
ト ラ ッ ク 審 判 長 中原　利幸
跳 躍 審 判 長 油野　利博
投 て き 審 判 長 加嶋　　秀
記 録 主 任 山根　賢士

日付 種目

宮本　温志(1) 12.36 塚原　啓太(1) 12.61 田淵　悠大(1) 12.67 岩本　大夢(1) 12.73 大石　崇寿(1) 13.09 山本　純嗣(1) 13.16 田中　悠暉(1) 13.31 中西　翼(1) 13.49

鳥取西 日高東 香住第一 豊岡北 豊岡北 鳥取東 鳥大附属 高草

前田　健太朗(2) 11.65 井上　裕人(2) 12.04 片山　隼(2) 12.13 吉多　真吾(2) 12.24 松井　公佑(2) 12.33 児島　弘明(2) 12.44 細見　明夢(2) 12.76 綱嶋　諒介(2) 12.76

鳥取東 中央 鳥取西 鳥取西 豊岡南 和田山 和田山 出石

才木　貴裕(3) 11.62 米澤  尚宏(3) 11.74 藤原　大輝(3) 11.77 中村　航大(3) 11.88 米田　渉(3) 11.99 出口　敦也(3) 12.11 東岡　晃生(3) 12.21 宮川　飛鳥(3) 12.31

八鹿青渓 鳥大附属 高草 香住第一 岩美 日高東 鳥大附属 城崎

福田　昂大(3) 51.85 小泉　健(3) 52.08 中川　諒(2) 52.73 谷口　飛翔(3) 53.90 中村　優真(3) 55.16 安居　稜悟(3) 57.66 中山　和輝(2) 57.95 山本　修(3) 59.39

高草 GR 鳥取南 GR 豊岡南 GR 鳥取東 中央 豊岡北 出石 浜坂

吉田　寛治(3) 2:02.48 西垣　創真(3) 2:06.96 平原　光星(3) 2:07.87 中島　滉貴(2) 2:07.89 水口　小太郎(3) 2:10.68 山本　和寛(3) 2:11.61 北脇　惇之介(3) 2:13.24 伊達　颯真(2) 2:16.26

鳥取西 GR 養父 鳥取南 桜ヶ丘 豊岡南 岩美 香住第一 和田山

濱野　航(1) 4:40.56 安田　翔太(1) 4:41.95 山田　健人(1) 4:44.24 田辺　恒大(1) 4:45.34 塚原　啓太(1) 4:46.19 大呂　恵雨(1) 4:47.77 小林　凌也(1) 4:49.49 中嶋　佑(1) 5:04.16

岩美 中ノ郷 鳥取南 鳥大附属 日高東 智頭 鳥大附属 日高東

北脇　秀人(2) 4:20.08 中島　滉貴(2) 4:32.57 伊達　一馬(2) 4:32.60 伹井　智哉(2) 4:37.39 池田　智哉(2) 4:39.41 西川　雄貴(2) 4:41.52 大橋　慧斗(2) 4:43.13 谷口　裕樹(2) 4:52.53

鳥取南 GR 桜ヶ丘 鳥大附属 岩美 日高東 鳥取南 鳥取西 浜坂

南後　海里(3) 4:17.80 三浦　尚也(3) 4:19.16 川上　柾尚(3) 4:19.53 山根　鉄朗(3) 4:28.39 水口　小太郎(3) 4:29.64 西垣　省吾(3) 4:30.80 西尾　将樹(3) 4:36.07 山崎　裕介(3) 4:36.21

鳥　取・湖東 桜ヶ丘 河原 鳥取東 豊岡南 豊岡南 高草 出石

西岡　海(3) 15.55 長谷川迅平(2) 15.77 藤原　大輝(3) 16.52 鴫畑　奈生(2) 17.13 藤原　颯太(3) 18.46 米井　潤風(3) 19.51 村尾　勇真(2) 19.85

日高東 中ノ郷 高草 豊岡北 養父 高草 浜坂

高草・鳥　取 45.83 鳥大附属・鳥　取 45.91 豊岡南・兵　庫 46.26 香住第一・兵　庫 46.72 浜坂・兵　庫 46.95 中ノ郷・鳥　取 47.09 中央・鳥　取 47.47 日高東・兵　庫 50.84

福田　昂大(3) 東岡　晃生(3) 太田垣　陸来(3) 田淵　悠大(1) 越中　大貴(3) 村田　賴昭(3) 絹見　利来(3) 辻村　拓也(3)

藤原　大輝(3) 土居　素也(3) 松井　公佑(2) 小林　大輝(2) 田村　柊人(3) 濵本　康平(3) 中村　優真(3) 西岡　海(3)

