
 男子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

1組 (風:-0.3) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸｻｶﾍﾞ ﾕｳﾀ 兵庫 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 鳥取

1 5 3568 日下部　裕太(3) 但馬ＡＣ 12.11 1 2 1710 田中　利希(3) 鳥取大学 12.35
ﾄﾐﾔﾏ ｼｭﾝﾀﾞｲ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 鳥取

2 7 330 冨山　竣大(3) 河北中 12.79 2 3 1715 小林　毅司(3) 鳥取大学 12.91
ﾆｼﾀﾆ ﾐｷ 鳥取 ﾊｼﾑﾗ ｺｳﾍｲ 鳥取

3 3 336 西谷　美輝(2) 河北中 12.86 3 4 742 橋村　滉平(2) 桜ヶ丘中 13.91
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 鳥取 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ 鳥取

4 4 339 足立　龍之介(2) 河北中 13.03 4 6 927 松本　侑斗(1) 鳥大附中 14.25
ﾀﾋﾞﾗ ｺｳﾀﾛｳ 鳥取 ﾔﾏｻｷ ｺｳﾍｲ 鳥取

5 6 545 田平　弘太郎(2) 河北中 13.55 5 5 693 山﨑　公平(1) 鳥大附中 14.48
ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ 鳥取 ﾀﾆﾓﾄ ｷｲﾁ 鳥取

6 8 343 加藤　広晃(1) 河北中 14.14 6 9 695 谷本　葵一(1) 鳥大附中 14.70
ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾔｽ 鳥取 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｱ 鳥取

2 335 安藤　宏泰(3) 河北中 DNS 7 663 宮崎　乃藍(1) 鳥取南中 DNS
ｳｴﾉ ｺｳﾀﾛｳ 鳥取

8 763 上野　康太郎(1) 湖東中 DNS

3組 (風:-0.6) 4組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾈ ﾏﾋﾛ 鳥取 ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾄ 鳥取

1 5 161 山根　真央(1) 鳥取城北高 13.11 1 5 662 西山　夏都(1) 鳥取南中 12.85
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 鳥取

2 6 371 竹内　湧大(1) 八頭高 13.11 2 3 691 田中　悠暉(1) 鳥大附中 13.00
ﾔｻﾞﾏ ｶｲ 鳥取 ﾊﾀﾔﾏ ﾕｲﾄ 鳥取

3 4 409 矢間　快(1) 倉吉西高 13.22 3 6 641 畠山　由渡(2) 北栄ＳＣ 13.11
ﾔﾏﾏｽ ﾀﾞｲｷ 鳥取 ﾔﾏﾑﾗ ｲｸﾄ 鳥取

4 8 642 山桝　大輝(1) 北栄ＳＣ 13.31 4 7 698 山村　郁人(2) 千代南中 13.19
ﾏｴｶﾜ ﾕｳﾘ 鳥取 ﾅｶｲ ｼﾞｭﾝｷ 鳥取

5 7 759 前川　悠吏(2) 湖東中 13.52 5 9 705 中居　潤稀(2) 鳥取東中 13.29
ｳｴﾉ ﾌﾐﾔ 鳥取 ｷﾊﾗ ｿｳﾀ 鳥取

6 3 709 上野　文也(1) 鳥取東中 13.61 6 2 874 木原　颯太(2) 高草中 13.30
ﾓﾘ ｻﾄｼ 鳥取 ｲﾜｻｷ ｶｲｾｲ 鳥取

7 2 692 森　聡史(1) 鳥大附中 13.65 7 8 704 岩崎　開世(2) 鳥取東中 13.39
ｺﾊﾏﾂ ｶｽﾞﾔ 鳥取 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 鳥取

8 9 697 小松　和矢(2) 千代南中 13.96 4 712 山本　純嗣(1) 鳥取東中 DNS

5組 (風:-0.5) 6組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾃﾙ 鳥取 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｹﾙ 鳥取

1 5 334 秋山　友輝(3) 河北中 12.41 1 6 700 谷口　飛翔(3) 鳥取東中 12.03
ｲｿｴ ﾊﾔﾄ 鳥取 ｲｼｲ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

1 9 638 磯江　隼斗(2) 北栄ＳＣ 12.41 2 5 320 石井　峻介(1) 鳥取商高 12.26
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 鳥取 ﾅｶｲ ﾚﾝ 鳥取

3 2 1723 小林　亮介(3) 鳥取大学 12.49 3 9 405 中井　廉(1) 鳥取城北高 12.28
ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 鳥取

4 4 139 森田　湧大(2) 八頭高 12.64 4 4 338 山下　嘉幾(2) 河北中 12.29
ｷｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 鳥取 ｷﾇﾐ ﾙｲ 鳥取

5 6 653 岸田　拓真(2) 鳥取南中 12.65 5 2 370 絹見　流生(1) 八頭高 12.30
ｶｻﾊﾗ ｹﾝﾀ 鳥取 ｲﾁﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 鳥取

6 3 2370 笠原　健太(1) 鳥取大学 12.65 6 7 342 市村　知弘(1) 河北中 12.38
ｵｵﾔﾏ ﾕｳｷ 鳥取 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 鳥取

