米子西高 17.53 q 3 7 62 米田　亜希(3) 倉吉総産高 16.95 q
ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶｺ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 鳥取

4 7 138 田邉　雄賀子(2) 鳥取湖陵高 21.99 4 8 170 田中　美月(2) 鳥取西高 16.95 q
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ 鳥取 ｽｴﾂｸﾞ ﾘﾝ 鳥取

5 8 186 山本　彩(1) 八頭高 26.19 5 5 37 末次　凜(3) 米子西高 17.04 q
ｶｼﾜｷﾞ ｻｸﾗ 鳥取

6 3 51 柏木　咲良(2) 境高 20.21

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 10:05 予選
5月10日 15:50 決勝

凡例 



一般女子100mH(0.840m)

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

決勝　

(風:+2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾃﾗﾀﾆ ｻﾄﾐ 鳥取

1 4 25 寺谷　諭美(3) 倉吉東高 15.24
ﾅｶｲ ﾕﾒﾐ 鳥取

2 5 117 中井　夢実(2) 鳥取育英高 15.55
ｶﾄﾞﾜｷ ﾐｷ 鳥取

3 6 32 門脇　美季(3) 倉吉東高 15.71
ﾏｷ ｶｽﾐ 鳥取

4 7 27 牧　香澄(3) 倉吉東高 16.00
ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 鳥取

5 9 170 田中　美月(2) 鳥取西高 16.56
ｽｴﾂｸﾞ ﾘﾝ 鳥取

6 3 37 末次　凜(3) 米子西高 17.37
ﾖﾈﾀﾞ ｱｷ 鳥取

6 8 62 米田　亜希(3) 倉吉総産高 17.37
ｲｼｶﾞﾐ ｱﾔｶ 鳥取

8 2 35 石上　彩佳(2) 米子西高 18.21

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 10:05 予選
5月10日 15:50 決勝

凡例 



一般女子400mH(0.762m)

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

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼﾅ ﾖｳ 鳥取

1 4 174 石名　遥(2) 鳥取西高 1:08.06
ｶﾄﾞﾜｷ ﾐｷ 鳥取

2 5 32 門脇　美季(3) 倉吉東高 1:10.15
ﾏｷ ｶｽﾐ 鳥取

3 2 27 牧　香澄(3) 倉吉東高 1:10.61
ｳﾉ ﾊﾙｶ 鳥取

4 3 132 宇野　悠(3) 岩美高 1:13.57
ｶｼﾜｷﾞ ｻｸﾗ 鳥取

5 6 51 柏木　咲良(2) 境高 1:18.54

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 14:30 決勝

凡例 



一般女子4X100mR

県記録(TR)              47.38     上田、岩田、岡崎、小原(鳥取選抜)      12.10.7
大会記録(GR)            47.81     赤池、三島、清水、笹野(美作大)        2009

予選　2組0着＋8

1組
1着 4ﾚｰﾝ q 2着 6ﾚｰﾝ q 3着 8ﾚｰﾝ q

50.59 51.12 51.22
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 118 1 57 1 9

2 119 2 55 2 10

3 112 3 50 3 14

4 117 4 49 4 13

4着 3ﾚｰﾝ 5着 2ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
53.79 55.09 DQ,R3

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 2005 1 142 1 34

2 2003 2 135 2 148

3 2002 3 137 3 33

4 2001 4 138 4 146

5ﾚｰﾝ
DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1

2

3

4

2組
1着 4ﾚｰﾝ q 2着 2ﾚｰﾝ q 3着 3ﾚｰﾝ q

49.67 51.08 52.60
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 28 1 89 1 45

2 25 2 99 2 43

3 60 3 91 3 204

4 26 4 90 4 47

4着 6ﾚｰﾝ q 5着 8ﾚｰﾝ q 6着 5ﾚｰﾝ
52.61 53.08 53.98

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 186 1 145 1 67

2 73 2 27 2 167

3 71 3 29 3 168

4 72 4 30 4 64

9ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
DQ,T1 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 100 1

2 108 2

3 113 3

4 111 4

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 09:30 予選
5月10日 16:20 決勝

鳥取育英高

ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｶ

境高

ﾆｼｺｵﾘ ﾕｶ

鳥取商高

ｱｻｵ ﾏﾉ
古川　京香(2)

鳥取
鳥取育英高

ｲﾜｻｷ ﾏｷ
岩崎 万季(2)

鳥取
鳥取育英高

ﾏｽｵ ﾊﾙﾅ
升尾　春奈(3)

鳥取
鳥取育英高

ﾅｶｲ ﾕﾒﾐ
中井　夢実(2)

鳥取
鳥取育英高

錦織　由佳(3)
鳥取
境高

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ
松本　遥(3)

鳥取
境高

ｼｼﾄﾞ ﾐｻｷ
宍戸　美咲(2)

鳥取
境高

ｺﾏﾂ ｶﾅ
小松　華(3)

鳥取
境高

浅尾　まの(2)
鳥取
鳥取商高

ﾐﾊｼ ﾏﾐ
三橋　真美(3)

鳥取
鳥取商高

ｳｴﾀ ﾘﾎ
上田　璃穂(3)

鳥取
鳥取商高

ﾌｸﾅｶﾞ ﾁﾋﾛ
福長　ちひろ(3)

鳥取
鳥取商高

布勢TC

ｼﾐｽﾞ ﾐﾔｺ
清水　美京(5)

鳥取
布勢ＴＣ

ｵｻｷ ｱｶﾘ
尾崎　星(6)

鳥取
布勢ＴＣ

ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ
吉田　明香里(6)

鳥取
布勢ＴＣ
鳥取
布勢ＴＣ

鳥取湖陵高

ﾅｶﾑﾗ ﾁｴﾐ
中村　千恵美(3)

ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ
木村　遼(2)

鳥取
鳥取湖陵高

ｻﾜ ﾉｿﾞﾐ
澤　　望美(3)

鳥取
鳥取湖陵高
鳥取
鳥取湖陵高

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶｺ
田邉　雄賀子(2)

鳥取
鳥取湖陵高

倉吉東高C

ﾏｷﾀ ｻﾄｺ
牧田　啓子(2)

鳥取
倉吉東高

ﾌｸｼﾏ ｻﾔ
福嶋　沙耶(1)

鳥取
倉吉東高

ｷﾖﾊﾗ ﾐｻｷ
清原　美咲(2)

