
高校男子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         10.42     岩本　拓也(鳥取・由良育英高)          2003 9月19日 12:15 予　選
大会記録(GR)            10.79     福長　正彦(鳥取・鳥取西高)            1996 9月19日 14:35 決　勝

予　選　8組0着＋8

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 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 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 鳥　取

1 3 217 坂田　育斗(2) 鳥取育英高 10.95 q 1 6 148 村上　拓哉(2) 倉吉東高 11.39 q
ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳｷ 鳥　取 ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥　取

2 5 401 二宮　佑樹(1) 米子東高 11.58 q 2 4 81 竹本　和生(2) 境港総合高 12.07
ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭﾝ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾄ 鳥　取

3 6 53 石飛　駿(2) 境高 11.97 3 5 272 田中　秀登(2) 米子北斗高 12.46
ｲｼｲ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取 ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳﾀ 鳥　取

4 8 41 石井　峻介(2) 鳥取商高 12.26 4 8 94 二宮　優太(1) 米子北高 12.58
ﾔｻﾞﾏ ｶｲ 鳥　取 ｳﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取

5 7 90 矢間　快(2) 倉吉西高 12.52 5 3 108 浦田　亮祐(2) 岩美高 12.77
ｱｺﾞｳ ﾕｳﾀ 鳥　取 ｵｸﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 鳥　取

6 2 455 吾郷　優大(1) 米子西高 12.90 6 2 468 奥山　雅俊(1) 青谷高 13.11
ﾏｴﾀ ｼﾝｻｸ 鳥　取 ﾕﾀﾆ ﾕｳｻｸ 鳥　取

OP 4 346 前田　真作(3) 鳥取西高 10.98 7 371 湯谷　祐作(1) 鳥取工高 DNS

3組 (風:-0.1) 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
ﾀﾆﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ 鳥　取 ﾊﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 鳥　取

1 6 66 谷本　恵太郎(2) 米子東高 11.46 q 1 3 96 浜本　康平(1) 鳥取商高 11.60
ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 鳥　取 ｲﾜﾑﾗ ﾏｻｷ 鳥　取

2 3 190 林　佑亮(2) 鳥取育英高 11.58 q 2 4 313 岩村　真希(1) 境高 11.92
ﾋﾗｵ ﾅｵｷ 鳥　取 ﾂﾁｴ ﾖｼﾀｶ 鳥　取

3 4 241 平尾　尚稀(2) 八頭高 12.18 3 6 353 土江　由高(2) 鳥取西高 11.96
ｵｶ ﾚｵ 鳥　取 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 鳥　取

4 2 259 岡　怜央(1) 倉吉総産高 12.23 4 5 160 清水　一生(1) 倉吉東高 12.25
ｸﾆﾉ ﾘｮｳｷ 鳥　取 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓｷ 鳥　取

5 1 220 國野　稜貴(2) 日野高 12.26 5 1 268 秋山　友輝(1) 倉吉総産高 12.57
ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ 鳥　取 ﾎﾘｵ ｿｳﾀ 鳥　取

6 5 337 井上　智博(2) 鳥取工高 12.31 6 2 404 堀尾　壮汰(1) 米子工高 12.60
ｸﾗﾏｽ ﾘｮｳ 鳥　取 ﾀｶﾂｶ ｲﾌﾞｷ 鳥　取

7 7 360 藏増　諒(1) 米子高専 12.85 7 8 446 髙塚　息吹(2) 日野高 12.71
ｻｶﾞﾜ ﾀﾂﾋｺ 鳥　取 ｷﾑﾗ ｹｲﾀ 鳥　取

8 8 452 佐川　竜彦(1) 米子西高 12.88 8 7 429 木村　恵大(1) 境港総合高 13.42

5組 (風:-1.4) 6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
ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ 鳥　取 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 鳥　取

1 5 194 塩川　圭吾(2) 鳥取育英高 11.40 q 1 6 332 中嶋　一貴(2) 鳥取工高 11.47 q
ﾋﾗｵ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取 ｲﾄｳ ﾑﾂｷ 鳥　取

2 3 302 平尾　希望(2) 鳥取城北高 11.71 2 3 172 伊藤　睦希(2) 鳥取東高 11.53 q
ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 鳥　取 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 鳥　取

3 6 385 金澤　一毅(1) 鳥取東高 12.31 3 4 273 中村　大輔(1) 米子北斗高 11.95
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 鳥　取 ﾑﾗﾀ ﾖﾘｱｷ 鳥　取