7 7 140 大山　友希(2) 八頭高 12.92 7 8 373 河上　昌宏(1) 八頭高 12.40
ｸﾏｶﾞｲ ｹｲﾀｲ 鳥取 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 鳥取

8 8 836 熊谷　圭諦 鳥取市陸協 13.00 8 3 2367 伊藤　諒祐(1) 鳥取大学 12.54

審 判 長：中原　利幸
記録主任：山根　賢士

9月27日 10:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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



 男子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：山根　賢士

9月27日 10:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

7組 (風:0.0) 8組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾀ ｿｳﾏ 鳥取 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ 鳥取

1 4 153 大田　聡磨(2) 鳥取城北高 11.77 1 3 23 谷口　瞬也(2) 鳥取商高 11.96
ｻﾜﾀ ｼｮｳﾍｲ 鳥取 ﾌｸﾀ ｺｳﾀ 鳥取

2 6 1962 澤田　将平(4) 鳥大医学部 11.85 2 6 873 福田　昂太(3) 高草中 11.97
ﾂﾑﾗ ﾏﾅﾄ 鳥取 ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ 鳥取

3 3 333 津村　愛斗(3) 河北中 12.13 3 2 138 小栗　拓海(2) 八頭高 12.03
ｵｵﾀ ﾕｳｷ 兵庫 ｱｲｵｲ ｱﾂﾐ 鳥取

4 8 3567 太田　優希(2) 但馬ＡＣ 12.16 4 9 306 相生　敦海(1) 三朝中 12.23
ｺｲｽﾞﾐ ﾀｹﾙ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞ 鳥取

5 7 651 小泉　健(3) 鳥取南中 12.19 5 5 761 小林　秀二 Wｱｽﾘｰﾀｰｽﾞ 13.47
ﾀﾆｼﾞﾘ ﾄﾓﾔ 鳥取 ｲｲﾀﾞ ｱﾂｼ 鳥取

6 9 166 谷尻　友也(1) 鳥取城北高 12.24 4 22 飯田　淳史(2) 鳥取商高 DQ,FS1

ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 兵庫 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｷ 鳥取

7 5 3586 後藤　昌宏 但馬ＡＣ 12.29 7 162 北川　大稀(2) 鳥取城北高 DNS
ﾔﾏｼﾞ ﾀｸﾔ 鳥取 ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 鳥取

8 2 1970 山地　拓哉(1) 鳥取大学 12.60 8 158 田中　誠士(2) 鳥取城北高 DNS

9組 (風:0.0) 10組 (風:+1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取 ﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

1 4 876 藤原　大輝(3) 高草中 11.48 1 8 1961 原　健太朗(2) 鳥大医学部 11.21
ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ 鳥取 ｵｶｲ ﾖｳﾍｲ 鳥取

2 9 407 山崎　利洋(1) 倉吉西高 11.63 2 7 1969 岡井　陽平(1) 鳥取大学 11.26
ｲﾁﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取 ﾂﾏｷ ﾕｳﾀﾛｳ 鳥取

3 6 1719 市原　大輝(2) 鳥取大学 11.65 3 9 1964 妻木　裕太郎(2) 鳥大医学部 11.30
ﾋﾗｵ ﾉｿﾞﾐ 鳥取 ｻｴｷ ﾋﾛﾂｸﾞ 岡山

4 8 270 平尾　希望(1) 鳥取城北高 11.73 4 3 3008 佐伯　博嗣 三菱自水島 11.32
ﾃﾗｵ ｶｽﾞﾋﾛ 鳥取 ﾌｶｻﾞﾜ ﾄﾑ 鳥取

5 5 276 寺尾　和浩(2) 鳥取湖陵高 11.74 5 2 2366 深澤　豊武(1) 鳥取大学 11.48
ﾏｴﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 鳥取

6 7 703 前田　健太朗(2) 鳥取東中 11.80 6 5 633 平林　匠 鳥取ＡＳ 11.52
ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾔ 鳥取 ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 鳥取

7 3 136 福田　智也(2) 八頭高 11.87 4 634 徳本　和訓 鳥取ＡＳ DNS
ﾆｼﾑﾗ ｾｲｺﾞ 鳥取 ｱﾀﾗｼ ｺｳﾀ 鳥取

8 2 165 西村　誠悟(1) 鳥取城北高 11.97 6 137 新　幸汰(2) 八頭高 DNS

11組 (風:-0.5)

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 4 151 米井　健人(3) 鳥取城北高 10.89
ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 兵庫

2 6 3585 後藤　知宏 但馬ＡＣ 11.07
ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ 鳥取

3 7 168 石川　智也(3) 鳥取城北高 11.08
ｻｻｶ ｱｷﾋﾛ 鳥取

4 5 629 笹鹿　晶裕 鳥取ＡＳ 11.10
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 鳥取

5 9 21 小林　太一(2) 鳥取商高 11.22
ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ 鳥取

6 3 1960 前垣　雅哉(3) 鳥大医学部 11.26
ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取