鳥取
倉吉東高

ﾏｷﾉ ｻﾄｶ
牧野　里香(1)

鳥取
倉吉東高

鳥取西高

倉吉東高A 鳥取城北高 米子東高

ｵｵﾀ ｴﾚﾝ
大田　絵恋(6)

ﾅｶﾊﾗ ﾐｻﾄ
中原　美仁(3)

鳥取
倉吉東高

ﾃﾗﾀﾆ ｻﾄﾐ
寺谷　諭美(3)

鳥取
倉吉東高

ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ
遠藤　菜々(1)

鳥取
倉吉東高

ｵｶｻﾞｷ ﾏｵ
岡崎　麻央(3)

鳥取
倉吉東高

ﾅｶﾑﾗ ｲｵﾘ
中村　伊織(3)

鳥取
鳥取城北高

ｳｴﾀ ﾏﾕ
上田　真悠(1)

鳥取
鳥取城北高

ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾉ
壹村　彩乃(2)

鳥取
鳥取城北高

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾐ
山田　真美(3)

鳥取
鳥取城北高

ｶﾅﾓﾘ ﾁｶ
金森　千佳(3)

鳥取
米子東高

ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳ
森本　結布(2) 米子東高
ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ
岡崎　穂乃香(1)

鳥取
米子東高

ﾏﾀﾞ ｱｽｶ
馬田　あすか(2)

鳥取
米子東高

八頭高

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ
山本　彩(1)

鳥取
八頭高

ﾊﾏﾀﾞ ﾁｻﾄ
濱田　知里(3)

鳥取
八頭高

ｵｸﾀﾆ ﾌﾐｴ
奥谷　文栄(3)

鳥取
八頭高

八頭高

倉吉東高B

ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ
谷岡　景子(1)

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ
松本　亜美(2)

鳥取
倉吉東高

ﾏｷ ｶｽﾐ
牧　香澄(3)

鳥取
倉吉東高
鳥取
倉吉東高

ﾓﾘﾀ ｶｽﾞ
森田　和(2)

鳥取
倉吉東高

倉吉総産高

ﾌｸｲ ﾐｽﾞｷ
福井　瑞季(3)

鳥取
倉吉総産高

ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ
竹内　ひかり(1)

鳥取
倉吉総産高

ﾖｼﾀﾞ ﾙｶ
吉田　瑠花(1)

鳥取
倉吉総産高

ｻｲｷ ｱﾕｶ
齊木　杏祐華(3)

鳥取
倉吉総産高

後藤ヶ丘中

ﾐｱｹ ｱｷﾎ

米子北高

ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｷ
谷口　沙樹(3)

鳥取

三明　秋穂(3)
鳥取
後藤ヶ丘中

ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ
山田　葵(3)

鳥取
後藤ヶ丘中

ﾕﾐﾀ ﾐﾕ
弓田　三結(2)

鳥取
後藤ヶ丘中

ｻｶﾓﾄ ｴﾐ
坂本　恵美(2)

鳥取
後藤ヶ丘中

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行 R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



一般女子4X100mR

県記録(TR)              47.38     上田、岩田、岡崎、小原(鳥取選抜)      12.10.7
大会記録(GR)            47.81     赤池、三島、清水、笹野(美作大)        2009

決勝　

1着 7ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ 3着 6ﾚｰﾝ
49.74 50.47 50.49

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 28 1 118 1 57

2 25 2 119 2 55

3 60 3 112 3 50

4 26 4 117 4 49

4着 4ﾚｰﾝ 5着 9ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
50.85 51.56 52.02

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 89 1 9 1 32

2 99 2 10 2 27

3 91 3 14 3 29

4 90 4 13 4 30

7着 8ﾚｰﾝ 8着 3ﾚｰﾝ
52.33 52.73

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 45 1 186

2 43 2 73

3 204 3 71

4 47 4 72

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 09:30 予選
5月10日 16:20 決勝

倉吉東高A

ﾅｶﾊﾗ ﾐｻﾄ

鳥取育英高

ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｶ

境高

ﾆｼｺｵﾘ ﾕｶ
中原　美仁(3)

鳥取
倉吉東高

ﾃﾗﾀﾆ ｻﾄﾐ
寺谷　諭美(3)

鳥取
倉吉東高

ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ
遠藤　菜々(1)

鳥取
倉吉東高

ｵｶｻﾞｷ ﾏｵ
岡崎　麻央(3)

鳥取
倉吉東高

古川　京香(2)
鳥取
鳥取育英高

ｲﾜｻｷ ﾏｷ
岩崎 万季(2)

鳥取
鳥取育英高

ﾏｽｵ ﾊﾙﾅ
升尾　春奈(3)

鳥取
鳥取育英高

ﾅｶｲ ﾕﾒﾐ
中井　夢実(2)

鳥取
鳥取育英高

錦織　由佳(3)
鳥取
境高

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ
松本　遥(3)

鳥取
境高

ｼｼﾄﾞ ﾐｻｷ
宍戸　美咲(2)

鳥取
境高

ｺﾏﾂ ｶﾅ
小松　華(3)

鳥取
境高

鳥取城北高

ﾅｶﾑﾗ ｲｵﾘ
中村　伊織(3)

鳥取
鳥取城北高

ｳｴﾀ ﾏﾕ
上田　真悠(1)

鳥取
鳥取城北高

ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾉ
壹村　彩乃(2)

鳥取
鳥取城北高
鳥取
鳥取城北高

鳥取商高

ｱｻｵ ﾏﾉ
浅尾　まの(2)

ｳｴﾀ ﾘﾎ
上田　璃穂(3)

鳥取
鳥取商高

ﾐﾊｼ ﾏﾐ
三橋　真美(3)

鳥取
鳥取商高
鳥取
鳥取商高

ﾌｸﾅｶﾞ ﾁﾋﾛ
福長　ちひろ(3)

鳥取
鳥取商高

倉吉東高B

ｶﾄﾞﾜｷ ﾐｷ
門脇　美季(3)

鳥取
倉吉東高

ﾏｷ ｶｽﾐ
牧　香澄(3)

鳥取
倉吉東高

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ
松本　亜美(2)

鳥取
倉吉東高

ﾓﾘﾀ ｶｽﾞ
森田　和(2)

鳥取
倉吉東高

米子東高

ｶﾅﾓﾘ ﾁｶ

八頭高

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾐ
山田　真美(3)