4 4 239 竹内　湧貴(2) 八頭高 12.97 4 2 376 村田　賴昭(1) 鳥取西高 12.24
ｸｻｶﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 鳥　取 ｳｴｼﾞﾏ ｺﾀﾛｳ 鳥　取

5 7 271 日下部　翔一(2) 米子北斗高 13.22 5 5 326 植嶋　児太朗(2) 鳥取湖陵高 12.31
ﾌｸｲ ﾀﾞｲｽｹ 鳥　取 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 鳥　取

6 2 464 福井　大輔(1) 米子高専 14.69 6 7 79 清水　勇介(2) 境港総合高 12.34
ｵｵﾉ ﾁｶｼ 鳥　取 ﾐｽﾞｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取

8 445 大野　智可志(1) 日野高 DNS 7 8 415 水川　笙吾(1) 岩美高 12.40
ﾀﾅｶ ｶｶﾞﾘ 鳥　取

8 1 465 田中　夏伽利(1) 米子工高 12.57

凡例  DNS:欠場



高校男子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         10.42     岩本　拓也(鳥取・由良育英高)          2003 9月19日 12:15 予　選
大会記録(GR)            10.79     福長　正彦(鳥取・鳥取西高)            1996 9月19日 14:35 決　勝

予　選　8組0着＋8

7組 (風:-0.1) 8組 (風:-1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取 ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾑ 鳥　取

1 3 296 藤原　大輝(1) 鳥取城北高 11.28 q 1 5 349 伊藤　臨(2) 鳥取西高 11.58 q
ｲｸﾀ ﾏｻｷ 鳥　取 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取

2 4 34 生田　将己(2) 米子西高 11.77 2 3 292 米澤　尚宏(1) 鳥取城北高 11.64
ﾌｸｷ ｹﾝﾄ 鳥　取 ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀ 鳥　取

3 5 164 福木　健人(1) 倉吉東高 11.78 3 6 167 竹内　翔太(2) 鳥取東高 11.90
ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾄ 鳥　取 ｱｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取

4 8 437 中嶋　勇人(1) 八頭高 12.12 4 4 361 芦田　将吾(1) 米子高専 12.07
ﾌﾀｺﾞｲｼ ｿｳ 鳥　取 ﾓﾄｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ 鳥　取

5 6 402 二子石　想(1) 米子東高 12.26 5 7 448 本泉　侑真(1) 倉吉西高 12.35
ｻｴｷｶﾞｸﾄ 鳥　取 ﾐﾅﾐ ﾕｳﾄ 鳥　取

6 7 451 佐伯　楽斗(1) 倉吉北高 13.13 6 8 407 南　裕人(2) 米子工高 12.74
ﾓﾘﾓﾄ ｾｲﾔ 鳥　取 ﾃﾗｵｶ ﾋﾛｱｷ 鳥　取

1 366 森本　聖也(2) 鳥取敬愛高 DNS 7 2 393 寺岡　宏晃(1) 鳥取商高 12.88
ﾂﾑﾗ ﾏﾅﾄ 鳥　取

2 265 津村　愛斗(1) 倉吉総産高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         10.42     岩本　拓也(鳥取・由良育英高)          2003 9月19日 12:15 予　選
大会記録(GR)            10.79     福長　正彦(鳥取・鳥取西高)            1996 9月19日 14:35 決　勝

決　勝　

(風:-1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥　取

1 4 217 坂田　育斗(2) 鳥取育英高 11.07
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

2 6 296 藤原　大輝(1) 鳥取城北高 11.49
ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ 鳥　取

3 3 194 塩川　圭吾(2) 鳥取育英高 11.50
ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 鳥　取

4 7 332 中嶋　一貴(2) 鳥取工高 11.69
ｲﾄｳ ﾑﾂｷ 鳥　取

5 2 172 伊藤　睦希(2) 鳥取東高 11.80
ﾀﾆﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ 鳥　取

6 8 66 谷本　恵太郎(2) 米子東高 11.81
ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳｷ 鳥　取

7 1 401 二宮　佑樹(1) 米子東高 11.87
ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 鳥　取

8 5 148 村上　拓哉(2) 倉吉東高 12.03



高校男子200m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         21.28     木寺　清一(鳥取・由良育英高)          1985 9月20日 11:20 予　選
大会記録(GR)            21.91     福長　正彦(鳥取・鳥取西高)            1996 9月20日 13:45 決　勝