7 8 630 前畑　良一 鳥取ＡＳ 11.28
ｵｵﾓﾘ ﾊﾙｶ 鳥取

8 2 635 大森　遥 鳥取ＡＳ 11.46

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



 男子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 (風:+1.4) 2組 (風:+1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋﾗｵ ﾉｿﾞﾐ 鳥取 ﾂﾑﾗ ﾏﾅﾄ 鳥取

1 6 270 平尾　希望(1) 鳥取城北高 23.56 1 8 333 津村　愛斗(3) 河北中 25.02
ﾆｼﾑﾗ ｾｲｺﾞ 鳥取 ﾋﾗﾊﾗ ｺｳｾｲ 鳥取

2 4 165 西村　誠悟(1) 鳥取城北高 24.20 2 5 657 平原　光星(3) 鳥取南中 25.86
ﾀﾆｼﾞﾘ ﾄﾓﾔ 鳥取 ﾔﾏﾈ ﾏﾋﾛ 鳥取

3 5 166 谷尻　友也(1) 鳥取城北高 24.39 3 7 161 山根　真央(1) 鳥取城北高 26.26
ﾅｶｲ ﾚﾝ 鳥取 ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾄ 鳥取

4 7 405 中井　廉(1) 鳥取城北高 24.40 4 6 662 西山　夏都(1) 鳥取南中 26.61
ｲｿｴ ﾊﾔﾄ 鳥取 ｽｷﾞｼﾏ ｽｽﾑ 鳥取

5 8 638 磯江　隼斗(2) 北栄ＳＣ 24.82 5 2 332 杉島　奨(3) 河北中 26.68
ﾊﾀﾔﾏ ﾕｲﾄ 鳥取 ﾔﾏﾏｽ ﾀﾞｲｷ 鳥取

6 3 641 畠山　由渡(2) 北栄ＳＣ 26.51 6 4 642 山桝　大輝(1) 北栄ＳＣ 26.96
ﾅｶｲ ｼﾞｭﾝｷ 鳥取 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾃﾙ 鳥取

7 2 705 中居　潤稀(2) 鳥取東中 27.27 3 334 秋山　友輝(3) 河北中 DNS

3組 (風:+1.2) 4組 (風:+0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾀ ﾕｳｷ 兵庫 ｵｵﾀ ｿｳﾏ 鳥取

1 3 3567 太田　優希(2) 但馬ＡＣ 24.02 1 5 153 大田　聡磨(2) 鳥取城北高 23.49
ｱｵｴ ﾔｽﾀｶ 鳥取 ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ 鳥取

2 7 1967 青江　康貴(2) 鳥大医学部 24.99 2 2 138 小栗　拓海(2) 八頭高 23.90
ｷｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 鳥取 ｲｲﾀﾞ ｱﾂｼ 鳥取

3 4 653 岸田　拓真(2) 鳥取南中 25.20 3 3 22 飯田　淳史(2) 鳥取商高 24.15
ｱｵﾄ ｼｮｳﾀ 鳥取 ｻﾜﾀ ｼｮｳﾍｲ 鳥取

4 8 735 青戸　翔大(3) 桜ヶ丘中 25.52 4 4 1962 澤田　将平(4) 鳥大医学部 24.20
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 鳥取 ｱｲｵｲ ｱﾂﾐ 鳥取

5 2 1715 小林　毅司(3) 鳥取大学 25.57 5 8 306 相生　敦海(1) 三朝中 24.75
ﾋﾗｵ ﾅｵｷ 鳥取 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｷ 鳥取

6 6 374 平尾　尚稀(1) 八頭高 25.80 6 162 北川　大稀(2) 鳥取城北高 DNS
ｵｵﾔﾏ ﾕｳｷ 鳥取 ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 鳥取

5 140 大山　友希(2) 八頭高 DNS 7 158 田中　誠士(2) 鳥取城北高 DNS

5組 (風:+0.9) 6組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾝﾍﾞ ﾕｳﾀ 鳥取 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 兵庫

1 5 1718 神戸　勇太(3) 鳥取大学 23.11 1 7 3585 後藤　知宏 但馬ＡＣ 22.32
ﾂﾏｷ ﾕｳﾀﾛｳ 鳥取 ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ 鳥取

2 8 1964 妻木　裕太郎(2) 鳥大医学部 23.26 2 6 1960 前垣　雅哉(3) 鳥大医学部 22.36
ﾌｶｻﾞﾜ ﾄﾑ 鳥取 ｵｶｲ ﾖｳﾍｲ 鳥取

3 7 2366 深澤　豊武(1) 鳥取大学 23.40 3 9 1969 岡井　陽平(1) 鳥取大学 22.68
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 鳥取 ﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

4 2 633 平林　匠 鳥取ＡＳ 23.48 4 8 1961 原　健太朗(2) 鳥大医学部 22.68
ｲﾁﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取 ｻｻｶ ｱｷﾋﾛ 鳥取

5 4 1719 市原　大輝(2) 鳥取大学 23.58 5 5 629 笹鹿　晶裕 鳥取ＡＳ 22.87
ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾔ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 鳥取