金森　千佳(3)
鳥取
米子東高

ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳ
森本　結布(2) 米子東高
ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ
岡崎　穂乃香(1)

鳥取
米子東高

ﾏﾀﾞ ｱｽｶ
馬田　あすか(2)

鳥取
米子東高

山本　彩(1)
鳥取
八頭高

ﾊﾏﾀﾞ ﾁｻﾄ
濱田　知里(3)

鳥取
八頭高

ｵｸﾀﾆ ﾌﾐｴ
奥谷　文栄(3)

鳥取
八頭高

ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｷ
谷口　沙樹(3)

鳥取
八頭高

凡例 



一般女子4X400mR

県記録(TR)              3:52.93   坂田、岡崎麻、岡崎楓、柴田(倉吉東高)  12.8.1
大会記録(GR)            4:02.1    中川、原田、宮本、山根(由良育英高)    1991

予選　2組0着＋8

1組
1着 5ﾚｰﾝ q 2着 4ﾚｰﾝ q 3着 2ﾚｰﾝ q

4:12.31 4:17.04 4:25.39
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 49 1 73 1 29

2 126 2 80 2 27

3 52 3 186 3 60

4 55 4 74 4 145

4着 7ﾚｰﾝ 5着 3ﾚｰﾝ 6着 8ﾚｰﾝ
4:30.39 4:39.74 4:48.88

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 135 1 4 1 146

2 136 2 1 2 151

3 142 3 5 3 152

4 141 4 2 4 148

6ﾚｰﾝ
DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1

2

3

4

2組
1着 3ﾚｰﾝ q 2着 4ﾚｰﾝ q 3着 8ﾚｰﾝ q

4:11.32 4:12.64 4:18.75
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 45 1 28 1 91

2 43 2 30 2 89

3 41 3 32 3 101

4 46 4 25 4 90

4着 5ﾚｰﾝ q 5着 6ﾚｰﾝ q 2ﾚｰﾝ
4:19.56 4:26.29 DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 122 1 156 1 10

2 117 2 155 2 13

3 119 3 158 3 11

4 112 4 163 4 9

7ﾚｰﾝ
DNS

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1

2

3

4

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 17:05 予選
5月11日 16:40 決勝

境高A

ｺﾏﾂ ｶﾅ

八頭高

ﾊﾏﾀﾞ ﾁｻﾄ

倉吉東高B

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ
小松　華(3)

鳥取
境高

ﾏﾂｼﾀ ｻﾖ
松下　小夜(1)

鳥取
境高

ﾃｼﾏ ﾅﾅ
手島　那奈(2)

鳥取
境高

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ
松本　遥(3)

鳥取
境高

濱田　知里(3)
鳥取
八頭高

ﾊｼｵ ﾘｻｺ
橋尾　理沙子(3)

鳥取
八頭高

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ
山本　彩(1)

鳥取
八頭高

ｱﾘﾀ ﾅﾂﾐ
有田　なつみ(3)

鳥取
八頭高

松本　亜美(2)
鳥取
倉吉東高

ﾏｷ ｶｽﾐ
牧　香澄(3)

鳥取
倉吉東高

ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ
遠藤　菜々(1)

鳥取
倉吉東高

ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ
谷岡　景子(1)

鳥取
倉吉東高

鳥取湖陵高

ｻﾜ ﾉｿﾞﾐ
澤　　望美(3)

鳥取
鳥取湖陵高

ﾅｶﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ
中原　望(3)

鳥取
鳥取湖陵高

ﾅｶﾑﾗ ﾁｴﾐ
中村　千恵美(3)

鳥取
鳥取湖陵高
鳥取
鳥取湖陵高

米子南高

ﾐﾖｼ ﾕｳｶ
三好　優香(3)

ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾘ
松本　明璃(3)

鳥　取
米子南高

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵ
谷口　菜生(3)

鳥　取
米子南高
鳥　取
米子南高

ｵﾓﾃ ﾅﾙﾐ
表　成美(3)

鳥　取
米子南高

倉吉東高C

ﾏｷﾉ ｻﾄｶ
牧野　里香(1)

鳥取
倉吉東高

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ
谷口　寧那(1)

鳥取
倉吉東高

ｱﾘｻﾜ ﾘｶｺ
有沢　理香子(1)

鳥取
倉吉東高

ﾌｸｼﾏ ｻﾔ
福嶋　沙耶(1)

鳥取
倉吉東高

鳥取南中

米子東高 倉吉東高A 鳥取城北高

ｱｵｷ ﾐｵ
青木　美桜(3)

ｶﾅﾓﾘ ﾁｶ
金森　千佳(3)

鳥取
米子東高

ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳ
森本　結布(2) 米子東高
ｵｵﾓﾘ ﾏﾎｺ
大森　真歩子(2)

鳥取
米子東高

ｱﾀﾞﾁ ｻﾁｺ
足立　佐千子(3)

鳥取
米子東高

ﾅｶﾊﾗ ﾐｻﾄ
中原　美仁(3)

鳥取
倉吉東高

ﾓﾘﾀ ｶｽﾞ
森田　和(2)

鳥取
倉吉東高

ｶﾄﾞﾜｷ ﾐｷ
門脇　美季(3)

鳥取
倉吉東高

ﾃﾗﾀﾆ ｻﾄﾐ
寺谷　諭美(3)

鳥取
倉吉東高

ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾉ
壹村　彩乃(2)

鳥取
鳥取城北高

ﾅｶﾑﾗ ｲｵﾘ
中村　伊織(3)

鳥取
鳥取城北高

ｶｸﾀﾆ ﾐﾂﾖ
角谷　充代(1)

鳥　取
鳥取城北高

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾐ
山田　真美(3)

鳥取
鳥取城北高

鳥取育英高

ﾅｶﾞﾐ ｴﾅ
永見　恵奈(2)

鳥取
鳥取育英高

ﾅｶｲ ﾕﾒﾐ 鳥取
鳥取育英高

ｲﾜｻｷ ﾏｷ
岩崎 万季(2)

鳥取
鳥取育英高

ﾏｽｵ ﾊﾙﾅ
升尾　春奈(3)

鳥取
鳥取育英高

鳥取東高

ｱﾜﾀ ｶﾔ
粟田　香椰(2)

ｺﾞﾝｽｲ ﾋﾅｺ
言水　日向子(3)

中井　夢実(2)

鳥取
鳥取東高

鳥取
鳥取東高

ｷﾀﾜｷ ﾘｮｳｺ
北脇　亮子(2)