予　選　7組0着＋8

1組 (風:-0.2) 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
ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀ 鳥　取 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 鳥　取

1 4 167 竹内　翔太(2) 鳥取東高 24.04 1 5 332 中嶋　一貴(2) 鳥取工高 23.14 q
ｱｵﾄ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 鳥　取 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

2 5 142 青戸　淳之介(2) 米子高専 24.19 2 3 296 藤原　大輝(1) 鳥取城北高 23.20 q
ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ 鳥　取 ﾀﾆﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ 鳥　取

3 3 396 森本　尚基(1) 米子東高 24.22 3 4 66 谷本　恵太郎(2) 米子東高 23.68
ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｽｹ 鳥　取 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 鳥　取

4 6 25 板垣　功輔(2) 米子西高 24.23 4 8 273 中村　大輔(1) 米子北斗高 24.54
ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｷﾖｼ 鳥　取 ｻﾅｴ ﾀｸﾔ 鳥　取

5 7 438 萩原　彰省(1) 八頭高 25.41 5 6 368 早苗　拓哉(1) 倉吉東高 24.64
ﾀｶﾂｶ ｲﾌﾞｷ 鳥　取 ﾅｶﾞﾀ ｲｯｷ 鳥　取

6 1 446 髙塚　息吹(2) 日野高 25.67 6 7 449 永田　一輝(1) 倉吉西高 24.66
ｷﾑﾗ ｹｲﾀ 鳥　取 ｲﾏﾆｼﾋﾛﾅﾘ 鳥　取

7 8 429 木村　恵大(1) 境港総合高 27.14 7 1 102 今西　弘成(1) 倉吉北高 25.63
ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾄ 鳥　取 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾃﾙ 鳥　取

2 272 田中　秀登(2) 米子北斗高 DNS 8 2 258 藤田　保輝(1) 倉吉総産高 26.22

3組 (風:-0.2) 4組 (風:-3.2)

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
ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ 鳥　取 ｲｼｲ ﾄﾓﾔ 鳥　取

1 3 194 塩川　圭吾(2) 鳥取育英高 23.27 q 1 6 152 石井　智也(1) 倉吉東高 23.50
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取 ｷﾇﾐ ﾙｲ 鳥　取

2 4 292 米澤　尚宏(1) 鳥取城北高 23.31 q 2 4 238 絹見　流生(2) 八頭高 24.28
ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 鳥　取 ｷﾀｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ 鳥　取

3 5 440 岡本　直也(1) 米子高専 23.81 3 3 223 北崎　虎雅(2) 日野高 24.61
ﾀｶｶﾞｷ ｼｭﾝﾔ 鳥　取 ﾓﾄｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ 鳥　取

4 6 413 高垣　駿弥(2) 岩美高 24.45 4 8 448 本泉　侑真(1) 倉吉西高 25.39
ｸﾆﾉ ﾘｮｳｷ 鳥　取 ｸｻｶﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 鳥　取

5 8 220 國野　稜貴(2) 日野高 25.17 5 7 271 日下部　翔一(2) 米子北斗高 27.27
ｱｻｲ ﾘｵｳ 鳥　取 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 鳥　取

6 1 436 淺井　理央(1) 八頭高 25.33 6 2 261 山田　裕人(1) 倉吉総産高 27.46
ｻｴｷｶﾞｸﾄ 鳥　取 ｱｵﾄ ｼｮｳﾀ 鳥　取

7 7 451 佐伯　楽斗(1) 倉吉北高 26.82 1 372 青戸　翔大(1) 鳥取湖陵高 DNS
ﾀﾅｶ ｶｶﾞﾘ 鳥　取 ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取

2 465 田中　夏伽利(1) 米子工高 DNS 5 40 住谷　俊亮(2) 鳥取商高 DNS

5組 (風:-0.7) 6組 (風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥　取 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 鳥　取

1 6 217 坂田　育斗(2) 鳥取育英高 22.39 q 1 3 148 村上　拓哉(2) 倉吉東高 22.98 q
ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳｷ 鳥　取 ﾂﾁｴ ﾖｼﾀｶ 鳥　取

2 4 401 二宮　佑樹(1) 米子東高 23.33 q 2 4 353 土江　由高(2) 鳥取西高 23.81
ｲｸﾀ ﾏｻｷ 鳥　取 ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭﾝ 鳥　取

3 5 34 生田　将己(2) 米子西高 23.50 3 6 53 石飛　駿(2) 境高 24.00
ﾊﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 鳥　取 ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥　取