6 3 136 福田　智也(2) 八頭高 24.00 6 4 21 小林　太一(2) 鳥取商高 22.88
ｱﾀﾗｼ ｺｳﾀ 鳥取 ﾃﾗｵ ｶｽﾞﾋﾛ 鳥取

6 137 新　幸汰(2) 八頭高 DNS 7 2 276 寺尾　和浩(2) 鳥取湖陵高 23.67
ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 鳥取

3 634 徳本　和訓 鳥取ＡＳ DNS

審 判 長：中原　利幸
記録主任：山根　賢士

9月27日 11:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



 男子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｴﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取 ｲｼｲ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

1 8 703 前田　健太朗(2) 鳥取東中 52.67 1 5 320 石井　峻介(1) 鳥取商高 55.52
ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 鳥取

2 7 338 山下　嘉幾(2) 河北中 56.67 2 4 339 足立　龍之介(2) 河北中 1:02.43
ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾃﾙ 鳥取 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 鳥取

3 2 334 秋山　友輝(3) 河北中 59.10 3 762 橋本　凌二(1) 湖東中 DNS
ｲﾜｻｷ ｶｲｾｲ 鳥取 ｶｶﾞﾜ ｹｲ 鳥取

4 4 704 岩崎　開世(2) 鳥取東中 1:02.58 6 764 香川　敬(3) 湖東中 DNS
ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 鳥取 ﾀﾆｵ ｺｳﾔ 鳥取

5 5 760 橋本　淳哉(2) 湖東中 1:04.92 7 761 谷尾　昴哉(2) 湖東中 DNS
ｲﾜｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 鳥取 ﾌｸﾄﾐ ｴﾝﾀﾛｳ 鳥取

6 3 337 岩崎　晃大(2) 河北中 1:05.06 8 758 福冨　園太郎(3) 湖東中 DNS
ﾅﾝｺﾞ ｶｲﾘ 鳥取

6 757 南後　海里(3) 湖東中 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｼﾏ ｺｳｷ 鳥取 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ 鳥取

1 5 738 中島　滉貴(2) 桜ヶ丘中 54.97 1 4 23 谷口　瞬也(2) 鳥取商高 52.94
ﾐｳﾗ ﾅｵﾔ 鳥取 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｹﾙ 鳥取

2 3 737 三浦　尚也(3) 桜ヶ丘中 56.35 2 5 651 小泉　健(3) 鳥取南中 53.26
ﾓﾘﾀ ﾋｶﾙ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 鳥取

3 4 650 森田　光(3) 鳥取南中 1:00.80 3 7 1715 小林　毅司(3) 鳥取大学 54.20
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 鳥取 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｹﾙ 鳥取

4 8 652 西川　雄貴(2) 鳥取南中 1:01.42 4 3 700 谷口　飛翔(3) 鳥取東中 54.33
ｽﾞｼ ﾕｳｽｹ 鳥取 ﾔﾏﾏｽ ｶｽﾞﾋﾄ 鳥取

5 7 643 厨子　祐介(3) 鳥取南中 1:02.97 5 6 182 山増　和仁(2) 倉吉西高 54.67
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾄ 鳥取 ｲｼｸﾞﾛ ﾀｶﾄｼ 鳥取

6 2 655 山田　健人(1) 鳥取南中 1:03.87 6 8 1713 石黒　貴利(2) 鳥取大学 55.01
ｷﾀﾜｷ ﾋﾃﾞﾄ 鳥取 ﾋﾗﾊﾗ ｺｳｾｲ 鳥取

6 654 北脇　秀人(2) 鳥取南中 DNS 7 2 657 平原　光星(3) 鳥取南中 58.62

審 判 長：中原　利幸
記録主任：山根　賢士

9月27日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



 男子110mH(1.067m)

県高校記録(THR)         14.26     冨田　学(鳥取・由良育英高)            1992
大会記録(GR)            17.20     多賀　久晃(鳥取・八頭高)              2012

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ 鳥取

1 6 375 本城　和貴(1) 八頭高 17.66

審 判 長：中原　利幸
記録主任：山根　賢士

9月27日 11:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例 



 男子400mH(0.914m)

大会記録(GR)            57.12     鍛冶木　峻(鳥取・鳥取中央育英高)      2011

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ 鳥取

1 4 407 山崎　利洋(1) 倉吉西高 57.58
ｷｮｳﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 兵庫

2 5 3590 京田　純也(3) 但馬ＡＣ 59.01
ｳﾀﾞ ｼｮｳﾀ 兵庫

3 6 3593 宇田　翔太(1) 但馬ＡＣ 1:05.93

審 判 長：中原　利幸
記録主任：山根　賢士

9月27日 12:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例 



中学男子110mH(0.914m)

県中学記録(TCR)         14.45     遠藤　幸久(鳥取・河北中)              1983
大会記録(GR)            16.56     山増　和仁(鳥取・倉吉西中)            2012