鳥取
鳥取東高

鳥取商高

ﾐﾊｼ ﾏﾐ
三橋　真美(3)

鳥取
鳥取商高

ﾌｸﾅｶﾞ ﾁﾋﾛ 鳥取
鳥取商高

ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ
近藤　さくら(2)

鳥取
鳥取商高

ｱｻｵ ﾏﾉ
浅尾　まの(2)

鳥取
鳥取商高

境高B

福長　ちひろ(3)
鳥取
鳥取東高

ﾌｸﾀ ｺﾄﾘ
福田　ことり(1)

凡例  DNS:欠場



一般女子4X400mR

県記録(TR)              3:52.93   坂田、岡崎麻、岡崎楓、柴田(倉吉東高)  12.8.1
大会記録(GR)            4:02.1    中川、原田、宮本、山根(由良育英高)    1991

決勝　

1着 6ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ 3着 4ﾚｰﾝ
4:07.87 4:10.26 4:15.40

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 49 1 28 1 45

2 126 2 30 2 41

3 56 3 25 3 46

4 55 4 26 4 43

4着 8ﾚｰﾝ 5着 7ﾚｰﾝ 6着 9ﾚｰﾝ
4:18.51 4:20.59 4:22.74

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 118 1 73 1 91

2 117 2 80 2 89

3 122 3 186 3 101

4 112 4 74 4 90

7着 3ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
4:25.35 4:28.73

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 29 1 156

2 60 2 155

3 27 3 158

4 145 4 163

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 17:05 予選
5月11日 16:40 決勝

境高A

ｺﾏﾂ ｶﾅ

倉吉東高A

ﾅｶﾊﾗ ﾐｻﾄ

米子東高

ｶﾅﾓﾘ ﾁｶ
小松　華(3)

鳥取
境高

ﾏﾂｼﾀ ｻﾖ
松下　小夜(1)

鳥取
境高

ｺｳﾉ ｴﾘｶ
河野　恵里花(3)

鳥取
境高

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ
松本　遥(3)

鳥取
境高

中原　美仁(3)
鳥取
倉吉東高

ﾓﾘﾀ ｶｽﾞ
森田　和(2)

鳥取
倉吉東高

ﾃﾗﾀﾆ ｻﾄﾐ
寺谷　諭美(3)

鳥取
倉吉東高

ｵｶｻﾞｷ ﾏｵ
岡崎　麻央(3)

鳥取
倉吉東高

金森　千佳(3)
鳥取
米子東高

ｵｵﾓﾘ ﾏﾎｺ
大森　真歩子(2)

鳥取
米子東高

ｱﾀﾞﾁ ｻﾁｺ
足立　佐千子(3)

鳥取
米子東高

ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳ
森本　結布(2) 米子東高

鳥取育英高

ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｶ
古川　京香(2)

鳥取
鳥取育英高

ﾅｶｲ ﾕﾒﾐ
中井　夢実(2)

鳥取
鳥取育英高

ﾅｶﾞﾐ ｴﾅ
永見　恵奈(2)

鳥取
鳥取育英高
鳥取
鳥取育英高

八頭高

ﾊﾏﾀﾞ ﾁｻﾄ
濱田　知里(3)

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ
山本　彩(1)

鳥取
八頭高

ﾊｼｵ ﾘｻｺ
橋尾　理沙子(3)

鳥取
八頭高
鳥取
八頭高

ｱﾘﾀ ﾅﾂﾐ
有田　なつみ(3)

鳥取
八頭高

鳥取城北高

ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾉ
壹村　彩乃(2)

鳥取
鳥取城北高

ﾅｶﾑﾗ ｲｵﾘ
中村　伊織(3)

鳥取
鳥取城北高

ｶｸﾀﾆ ﾐﾂﾖ
角谷　充代(1)

鳥　取
鳥取城北高

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾐ
山田　真美(3)

鳥取
鳥取城北高

倉吉東高B

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ

鳥取東高

ｱﾜﾀ ｶﾔ

ﾏｽｵ ﾊﾙﾅ
升尾　春奈(3)

松本　亜美(2)
鳥取
倉吉東高

ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ
遠藤　菜々(1)

鳥取
倉吉東高

ﾏｷ ｶｽﾐ
牧　香澄(3)

鳥取
倉吉東高

ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ
谷岡　景子(1)

鳥取
倉吉東高

粟田　香椰(2)
鳥取
鳥取東高

ｷﾀﾜｷ ﾘｮｳｺ
北脇　亮子(2)

鳥取
鳥取東高

ｺﾞﾝｽｲ ﾋﾅｺ
言水　日向子(3)

鳥取
鳥取東高

ﾌｸﾀ ｺﾄﾘ
福田　ことり(1)

鳥取
鳥取東高

凡例 



一般女子走高跳

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

決勝　

ﾃﾗﾀﾆ ｻﾄﾐ 鳥取 － － － － ○ ○ ○ × × ○

1 7 25 寺谷　諭美(3) 倉吉東高 × × × 1m66
ｺｳﾉ ｴﾘｶ 鳥取 － － － ○ × ○ ○ × × ×

2 5 56 河野　恵里花(3) 境高 1m60
ｸﾘﾓﾄｼﾞｭﾘ 鳥取 － × ○ × × ○ × ○ × × ×

3 8 460 栗本　樹里(3) 船岡中 1m50
ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｶ 鳥取 ○ ○ × × ×

4 2 118 古川　京香(2) 鳥取育英高 1m40
ﾃｼﾏ ﾅﾅ 鳥取 × × ○ ○ × × ×

5 3 52 手島　那奈(2) 境高 1m40
ﾄﾞｶｲ ﾁｱｷ 鳥取 ○ × × ○ × × ×

6 4 2150 土海　ちあき(3) 至学館大 1m40
ﾀﾅｶ ﾐｵｺ 鳥取 ○ × × ○ ／

6 10 54 田中　美桜子(2) 境高 1m40
ｷﾖﾊﾗ ﾐｻｷ 鳥取 ○ × × ×

8 1 33 清原　美咲(2) 倉吉東高 1m35
ﾑﾗｼﾏ ｶﾅ 鳥取 ○ × × ×

8 6 150 村島　果夏(1) 倉吉東高 1m35
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 鳥取 ○ × × ×

8 9 98 吉田　樹璃(1) 鳥取城北高 1m35

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 12:30 決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m35