伊賀　龍也(3) 米澤  尚宏(3) 柱谷　綱汰(3) 中村　文哉(3) 山本　修(3) 長谷川迅平(2) 井上　裕人(2) 田中　亮至(3)

永谷　洸太(3) 猪迫　慧二朗(3) 立脇　蒼(3) 中村　航大(3) 塩川　直人(3) 前田　将吾(3) 田中　達也(2) 出口　敦也(3)

長谷川迅平(2) 1m71 松田　竜雅(3) 1m71 出口　敦也(3) 1m60 三原　貫汰(3) 1m60 永谷　洸太(3) 1m60 尾畑　秀侍(3) 1m55 米井　潤風(3) 1m55 中村　圭佑(2) 1m50

中ノ郷 GR 豊岡南 GR 日高東 =GR 鳥取東 =GR 高草 =GR 豊岡南 高草 香住第一

塩川　直人(3) 6m57(-0.5) 米田　渉(3) 6m16(-0.4) 岡　怜央(3) 5m81(+0.6) 絹見　利来(3) 5m55(+1.7) 辻村　拓也(3) 5m31(+0.6) 伊賀　龍也(3) 5m09(+0.4) 細見　明夢(2) 5m02(+1.3) 奥田　愛斗(1) 4m72(+0.4)

浜坂 GR 岩美 GR 青谷 中央 日高東 高草 和田山 香住第一

中村　文哉(3) 11m80 山根　富貴(3) 9m77 石川　拓哉(3) 9m75 山根　伶仁(2) 9m34 小林　樹矢(3) 9m13 陣在　慎二(3) 8m65 井戸　政宏(2) 8m48 山本　理貴(2) 8m29

香住第一 智頭 智頭 中ノ郷 香住第一 鳥取東 豊岡南 豊岡南

上田　理湖(1) 13.16 横山　暦(1) 13.86 瀬戸川　咲(1) 13.88 渡邉　かんな(1) 13.91 荒川　乃愛(1) 14.13 安井　星来(1) 14.27 荒木　琉利(1) 14.57 森下　由佑加(1) 15.04

河原 桜ヶ丘 鳥大附属 鳥取西 日高東 日高東 豊岡北 和田山

前田　夏美(2) 13.17 福山　遥(2) 13.48 藤原　菜月(2) 13.54 小西　優耶(2) 13.88 谷口　由衣(2) 13.89 小野　陽花(2) 14.82 森垣　有菜(2) 15.02

鳥取南 鳥取東 船岡 香住第一 智頭 兵　庫・養父 日高東

藤尾　ももこ(2) 13.88

和田山

宇野　茜(3) 13.05 山本　結貴(3) 13.07 新田　愛奈(3) 13.26 井上　佳奈(3) 13.28 足立　春菜(3) 13.32 松本  真奈(3) 13.48 木村　ののか(3) 13.55 山下　真緒(3) 13.96

鳥取南 香住第一 和田山 桜ヶ丘 中ノ郷 河原 日高東 日高東

前田　夏美(2) 27.20 山本　結貴(3) 27.24 上田　理湖(1) 27.60 井上　佳奈(3) 27.68 福山　遥(2) 27.94 木村　ののか(3) 28.43 新田　愛奈(3) 28.55 寺本　榛香(3) 29.88

鳥取南 香住第一 河原 桜ヶ丘 鳥取東 日高東 和田山 豊岡北

湯川　令奈(1) 2:34.29 西尾　香乃(1) 2:39.69 福田　りつか(1) 2:41.64 植田　麻菜美(1) 2:44.52 藤原　芽生(1) 2:47.93 田中　里奈(1) 2:51.03 高藤　梓(1) 2:51.78

湖東 湖東 国府 日高東 香住第一 豊岡南 養父

德田　絢子(2) 2:22.82 赤堀　仁美(2) 2:26.52 竹内　遥(3) 2:29.92 鞍留　佳菜(3) 2:30.96 川崎　眞子(2) 2:32.37 中山　史菜(3) 2:34.60 松井　沙羅(2) 2:36.22 濱上　千景(2) 2:38.23

鳥大附属 智頭 中央 豊岡北 湖東 養父 香住第一 香住第一

德田　絢子(2) 5:03.97 西尾　祐香(3) 5:04.22 岸田　清楓(3) 5:06.66 石破　綾華(3) 5:08.85 伊賀  朱里(3) 5:14.02 鞍留　佳菜(3) 5:16.26 濱上　千景(2) 5:17.06 松井　沙羅(2) 5:26.32