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾆｼﾀﾆ ﾐｷ 鳥取

1 6 336 西谷　美輝(2) 河北中 19.57

審 判 長：中原　利幸
記録主任：山根　賢士

9月27日 11:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例 



小学男子100m

大会記録(GR)            12.84     米澤　尚宏(鳥取・布施TC)              2011

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-0.5) 2組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄﾐﾀ ﾊﾙﾄ 鳥取 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 鳥取

1 9 108 冨田　晴斗(4) 若葉台小 16.15 1 6 112 松井　秀憲(6) 河北ＳＳ 15.09
ﾄﾞｳﾓﾄ ﾕｳｾｲ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾂｷ 兵庫

2 7 109 堂本　侑誠(6) 河北ＳＳ 16.40 2 4 101 足立　光誠(6) 竹田J.A.C 15.64
ｵｸﾞﾗ ﾀｹｵ 鳥取 ｵｵﾀ ﾖｼｷ 兵庫

3 5 110 小椋　猛雄(6) 河北ＳＳ 16.44 3 5 103 太田　慶希(6) 竹田J.A.C 15.65
ｵｻｶ ｹﾝｽｹ 鳥取 ﾏｽﾓﾄ ﾌｳｷ 鳥取

4 6 115 尾坂　健輔(4) 河北ＳＳ 17.24 4 8 104 枡本　楓生(5) 三朝ＡＣ 15.92
ﾄﾞｳﾓﾄ ﾀｶｾ 鳥取 ｵｵｷﾞ ﾚﾝﾀ 鳥取

5 4 114 堂本　貴勢(4) 河北ＳＳ 18.72 5 3 111 大木　蓮太(6) 河北ＳＳ 16.31
ﾏｻｶﾄﾞ ﾅｵｷ 鳥取 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 兵庫

6 8 107 政門　尚樹(1) 三朝ＡＣ 19.48 6 9 102 吉田　晃喜(6) 竹田J.A.C 16.57
ｲｹﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 鳥取 ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ 鳥取

7 3 106 池田　賢悟(1) 三朝ＡＣ 20.77 7 7 113 宮本　一樹(5) 河北ＳＳ 16.61
ﾑｶｲ ﾌｳﾏ 鳥取

2 105 向井　楓真(4) 三朝ＡＣ DNS

審 判 長：中原　利幸
記録主任：山根　賢士

9月27日 09:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



 女子100m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

1組 (風:+0.2) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷﾑﾗ ﾏﾘﾅ 鳥取 ｵｸﾞﾗ ﾚｲﾅ 鳥取

1 5 335 木村　まりな(3) 河北中 14.27 1 5 241 小椋　礼菜(1) 鳥取城北高 14.34
ﾏｶﾍﾞ ｱﾕﾐ 鳥取 ﾅｶｲ ｱﾔｶ 鳥取

2 2 342 真壁　亜弓(2) 河北中 14.32 2 8 347 中井　彩香(1) 河北中 14.66
ｻｶｲ ﾘﾎ 鳥取 ｱｻﾃ ｱﾕﾐ 鳥取

3 6 339 酒井　里穂(3) 河北中 14.70 3 3 341 坂手　歩実(2) 河北中 14.99
ﾊﾏﾓﾄ ﾐｸ 鳥取 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｸ 鳥取

4 3 337 濱本　未来(3) 河北中 14.83 4 7 336 松本　実久(3) 河北中 15.16
ﾏﾙﾔﾏ ｻﾖ 鳥取 ﾜｸｼﾏ ｱｻﾐ 鳥取

5 8 350 丸山　紗代(1) 河北中 15.13 5 2 340 涌嶋　麻美(2) 河北中 15.53
ｷﾀｵ ﾏｲﾐ 鳥取 ﾏｻｷ ﾓﾓｶ 鳥取

6 4 349 北尾　舞美(1) 河北中 15.46 6 6 726 正木　桃香(1) 鳥取東中 17.70
ｷﾀｸﾞﾁ ｷｬｻﾘﾝ 鳥取 ﾆｼﾔﾏ ｴﾘ 鳥取

7 351 北口　佳彩鈴(1) 河北中 DNS 7 4 639 西山　絵理(1) 湖東中 17.84

3組 (風:0.0) 4組 (風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鳥取 ｲﾅﾀﾞ ﾓﾓｶ 鳥取

1 6 637 中村　朱里(1) 湖東中 15.59 1 3 228 稲田　百花(1) 鳥取城北高 15.38
ﾄﾀﾞ ﾅﾅｶ 鳥取 ﾀｹﾀ ｶﾘﾝ 鳥取

2 2 636 戸田　菜々香(1) 湖東中 15.71 2 4 725 竹田　夏梨(1) 鳥取東中 15.40
ﾅｶﾀﾆ ﾐｽﾞﾊ 鳥取 ﾖｼﾀﾞ ｺﾄﾐ 鳥取

3 7 524 中谷　瑞葉(2) 湖東中 16.09 3 5 500 吉田　ことみ(2) 桜ヶ丘中 15.47
ﾑﾗﾅｶ ﾘﾎ 鳥取 ｲﾜﾐ ｶﾝﾅ 鳥取

4 5 655 村中　里穂(2) 湖東中 16.13 4 7 498 岩見　かんな(2) 桜ヶ丘中 15.86
ｵｵｻｷ ｱﾝﾅ 鳥取 ﾖｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ 鳥取