1m70

1m66
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m63

凡例 



一般女子棒高跳

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

決勝　

ｻｲｷ ｱﾕｶ 鳥取 ○ × × ×

1 1 64 齊木　杏祐華(3) 倉吉総産高 3m00

3m00 3m20
記録 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 11:00 決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例 



一般女子走幅跳

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

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 × 5m52 × 5m52 7 5m52 5m69 5m66 5m69
1 20 72966 小原　未陽(2) 島根大 +1.9 +1.9 +1.7 +3.0 +1.4 +3.0

ｲﾜﾓﾄ ﾘｻ 鳥取 5m51 × 5m61 5m61 8 5m38 5m39 × 5m61
2 12 709 岩本　理沙 ＳＭＴＣ +1.0 +2.4 +2.4 +1.0 +1.9 +2.4

ｼｼﾄﾞ ﾐｻｷ 鳥取 × 5m36 5m29 5m36 6 5m35 5m08 5m31 5m36
3 11 50 宍戸　美咲(2) 境高 +1.0 +1.7 +1.0 +3.2 +2.9 +2.5 +1.0

ﾌｸﾅｶﾞ ﾁﾋﾛ 鳥取 × × 4m88 4m88 4 5m03 × 4m93 5m03
4 17 13 福長　ちひろ(3) 鳥取商高 +4.0 +4.0 +0.3 +1.3 +0.3

ﾖｼﾀﾞ ﾙｶ 鳥取 × 4m89 5m00 5m00 5 4m86 4m95 4m83 5m00
5 8 168 吉田　瑠花(1) 倉吉総産高 +0.7 +4.4 +4.4 +2.5 +2.1 +3.1 +4.4

ﾏｷﾉ ｻﾄｶ 鳥取 4m60 4m86 4m74 4m86 3 4m74 4m64 × 4m86
6 5 146 牧野　里香(1) 倉吉東高 +3.0 +3.0 +1.6 +3.0 +2.2 +2.6 +3.0

ｼﾐｽﾞ ﾁｶｺ 鳥取 4m74 4m66 4m68 4m74 2 × × 4m78 4m78
7 7 73038 清水　睦子(3) 鳥取大 +1.9 +3.3 +2.0 +1.9 +1.1 +1.1

ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 鳥取 4m65 4m33 4m59 4m65 1 4m51 4m72 4m39 4m72
8 19 1 濵田　愛莉(3) 境港一中 +1.5 +2.0 +1.8 +1.5 +1.0 +2.8 +1.4 +2.8

ﾄｷﾐﾂ ﾅｵﾐ 鳥　取 × 4m63 × 4m63 4m63
9 14 6 時光　直美(2) 米子南高 +0.6 +0.6 +0.6

ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｷ 鳥取 4m58 4m44 4m55 4m58 4m58
10 6 72 谷口　沙樹(3) 八頭高 +1.8 +1.4 +2.5 +1.8 +1.8

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲ 鳥取 4m23 4m57 4m47 4m57 4m57
11 9 103 山本　麻郁(2) 倉吉西高 +4.2 +1.7 +2.9 +1.7 +1.7

ﾌｼﾞﾜﾗﾅﾂﾞｷ 鳥取 4m49 4m10 4m17 4m49 4m49
12 3 466 藤原　菜月(2) 船岡中 +2.6 +1.6 +2.9 +2.6 +2.6

ｸｽﾓﾄ ｽｽﾞｶ 鳥取 4m13 4m39 4m20 4m39 4m39
13 13 16 楠本　涼華(3) 米子高専 +3.9 +2.1 +3.2 +2.1 +2.1

ｻｲｷ ｱﾕｶ 鳥取 × 4m17 4m31 4m31 4m31
14 4 64 齊木　杏祐華(3) 倉吉総産高 +1.6 +0.9 +0.9 +0.9

ﾏﾂﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 鳥取 × × 4m24 4m24 4m24
15 18 189 松田　凪沙(3) 米子高 +3.0 +3.0 +3.0

ﾌｸﾀﾞ ﾐﾊﾙ 鳥取 3m89 4m09 3m67 4m09 4m09
16 2 124 福田　美晴(1) 鳥取育英高 +1.5 +3.8 +1.3 +3.8 +3.8

ｵｸﾀﾆ ﾌﾐｴ 鳥取 3m87 4m03 ／ 4m03 4m03
17 1 71 奥谷　文栄(3) 八頭高 +0.2 +1.1 +1.1 +1.1

ｱｻｵﾓﾓｲ 鳥取 3m92 3m62 3m73 3m92 3m92
18 10 462 浅尾　桃衣(3) 船岡中 +1.8 +1.5 +3.3 +1.8 +1.8

ﾏﾂﾓﾄ ﾗﾝｾﾞ 鳥取 × ／
15 48 松本　蘭世(3) 境高 NM

ｲﾜﾓﾄ ﾏﾔ 鳥取 × × ×
16 176 岩本　眞弥(3) 鳥取西高 NM

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 10:00 決勝

凡例  NM:記録なし



一般女子三段跳

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

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

ﾌｼﾞｲ ｳﾗﾗ 鳥取 10m58 10m78 9m13 10m78 10m99 10m90 10m67 10m99
1 1 72965 藤井　麗(3) 島根大 +0.9 +1.4 +0.9 +1.4 +3.1 +2.2 +1.2 +3.1

ｺｳﾉ ｴﾘｶ 鳥取 × × 10m05 10m05 10m27 10m58 10m70 10m70
2 3 56 河野　恵里花(3) 境高 +0.9 +0.9 +2.1 +1.9 +1.9 +1.9

ｼｼﾄﾞ ﾐｻｷ 鳥取 10m05 × 10m26 10m26 10m03 10m41 × 10m41
3 2 50 宍戸　美咲(2) 境高 +1.3 +2.1 +2.1 +4.4 +1.7 +1.7

ﾀﾆﾑﾗ ﾐﾎ 鳥取

4 519 谷村　美穂(4) 甲南大 DNS

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 10:30 決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子砲丸投(4.000kg)

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

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

ﾄﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 鳥取

1 4 12 冨山　ほのか(3) 鳥取商高 9m78 9m71 9m53 9m78 9m33 9m59 9m67 9m78
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ 鳥取

2 9 81 山田　真規(2) 八頭高 9m20 9m57 8m38 9m57 9m59 9m16 9m70 9m70
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ 鳥取