鳥大附属 湖東 船岡 国府 鳥大附属 豊岡北 香住第一 香住第一

谷垣　明梨(3) 15.68 木下　来海(2) 16.24 岩本　紗季(3) 17.20 坂田　茉美(2) 17.26 小西　優耶(2) 17.42 大田　しおん(2) 17.68 中村　楓(3) 17.91 下村　紋加(3) 18.96

日高東 鳥取南 鳥取西 鳥大附属 香住第一 鳥　取・桜ヶ丘 小代 養父

鳥取南・鳥　取 50.73 桜ヶ丘・鳥　取 51.77 香住第一・兵　庫 51.86 鳥取西・鳥　取 51.87 河原・鳥　取 52.36 日高東・兵　庫 52.42 和田山・兵　庫 53.70 豊岡北・兵　庫 54.97

坂本　理菜(3) 横山　暦(1) 山本　葉月(1) 渡邉　かんな(1) 田中　優花(1) 山下　真緒(3) 井上　萌(3) 谷口　愛美(3)

木下　来海(2) 井上　佳奈(3) 小椋　彩奈(3) 岩本　紗季(3) 松本  真奈(3) 谷垣　明梨(3) 西村　明莉(3) 荒木　琉利(1)

宇野　茜(3) 中島　恋(3) 小西　優耶(2) 田中　萌香(1) 田中　マリア(2) 荒川　乃愛(1) 津森　涼花(3) 橋本　茉利(1)

前田　夏美(2) 倉本　晏朱(2) 山本　結貴(3) 澤田　佳詩乃(3) 上田　理湖(1) 木村　ののか(3) 新田　愛奈(3) 寺本　榛香(3)

栗本　樹里(3) 1m50 井上　莉沙(3) 1m35 松井　沙羅(3) 1m30 石名　望(3) 1m25 明保能　紗耶(3) 1m20

船岡 =GR 香住第一 出石 鳥大附属 小代

下谷　芳美(2) 1m30 武村　采音(2) 1m25

鳥取北 和田山

渡邉　ほのか(2) 1m30

5位 6位 7位 8位

8月11日
１年男子100m

風：-1.5

8月11日
２年男子100m

風：+1.2

1位 2位 3位 4位

8月11日
３年男子100m

風：-1.9

8月11日 男子400m

8月11日 男子800m

8月11日 １年男子1500m

8月11日 ２年男子1500m

8月11日 ３年男子1500m

8月11日
男子

110mH(0.914m/
9.14m)

8月11日 男子4X100mR

8月11日 男子走高跳

8月11日
２年女子100m

風：+0.3

8月11日
３年女子100m

風：+0.1

8月11日 男子走幅跳

8月11日
男子砲丸投
(5.000kg)

8月11日
１年女子100m

風：+1.3

8月11日
女子200m
風：-0.3

8月11日 １年女子800m

8月11日 ２・３年女子800m

8月11日 女子1500m

8月11日
女子

100mH(0.762m/
8.00m)

8月11日 女子4X100mR

8月11日 女子走高跳

因幡・但馬ジオパーク地域スポーツ交流陸上競技対抗選手権大会 

 

主 催：因幡・但馬ジオパーク地域スポーツ交流陸上競技大会実行委員会 

後 援：鳥取県教育委員会 関係市町村 関係市町村教育委員会 新日本海新聞社 

競技場：コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場（布勢総合運動公園陸上競技場） 



鳥取南

今井  優希(3) 4m97(+1.0) 明保能　紗耶(3) 4m75(+1.2) 吉澤　美月(1) 4m43(-0.3) 池内　美佐(2) 4m25(+1.3) 小川　公美子(1) 4m16(+1.4) 江谷　祐佳(2) 3m96(+0.4) 杉山　和奏(2) 3m47(+0.3) 谷繁　愛美(1) 3m47(+1.1)

鳥大附属 GR 小代 GR 湖東 鳥取北 日高東 豊岡南 香住第一 河原

岡村　夏々(3) 10m88 猪口　あかり(3) 10m39 常藤　まひろ(3) 9m44 加藤　桃子(3) 9m21 三谷　奈央(3) 9m05 吉津　美憂(3) 8m87 足立　有里(3) 8m45 林本　望玖(3) 7m67

船岡 中ノ郷 国府 浜坂 気高 香住第一 日高東 小代

所属地対抗（男
子）

鳥　取 292点 兵　庫 175点

所属地対抗（女
子）

鳥　取 279.5点 兵　庫 151.5点

男女合計得点 鳥　取 571.5点 兵　庫 326.5点

凡例  =GR:大会タイ記録 GR:大会記録

8月11日 女子走幅跳

8月11日
女子砲丸投
(2.721kg)

対抗得点

8月11日 女子走高跳