5 8 530 大崎　杏那(1) 湖東中 16.16 5 2 724 由水　綾香(2) 鳥取東中 16.36
ﾔﾏﾈ ｱﾚﾝ 鳥取 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 鳥取

6 4 503 山根　亜連(2) 桜ヶ丘中 16.57 8 638 吉澤　美月(1) 湖東中 DNS
ﾏｴﾀ ｼｷ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 鳥取

7 3 640 前田　栞聖(1) 湖東中 17.02 6 525 小林　杏海(2) 湖東中 DNS

5組 (風:+0.6) 6組 (風:+1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ 鳥取 ﾊｼﾓﾄ ｱﾔﾅ 鳥取

1 6 731 山下　里奈(1) 鳥取東中 14.56 1 5 484 橋本　彩那(1) 鳥大附中 14.03
ﾐﾊﾗ ｴﾘﾅ 鳥取 ﾀﾆｶﾜ ﾎﾉｶ 鳥取

2 5 532 三原　絵利奈(1) 湖東中 14.73 2 4 346 谷川　穂果(1) 河北中 14.45
ﾔﾏﾈ ﾚｲﾅ 鳥取 ｻｶﾓﾄ ｺﾄ 鳥取

3 8 528 山根　礼奈(1) 湖東中 14.94 3 2 348 坂本　琴(1) 河北中 14.50
ﾀﾆﾓﾄ ﾏｲ 鳥取 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｻﾐ 鳥取

4 2 452 谷本　真衣(1) 鳥取南中 15.00 4 8 352 藤原　麻美(1) 河北中 14.60
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾘ 鳥取 ｲﾄｳ ﾕｲ 鳥取

5 3 608 安田　悠莉(2) 高草中 15.27 5 7 721 伊藤　祐衣(2) 鳥取東中 14.65
ﾆｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 鳥取

6 7 499 西田　あかり(2) 桜ヶ丘中 15.42 6 6 98 吉田　樹璃(1) 鳥取城北高 14.87
ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾘ 鳥取 ﾂｶﾀﾞ ｺｺﾛ 鳥取

4 205 山本　愛梨(2) 倉吉西高 DNS 7 3 502 塚田　こころ(2) 桜ヶ丘中 15.18

審 判 長：中原　利幸
記録主任：山根　賢士

9月27日 09:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



 女子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：山根　賢士

9月27日 09:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　10組

7組 (風:+0.7) 8組 (風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷﾉｼﾀ ｸﾙﾐ 鳥取 ｵｶﾑﾗ ﾚｲﾈ 鳥取

1 7 453 木下　来海(2) 鳥取南中 13.83 1 4 97 岡村　玲音(1) 鳥取城北高 13.61
ﾂﾊﾞｷ ｱﾘｻ 鳥取 ｾﾄｶﾞﾜ ｻｷ 鳥取

2 9 607 椿　愛梨沙(2) 高草中 13.96 2 9 483 瀬戸川　咲(1) 鳥大附中 13.68
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲ 鳥取 ｸﾜﾓﾄ ﾏﾅ 鳥取

3 5 103 山本　麻郁(2) 倉吉西高 14.27 3 7 343 桑本　茉奈(2) 河北中 13.75
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾎ 鳥取 ﾅｶｼﾏ ｺｲ 鳥取

4 6 332 山田　志保(3) 河北中 14.28 4 5 489 中島　恋(3) 桜ヶ丘中 13.90
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ 鳥取 ﾖｺﾔﾏ ｺﾖﾐ 鳥取

5 8 723 溝口　希美(2) 鳥取東中 14.54 5 8 504 横山　暦(1) 桜ヶ丘中 14.13
ｵｵﾀ ｼｵﾝ 鳥取 ﾔｽﾀﾞ ﾊﾅｶ 鳥取

6 4 490 大田　詩穏(3) 桜ヶ丘中 14.63 6 3 501 安田　花香(2) 桜ヶ丘中 14.21
ｱﾀﾞﾁ ﾘｷ 兵庫 ｸｻｶﾍﾞ ﾄﾓｶ 兵庫

7 3 34 足立　梨葵(2) 竹田J.A.C 14.91 7 2 3571 日下部　友香(3) 但馬ＡＣ 14.29
ﾏﾂﾀﾞ ﾜｶﾅ 鳥取 ｸﾗﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ 鳥取

2 505 松田　若菜(1) 桜ヶ丘中 DNS 6 497 倉本　晏朱(2) 桜ヶ丘中 DNS

9組 (風:+0.7) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｴﾀ ﾕﾏ 鳥取 ｱｲｵｲ ﾅﾅﾐ 鳥取

1 6 99 上田　真悠(1) 鳥取城北高 13.06 1 5 250 相生　七海(3) 三朝中 12.75
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾉ 鳥取 ｵｵﾀｶﾞｷ ﾏｲ 兵庫