3 6 186 山本　彩(1) 八頭高 8m95 8m08 8m94 8m95 8m92 8m77 9m27 9m27
ﾅｶﾞｲｼ ﾘﾅ 鳥取

4 3 153 長石　莉奈(3) 鳥取東高 8m17 9m02 8m11 9m02 8m52 7m71 8m11 9m02
ﾔﾏﾈ ﾘｶ 鳥取

5 11 131 山根　梨花(3) 岩美高 8m77 8m45 8m03 8m77 8m78 8m88 8m84 8m88
ｵｶﾑﾗﾅﾅ 鳥取

6 10 463 岡村　夏々(3) 船岡中 × 7m64 7m85 7m85 7m98 7m64 7m90 7m98
ﾌﾙﾀ ｱｶﾘ 鳥取

7 2 15 古田　あかり(2) 鳥取商高 7m85 7m66 7m21 7m85 7m11 7m33 7m57 7m85
ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾘﾝ 鳥取

8 12 147 藤原　花梨(1) 倉吉東高 6m80 7m22 7m75 7m75 6m93 6m63 6m96 7m75
ﾏﾀﾞ ｱｽｶ 鳥取

9 8 47 馬田　あすか(2) 米子東高 7m05 6m99 7m32 7m32 7m32
ｶﾅﾓﾘ ﾐｻ 鳥取

10 1 149 金森　美紗(1) 倉吉東高 5m90 5m87 6m57 6m57 6m57
ﾐﾀﾆ ﾅｵ 鳥取

11 5 145 三谷　奈央(3) 気高中 6m56 5m96 6m37 6m56 6m56
ｲﾁﾑﾗ ｱﾏﾅ 鳥取

7 179 市村 天菜(1) 鳥取敬愛高 DNS

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 14:00 決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子円盤投(1.000kg)

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

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

ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 鳥取

1 2 66 吉田　美月(2) 倉吉総産高 24m95 34m70 31m71 34m70 31m19 × 30m09 34m70
ｲｹﾀﾞ ﾕﾘ 鳥取

2 10 69 池田　有里(3) 倉吉総産高 30m62 32m11 32m00 32m11 31m07 30m54 30m78 32m11
ﾄﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 鳥取

3 4 12 冨山　ほのか(3) 鳥取商高 29m29 28m00 × 29m29 30m04 × 28m40 30m04
ﾌﾙﾀ ｱｶﾘ 鳥取

4 6 15 古田　あかり(2) 鳥取商高 21m67 × 23m09 23m09 22m32 24m24 26m24 26m24
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ 鳥取

5 1 81 山田　真規(2) 八頭高 22m68 25m53 23m11 25m53 26m14 × 24m24 26m14
ﾃｲｼ ﾕｷ 鳥取

6 7 68 手石　侑岐(2) 倉吉総産高 25m50 × × 25m50 × × × 25m50
ﾔﾏﾈ ﾘｶ 鳥取

7 3 131 山根　梨花(3) 岩美高 × 22m94 23m31 23m31 24m41 × 21m98 24m41
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ 鳥取

8 12 186 山本　彩(1) 八頭高 20m74 20m25 22m80 22m80 24m26 23m52 22m30 24m26
ｱｵｷ ﾐｵ 鳥取

9 8 141 青木　美桜(3) 鳥取湖陵高 15m36 19m79 16m82 19m79 19m79
ｲﾁﾑﾗ ｱﾏﾅ 鳥取

10 5 179 市村 天菜(1) 鳥取敬愛高 17m74 16m00 16m69 17m74 17m74
ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ 鳥取

11 9 137 木村　遼(2) 鳥取湖陵高 13m92 × 12m63 13m92 13m92
ｶﾜｲ ﾅﾅﾐ 鳥取

11 82 川井　七海(2) 八頭高 DNS

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 09:30 決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子やり投

県記録(TR)              49m12     田中　晴菜(倉吉総産高)                12.8.18

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

ﾃｲｼ ﾕｷ 鳥取

1 4 68 手石　侑岐(2) 倉吉総産高 37m38 38m23 38m05 38m23 37m14 38m64 35m40 38m64
ﾀｶﾞﾜ ｻｸﾗ 鳥取

2 3 17 田川  桜(2) 米子高専 35m72 35m05 32m78 35m72 32m59 33m30 34m59 35m72
ﾆｼｺｵﾘ ﾕｶ 鳥取

3 8 57 錦織　由佳(3) 境高 34m40 30m19 32m86 34m40 31m46 32m03 34m81 34m81
ﾊﾏﾓﾄ ﾏﾘﾅ 鳥取

4 1 143 濱本　真有奈(3) 鳥取湖陵高 × 31m51 32m47 32m47 30m99 29m19 27m91 32m47
ﾐｳﾗ ﾅﾎ 鳥取

5 7 160 三浦　菜穂(2) 鳥取東高 28m34 22m67 × 28m34 28m53 27m35 25m10 28m53
ﾏﾀﾞ ｱｽｶ 鳥取

6 10 47 馬田　あすか(2) 米子東高 27m64 27m85 23m59 27m85 27m58 25m81 28m30 28m30
ｷﾖｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 鳥取

7 6 19 清川　葉月(3) 米子高専 26m26 23m04 23m11 26m26 25m01 24m58 23m09 26m26
ｶﾜｲ ﾅﾅﾐ 鳥取

8 9 82 川井　七海(2) 八頭高 25m00 23m19 22m81 25m00 19m93 24m10 23m64 25m00
ｴﾊﾞﾗ ｹｲﾅ 鳥　取

9 11 3 江原　慧奈(2) 米子南高 20m88 20m31 22m29 22m29 22m29
ｱﾝﾄﾞｳ ﾓｴﾅ 鳥取

2 161 安道　萌奈(2) 鳥取東高 DNS
ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾅ 鳥取

5 114 足立　幸奈(1) 鳥取育英高 DNS

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 14:00 決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子ハンマー投(4.000kg)

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

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

ｲｹﾀﾞ ﾕﾘ 鳥取

1 2 69 池田　有里(3) 倉吉総産高 × 31m24 34m12 34m12 34m07 32m20 × 34m12
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 鳥取

2 1 66 吉田　美月(2) 倉吉総産高 × 27m55 × 27m55 29m53 × 31m36 31m36

審 判 長：加嶋　秀
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 16:00 決勝

凡例 



一般女子七種競技 100mH(0.840m)