4 2 96 浜本　康平(1) 鳥取商高 23.92 4 5 81 竹本　和生(2) 境港総合高 24.44
ｲﾜﾑﾗ ﾏｻｷ 鳥　取 ｸﾜﾓﾄｿｳﾀﾞｲ 鳥　取

5 3 313 岩村　真希(1) 境高 24.24 5 2 100 鍬本　聡大(1) 倉吉北高 24.75
ﾐｽﾞｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取 ｱｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取

6 8 415 水川　笙吾(1) 岩美高 25.20 6 8 361 芦田　将吾(1) 米子高専 25.08
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 鳥　取 ﾕﾀﾆ ﾕｳｻｸ 鳥　取

7 7 375 山本　和寛(1) 鳥取西高 25.94 7 7 371 湯谷　祐作(1) 鳥取工高 26.93
ﾀｶﾏﾂ ｼｭﾝ 鳥　取

1 263 高松　駿(1) 倉吉総産高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子200m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         21.28     木寺　清一(鳥取・由良育英高)          1985 9月20日 11:20 予　選
大会記録(GR)            21.91     福長　正彦(鳥取・鳥取西高)            1996 9月20日 13:45 決　勝

予　選　7組0着＋8

7組 (風:-1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾋｶﾞｼｵｶ ﾕｳｷ 鳥　取

1 5 309 東岡　晃生(1) 鳥取城北高 22.90 q
ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾑ 鳥　取

2 3 349 伊藤　臨(2) 鳥取西高 23.42
ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ 鳥　取

3 4 116 山田　洋輔(1) 境高 23.47
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 鳥　取

4 2 212 中村　航大(1) 鳥取育英高 23.86
ｲｼｲ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取

5 6 41 石井　峻介(2) 鳥取商高 24.23
ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳﾀ 鳥　取

6 8 94 二宮　優太(1) 米子北高 25.48
ｻｶﾞﾜ ﾀﾂﾋｺ 鳥　取

7 7 452 佐川　竜彦(1) 米子西高 26.40
ｵｸﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 鳥　取

1 468 奥山　雅俊(1) 青谷高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子200m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         21.28     木寺　清一(鳥取・由良育英高)          1985 9月20日 11:20 予　選
大会記録(GR)            21.91     福長　正彦(鳥取・鳥取西高)            1996 9月20日 13:45 決　勝

決　勝　

(風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥　取

1 3 217 坂田　育斗(2) 鳥取育英高 21.76 GR
ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 鳥　取

2 6 148 村上　拓哉(2) 倉吉東高 22.39
ﾋｶﾞｼｵｶ ﾕｳｷ 鳥　取

3 5 309 東岡　晃生(1) 鳥取城北高 22.62
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

4 7 296 藤原　大輝(1) 鳥取城北高 22.74
ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ 鳥　取

5 8 194 塩川　圭吾(2) 鳥取育英高 22.84
ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 鳥　取

6 4 332 中嶋　一貴(2) 鳥取工高 22.98
ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳｷ 鳥　取

7 2 401 二宮　佑樹(1) 米子東高 23.02
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取

8 1 292 米澤　尚宏(1) 鳥取城北高 23.23

凡例  GR:大会記録



高校男子400m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         47.71     岸田　健太郎(鳥取・鳥取城北高)        2012 9月18日 12:20 予　選
大会記録(GR)            49.18     住谷　俊亮(鳥取・鳥取商高)            2014 9月18日 14:05 決　勝

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

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ 鳥　取 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 鳥　取

1 3 116 山田　洋輔(1) 境高 52.56 q 1 6 332 中嶋　一貴(2) 鳥取工高 52.44 q
ｷﾀｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ 鳥　取 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 鳥　取

2 4 223 北崎　虎雅(2) 日野高 53.45 2 4 236 河上　昌宏(2) 八頭高 52.52 q
ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｽｹ 鳥　取 ｲｼｲ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取

3 7 25 板垣　功輔(2) 米子西高 54.47 3 7 41 石井　峻介(2) 鳥取商高 53.39
ﾖﾈﾀﾞ ﾀｹｼ 鳥　取 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾞｸ 鳥　取

4 6 165 米田　丘司(1) 倉吉東高 57.43 4 3 215 松本　岳(2) 鳥取育英高 54.67
ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ 鳥　取 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｭﾝ 鳥　取