2 4 91 壹村　彩乃(2) 鳥取城北高 13.20 2 6 3572 大田垣　満依 但馬ＡＣ 12.80
ｲﾉｳｴ ｶﾅ 鳥取 ﾌｸﾅｶﾞ ﾁﾋﾛ 鳥取

3 8 488 井上　佳奈(3) 桜ヶ丘中 13.24 3 4 13 福長　ちひろ(3) 鳥取商高 13.04
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 鳥取 ｷﾀｶﾞｷ ﾏﾕ 鳥取

4 2 338 山本　千尋(3) 河北中 13.30 4 2 334 北垣　真夕(3) 河北中 13.04
ﾀｹｳﾁ ﾘﾅ 鳥取 ﾄｳｶﾞﾐ ｻﾔ 鳥取

5 3 6928 竹内　里奈(4) 青山学院大 13.39 5 7 61 東上　紗耶(1) 鳥取商高 13.10
ﾌｸﾔﾏ ﾊﾙｶ 鳥取 ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 鳥取

6 7 722 福山　遥(2) 鳥取東中 13.47 6 3 254 岡﨑　汀(2) 三朝中 13.16
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｲ 兵庫 ｳﾉ ｱｶﾈ 鳥取

7 5 3546 橘　柚衣(3) 但馬ＡＣ 13.80 7 9 454 宇野　茜(3) 鳥取南中 13.22
ﾐﾀ ｶﾅｺ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾅ

9 8 三田　華菜子(2) 鳥取商高 DNS 8 1 581 足立　春菜(3) 中ノ郷中 13.45
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ 鳥取

9 8 333 坂口　詩歩(3) 河北中 13.50

凡例  DNS:欠場



 女子200m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+0.3) 2組 (風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 鳥取 ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾉ 鳥取

1 8 338 山本　千尋(3) 河北中 27.34 1 4 91 壹村　彩乃(2) 鳥取城北高 27.39
ｵｸﾞﾗ ﾚｲﾅ 鳥取 ｵｶﾑﾗ ﾚｲﾈ 鳥取

2 4 241 小椋　礼菜(1) 鳥取城北高 29.71 2 5 97 岡村　玲音(1) 鳥取城北高 27.90
ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ 鳥取 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｲ 兵庫

3 6 731 山下　里奈(1) 鳥取東中 30.24 3 7 3546 橘　柚衣(3) 但馬ＡＣ 28.47
ﾏｶﾍﾞ ｱﾕﾐ 鳥取 ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾘ 鳥取

4 3 342 真壁　亜弓(2) 河北中 30.67 4 2 205 山本　愛梨(2) 倉吉西高 30.09
ﾜｸｼﾏ ｱｻﾐ 鳥取 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

5 7 340 涌嶋　麻美(2) 河北中 31.87 5 6 723 溝口　希美(2) 鳥取東中 30.91
ﾀｹﾀ ｶﾘﾝ 鳥取 ｲﾄｳ ﾕｲ 鳥取

5 725 竹田　夏梨(1) 鳥取東中 DNS 6 3 721 伊藤　祐衣(2) 鳥取東中 31.42
ｱﾀﾞﾁ ﾘｷ 兵庫

7 8 34 足立　梨葵(2) 竹田J.A.C 31.53

3組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾀｶﾞｷ ﾏｲ 兵庫

1 5 3572 大田垣　満依 但馬ＡＣ 26.40
ｱｲｵｲ ﾅﾅﾐ 鳥取

2 4 250 相生　七海(3) 三朝中 26.73
ｳｴﾀ ﾕﾏ 鳥取

3 2 99 上田　真悠(1) 鳥取城北高 26.91
ｲﾉｳｴ ｶﾅ 鳥取

4 3 488 井上　佳奈(3) 桜ヶ丘中 27.31
ﾀｹｳﾁ ﾘﾅ 鳥取

5 6 6928 竹内　里奈(4) 青山学院大 27.47
ﾌｸﾔﾏ ﾊﾙｶ 鳥取

6 8 722 福山　遥(2) 鳥取東中 27.48
ｳﾉ ｱｶﾈ 鳥取

7 7 454 宇野　茜(3) 鳥取南中 27.76

審 判 長：中原　利幸
記録主任：山根　賢士

9月27日 11:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



 女子400m

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹｳﾁ ﾘﾅ 鳥取

1 1 6 6928 竹内　里奈(4) 青山学院大 1:00.87
ﾅｶｲ ｱﾔｶ 鳥取

2 2 3 347 中井　彩香(1) 河北中 1:10.11
ｶﾜｻｷ ﾏｺ 鳥取 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 鳥取

3 523 川崎　眞子(2) 湖東中 DNS 4 450 山口　桃佳(1) 鳥取南中 DNS
ﾊﾔｼ ｺﾄﾐ 鳥取 ﾆｼｵ ｶﾉ 鳥取

4 521 林　琴望(3) 湖東中 DNS 5 527 西尾　香乃(1) 湖東中 DNS
ﾋﾗｲ ﾕｲ 鳥取 ﾀｹｳﾁ ｱｲﾘ 鳥取

5 520 平井　優衣(3) 湖東中 DNS 7 529 武内　愛莉(1) 湖東中 DNS
ﾆｼｵ ﾕｳｶ 鳥取 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌｳｶ 鳥取