(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
ｲｼﾅ ﾖｳ 鳥取

1 5 174 石名　遥(2) 鳥取西高 16.04 709
ﾐﾀ ｶﾅｺ 鳥取

2 4 8 三田　華菜子(2) 鳥取商高 19.62 335
ｶﾈﾀﾆ ｱﾂﾅ 鳥取

3 3 7 金谷　厚奈(3) 鳥取商高 21.29 204

審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 10:00 決勝

凡例 



一般女子七種競技 200m

(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
ｲｼﾅ ﾖｳ 鳥取

1 3 174 石名　遥(2) 鳥取西高 27.14 700
ﾐﾀ ｶﾅｺ 鳥取

2 5 8 三田　華菜子(2) 鳥取商高 28.85 565
ｶﾈﾀﾆ ｱﾂﾅ 鳥取

4 7 金谷　厚奈(3) 鳥取商高 0 DQ,FS2

審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 17:00 決勝

凡例  DQ:失格 FS2:(R162-6)2回目の不正スタート



一般女子七種競技 走高跳

ｶﾈﾀﾆ ｱﾂﾅ 鳥取 － － － － － － ○ ○

1 3 7 金谷　厚奈(3) 鳥取商高 ○ × ○ × ○ × × × 1m45 566
ｲｼﾅ ﾖｳ 鳥取 － － ○ ○ ○ ○ ○ × ○

2 1 174 石名　遥(2) 鳥取西高 ○ × ○ × × × 1m42 534
ﾐﾀ ｶﾅｺ 鳥取 ○ ○ × ○ ○ × × ×

3 2 8 三田　華菜子(2) 鳥取商高 1m24 350

審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 11:00 決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m15

1m39

1m18

1m42

1m21

1m45

1m24

1m48
ｺﾒﾝﾄ

1m27 1m30 1m33 1m36
記録 得点

凡例 



一般女子七種競技 走幅跳

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

ｲｼﾅ ﾖｳ 鳥取 4m75 4m66 × 4m75
1 1 174 石名　遥(2) 鳥取西高 +1.2 +1.4 +1.2 492

ｶﾈﾀﾆ ｱﾂﾅ 鳥取 4m08 4m14 4m10 4m14
2 3 7 金谷　厚奈(3) 鳥取商高 +2.3 +1.3 +0.4 +1.3 340

ﾐﾀ ｶﾅｺ 鳥取 3m71 3m21 × 3m71
3 2 8 三田　華菜子(2) 鳥取商高 +1.3 +1.1 +1.3 244

審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 09:30 決勝

凡例 



一般女子七種競技 砲丸投(4.000kg)

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

ﾐﾀ ｶﾅｺ 鳥取

1 2 8 三田　華菜子(2) 鳥取商高 6m69 7m32 7m47 7m47 365
ｶﾈﾀﾆ ｱﾂﾅ 鳥取

2 3 7 金谷　厚奈(3) 鳥取商高 6m81 7m19 6m82 7m19 347
ｲｼﾅ ﾖｳ 鳥取

3 1 174 石名　遥(2) 鳥取西高 7m03 6m15 × 7m03 337

審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 14:30 決勝

凡例 



一般女子七種競技 800m

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼﾅ ﾖｳ 鳥取

1 3 174 石名　遥(2) 鳥取西高 2:44.38 524
ｶﾈﾀﾆ ｱﾂﾅ 鳥取

2 4 7 金谷　厚奈(3) 鳥取商高 2:47.76 487
ﾐﾀ ｶﾅｺ 鳥取

3 2 8 三田　華菜子(2) 鳥取商高 3:01.44 352

審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 16:10 決勝

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決勝

凡例 



一般女子七種競技 やり投(0.600kg)

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

ｶﾈﾀﾆ ｱﾂﾅ 鳥取

1 3 7 金谷　厚奈(3) 鳥取商高 24m00 24m45 24m32 24m45 372
ﾐﾀ ｶﾅｺ 鳥取

2 1 8 三田　華菜子(2) 鳥取商高 20m29 × 22m21 22m21 330
ｲｼﾅ ﾖｳ 鳥取

3 2 174 石名　遥(2) 鳥取西高 15m27 17m43 17m65 17m65 245

審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 12:00 決勝

凡例 



少年Ｂ女子100mH(0.762m)

決勝　

(風:+3.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 鳥取

1 4 145 谷岡　景子(1) 倉吉東高 16.69
ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ 鳥取

2 3 167 竹内　ひかり(1) 倉吉総産高 17.52
ﾌｸｼﾏ ｻﾔ 鳥取

5 148 福嶋　沙耶(1) 倉吉東高 DNS

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 15:40 決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子5000mW

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

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｻｵ ﾁｶ 鳥取

1 4 120 浅尾　知佳(1) 美作大 28:45.03
ｵｶﾓﾄ ｻｸﾗ 鳥取

2 2 108 岡本　桜(2) 鳥取育英高 29:30.72
ｼﾐｽﾞ ﾒｸﾞﾐ 鳥取

3 3 79 清水　恵(3) 八頭高 32:17.56
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｶ 鳥取

4 1 53 松本　梨花(2) 境高 37:52.84

審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

5月11日 13:40 決勝

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決勝

凡例 



一般男子走幅跳

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

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 × 6m66 × 6m66 5 × 6m83 6m97 6m97
1 2 71960 前垣　雅哉(3) 鳥大医学部 +1.7 +1.7 +2.6 +2.6 +2.6

ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｾｲ 鳥取 × 6m92 × 6m92 8 × × × 6m92
2 5 89 森山　大成(3) 境高 +2.6 +2.6 +2.6

ｲｹﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 鳥取 6m59 6m76 × 6m76 7 6m89 × 6m90 6m90
3 4 644 池田　修平 鳥取銀行 +2.6 +2.7 +2.7 +1.8 +1.5 +1.5

ﾏﾂｵ ﾅｵｷ 鳥取 × 6m75 6m38 6m75 6 6m79 × × 6m79
4 10 210 松尾　直樹(3) 鳥取育英高 +3.6 +1.6 +3.6 +3.9 +3.9

ﾆｯﾀ ﾘｮｳ 鳥取 6m49 6m58 × 6m58 4 6m64 6m57 × 6m64
5 9 126 新田　遼(3) 八頭高 +2.4 +1.6 +1.6 +2.1 +1.2 +2.1

ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾏ 鳥取 × 6m27 6m43 6m43 3 6m40 6m43 × 6m43
6 20 72064 勝部　侑磨(4) 米子高専 +1.9 +2.7 +2.7 +2.2 +3.6 +2.7

ﾔﾏﾜｷ ｶﾂﾐ 鳥取 6m20 × 6m20 6m20 2 6m11 6m05 × 6m20
7 13 72062 山脇　克海(4) 米子高専 +4.1 +3.9 +4.1 +1.5 +1.7 +3.9

ｸﾜﾓﾄ ｿｳﾀﾞｲ 鳥取 5m77 5m85 6m16 6m16 1 － － － 6m16
8 14 318 鍬本　聡大(3) 大栄中 +1.6 +3.6 +2.9 +2.9 +2.9

ﾆｼﾑﾗ ｾｲｺﾞ 鳥取 6m12 6m08 × 6m12 6m12
9 18 165 西村　誠悟(1) 鳥取城北高 +3.7 +2.6 +3.7 +3.7

ﾐﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 鳥取 6m11 6m10 × 6m11 6m11
10 11 79 三村　崚太(2) 米子東高 +4.4 +0.6 +4.4 +4.4

ｶﾝﾍﾞ ﾘｷﾄ 鳥取 6m03 5m62 × 6m03 6m03
11 3 125 神戸　力斗(3) 八頭高 +2.5 +1.7 +2.5 +2.5

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾆｷ 鳥取 5m68 5m86 6m00 6m00 6m00
12 6 180 松原　國喜(3) 倉吉西高 +3.6 +0.9 +1.9 +1.9 +1.9

ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾔ 鳥取 5m65 × 5m97 5m97 5m97
13 22 263 柴田　賢弥(2) 岩美高 +1.3 +3.8 +3.8 +3.8

ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 鳥取 × 5m96 5m81 5m96 5m96
14 24 391 木村　海登(1) 米子西高 +4.6 +1.8 +4.6 +4.6

ｶﾈﾂｷ ﾅｵﾔ 鳥取 5m81 5m91 5m90 5m91 5m91
15 16 90 鐘築　直也(2) 境高 +1.1 +2.4 +2.3 +2.4 +2.4

ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ 鳥取 5m83 5m69 5m51 5m83 5m83
16 23 138 小栗　拓海(2) 八頭高 +1.2 +1.0 +1.7 +1.2 +1.2

ﾀﾅｶ ﾅｵｽﾞﾐ 鳥取 2m76 4m98 5m80 5m80 5m80
17 7 253 田中　尚純(2) 米子北斗高 +0.9 +1.9 +2.6 +2.6 +2.6

ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲｷ 鳥取 × 5m78 × 5m78 5m78
18 17 372 森田　大希(1) 八頭高 +2.1 +2.1 +2.1

ﾖﾈﾀﾞ ｱﾔﾄ 鳥取 5m47 5m46 3m88 5m47 5m47
19 15 187 米田　彩人(3) 鳥取工高 +3.1 +2.7 +1.5 +3.1 +3.1

ﾖｼｵｶ ﾏｻｷ 鳥取 × × 5m33 5m33 5m33
20 37 394 吉岡　征輝(1) 米子西高 +3.9 +3.9 +3.9

ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝ 鳥　取 4m12 5m16 4m94 5m16 5m16
21 32 17 橋本　駿(2) 米子南高 +2.2 +2.5 +3.5 +2.5 +2.5

ｳｴｼﾞﾏ ｺﾀﾛｳ 鳥取 4m87 5m05 5m11 5m11 5m11
22 34 279 植嶋児太朗(1) 鳥取湖陵高 +3.5 +3.0 +2.6 +2.6 +2.6

ｷｸｲ ﾋﾛｷ 鳥取 4m92 5m09 4m98 5m09 5m09
23 38 288 菊井　大輝(1) 倉吉東高 +1.9 +3.7 +3.9 +3.7 +3.7

ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ 鳥取 5m02 4m75 5m07 5m07 5m07
24 26 363 井上　智博(1) 鳥取工高 +3.8 +3.5 +2.2 +2.2 +2.2

ｸﾛﾐ ﾘｮｳﾀ 鳥取 × × 5m00 5m00 5m00
25 36 60 黒見　亮太(2) 米子西高 +2.5 +2.5 +2.5

ｲﾁﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 鳥取 4m62 ／ 4m62 4m62
26 27 51 市村　正如(3) 倉吉東高 +1.0 +1.0 +1.0

ｲｼﾜｷ ｺｳﾀ 鳥取 × × 4m41 4m41 4m41
27 35 280 石脇　皐汰(1) 鳥取湖陵高 +3.0 +3.0 +3.0

ﾔﾌﾞﾀ ｴｲｼﾞ 鳥取 × 4m32 × 4m32 4m32
28 19 198 藪田　瑛二(3) 鳥取工高 +5.7 +5.7 +5.7

ｲｹﾏﾂ ﾕｳｷ 鳥取 3m81 4m20 3m67 4m20 4m20
29 30 264 池松　優希(1) 岩美高 +1.3 +2.9 +3.2 +2.9 +2.9

ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏｻ 鳥取 × × 3m59 3m59 3m59
30 8 336 三浦　和真(2) 鳥取西高 +5.4 +5.4 +5.4

ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 鳥取 × × ×
28 281 伊藤  智洋(2) 鳥取敬愛高 NM

ﾏﾂｳﾗ ｹﾝｺﾞ 鳥取

1 1200 松浦　憲吾(4) 美作大 DNS
ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｷ 鳥取

12 162 北川　大稀(2) 鳥取城北高 DNS
ｲﾜﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 鳥取

21 291 岩本　純平(3) 鳥取東高 DNS

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 14:00 決勝

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般男子走幅跳

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

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

審 判 長：湊　英之
記録主任：伊田　敬哲

5月10日 14:00 決勝

ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 鳥取

25 307 大久保　直哉(2) 鳥取東高 DNS
ｻﾀﾞﾂﾈ ﾚﾝ 鳥取

29 52 定常　廉(2) 倉吉東高 DNS
ﾋﾗｷﾞ ｹｲﾀ 鳥取

31 724 平木　敬太 東部消防RC DNS
ﾏｴﾀ ﾅｵｷ 鳥取

33 321 前田　直樹(2) 大栄中 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし
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