6 519 西尾　祐香(3) 湖東中 DNS 8 531 長谷川　楓花(1) 湖東中 DNS
ﾕｶﾜ ﾚﾅ 鳥取

7 526 湯川　令奈(1) 湖東中 DNS

8

審 判 長：中原　利幸
記録主任：山根　賢士

9月27日 12:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



 女子400mH(0.762m)

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｻｵ ﾏﾉ 鳥取

1 6 9 浅尾　まの(2) 鳥取商高 1:10.57
ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾘ 鳥取

5 205 山本　愛梨(2) 倉吉西高 DNS

審 判 長：中原　利幸
記録主任：山根　賢士

9月27日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



中学女子100mH(0.762m)

県中学記録(TCR)         14.40     青砥　奈々美(鳥取・境港一中)          1999
大会記録(GR)            15.87     坂口　詩歩(鳥取・河北中)              2013

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+0.1) 2組 (風:+0.3)

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

1 5 482 坂田　茉美(2) 鳥大附中 16.92 1 5 254 岡﨑　汀(2) 三朝中 15.17 GR
ｵｵﾀ ｼｵﾝ 鳥取 ｷﾉｼﾀ ｸﾙﾐ 鳥取

2 7 490 大田　詩穏(3) 桜ヶ丘中 17.58 2 8 453 木下　来海(2) 鳥取南中 16.25
ﾀﾆｶﾜ ﾎﾉｶ 鳥取 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾎ 鳥取

3 8 346 谷川　穂果(1) 河北中 18.41 3 7 332 山田　志保(3) 河北中 17.24
ｱｻﾃ ｱﾕﾐ 鳥取 ｸﾜﾓﾄ ﾏﾅ 鳥取

4 4 341 坂手　歩実(2) 河北中 18.46 4 343 桑本　茉奈(2) 河北中 DNS
ｺﾀﾞﾏ ｿﾗ 鳥取 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ 鳥取

5 6 345 児玉　大空(1) 河北中 22.29 6 333 坂口　詩歩(3) 河北中 DNS

審 判 長：中原　利幸
記録主任：山根　賢士

9月27日 10:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



小学女子100m

大会記録(GR)            13.52     本多　桃花(鳥取・上北条小)            2011

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-0.2) 2組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂﾑﾗ ｱﾐ 鳥取 ｻｶﾓﾄ ｶﾔ 鳥取

1 5 109 津村　碧美(6) 河北ＳＳ 16.89 1 5 112 坂本　かや(5) 河北ＳＳ 16.25
ﾂﾑﾗ ｼｭﾘ 鳥取 ﾖｼﾀﾞ ｶﾎ 鳥取

2 4 117 津村　朱璃(4) 河北ＳＳ 17.09 2 6 114 吉田　花帆(4) 河北ＳＳ 16.44
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 鳥取 ﾄﾞｲ ﾅﾂﾐ 鳥取

3 6 119 山口　美優(4) 河北ＳＳ 17.55 3 4 116 土井　なつみ(4) 河北ＳＳ 16.56
ｱｵﾔﾏ ｷｮｳｶ 鳥取 ｵｻｶ ｻﾄ 鳥取

4 7 110 青山　京可(6) 河北ＳＳ 17.67 4 8 106 尾坂　紗都(6) 河北ＳＳ 16.80
ｼﾐｽﾞ ｻﾔｶ 鳥取 ｸﾜﾓﾄ ﾁﾅ 鳥取

5 8 118 清水　彩花(4) 河北ＳＳ 17.72 5 7 113 桑本　茅奈(4) 河北ＳＳ 16.86
ﾐﾀﾆ ﾉｱ 鳥取 ｲｹﾀﾞ ﾏﾅｶ 鳥取

6 3 115 三谷　望天(4) 河北ＳＳ 18.45 6 3 103 池田　愛佳(4) 三朝ＡＣ 17.39

3組 (風:-2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾆｯﾀ ﾕｳﾅ 兵庫

1 4 102 新田　裕奈(6) 竹田J.A.C 14.26
ﾐﾀﾆ ﾙﾅ 鳥取

2 5 108 三谷　琉月(6) 河北ＳＳ 14.90
ﾄﾞｲ ｱｶﾘ 鳥取

3 6 107 土井　あかり(6) 河北ＳＳ 15.04
ｺｺﾞｼ ｱｲｶ 兵庫

4 3 101 小越　愛果(6) 竹田J.A.C 15.40
ﾄﾐﾀ ﾕｳｶ 鳥取

5 7 104 冨田　宥夏(5) 若葉台小 15.55
ｷﾑﾗ ﾘﾅ 鳥取

6 8 111 木村　りな(5) 河北ＳＳ 15.71
ﾏﾂｲ ﾎﾟｴﾑ 鳥取

7 2 105 松井　歩笑(6) 河北ＳＳ 15.98

審 判 長：中原　利幸
記録主任：山根　賢士

9月27日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例 