5 8 359 高橋　直也(1) 米子高専 1:00.40 5 5 150 杉山　駿(1) 倉吉東高 54.94
ｲﾏﾖｼ ﾀｶﾄ 鳥　取 ﾌﾀｺﾞｲｼ ｿｳ 鳥　取

6 2 318 今吉　崇登(1) 米子北斗高 1:04.99 6 2 402 二子石　想(1) 米子東高 55.20
ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取 ﾔｻﾞﾏ ｶｲ 鳥　取

5 40 住谷　俊亮(2) 鳥取商高 DNS 7 8 90 矢間　快(2) 倉吉西高 56.31
ﾓﾘﾓﾄ ｾｲﾔ 鳥　取

1 366 森本　聖也(2) 鳥取敬愛高 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

ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 鳥　取 ｷﾆｼﾀ ﾕｳｷ 鳥　取

1 5 68 吉村　和真(2) 米子東高 52.03 q 1 3 350 木下　祐貴(2) 鳥取西高 52.44 q
ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｹﾙ 鳥　取 ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭﾝ 鳥　取

2 4 95 谷口　飛翔(1) 鳥取商高 52.89 2 6 53 石飛　駿(2) 境高 52.57 q
ｱｵﾄ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 鳥　取 ｺｲｽﾞﾐ ｶｹﾙ 鳥　取

3 3 142 青戸　淳之介(2) 米子高専 53.47 3 4 294 小泉　健(1) 鳥取城北高 52.58
ﾊｷﾞﾊﾗ ｼｭﾝ 鳥　取 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 鳥　取

4 8 320 萩原　舜(2) 鳥取湖陵高 54.46 4 8 440 岡本　直也(1) 米子高専 53.61
ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾏ 鳥　取

5 6 342 松本　省吾(2) 鳥取西高 55.84 5 5 251 中村　優真(1) 八頭高 54.46
ﾖﾄｳ ｶﾝﾀ 鳥　取 ｵｶ ﾚｵ 鳥　取

6 7 312 世登　寛大(1) 鳥取城北高 57.39 6 2 259 岡　怜央(1) 倉吉総産高 55.88
ｻｴｷｶﾞｸﾄ 鳥　取 ﾋﾛｴ ﾘｮｳ 鳥　取

7 2 451 佐伯　楽斗(1) 倉吉北高 1:05.03 7 7 77 廣江　嶺(2) 米子東高 57.01
ｱｺﾞｳ ﾕｳﾀ 鳥　取

8 1 455 吾郷　優大(1) 米子西高 1:01.01

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲｸﾀ ﾏｻｷ 鳥　取

1 1 34 生田　将己(2) 米子西高 52.35 q
ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取

2 5 193 岩本　恭平(2) 鳥取育英高 52.51 q
ｻﾅｴ ﾀｸﾔ 鳥　取

3 4 368 早苗　拓哉(1) 倉吉東高 54.51
ﾅｶﾞﾀ ｲｯｷ 鳥　取

4 7 449 永田　一輝(1) 倉吉西高 54.99
ﾀｶｶﾞｷ ｼｭﾝﾔ 鳥　取

5 6 413 高垣　駿弥(2) 岩美高 55.18
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 鳥　取

6 8 378 山本　明大(1) 鳥取西高 56.11
ｺﾑﾗ ﾕｳｽｹ 鳥　取

7 2 390 小村　優介(1) 八頭高 58.84
ﾌｸﾀ ｺｳﾀ 鳥　取

3 314 福田　昴大(1) 鳥取城北高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子400m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         47.71     岸田　健太郎(鳥取・鳥取城北高)        2012 9月18日 12:20 予　選
大会記録(GR)            49.18     住谷　俊亮(鳥取・鳥取商高)            2014 9月18日 14:05 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 鳥　取

1 3 68 吉村　和真(2) 米子東高 51.32
ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取

2 7 193 岩本　恭平(2) 鳥取育英高 51.38
ｲｸﾀ ﾏｻｷ 鳥　取

3 6 34 生田　将己(2) 米子西高 51.95
ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 鳥　取

4 8 236 河上　昌宏(2) 八頭高 52.57
ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ 鳥　取

5 1 116 山田　洋輔(1) 境高 52.69
ｷﾆｼﾀ ﾕｳｷ 鳥　取

6 4 350 木下　祐貴(2) 鳥取西高 52.82
ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭﾝ 鳥　取

7 2 53 石飛　駿(2) 境高 52.90
ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 鳥　取

8 5 332 中嶋　一貴(2) 鳥取工高 53.09



高校男子800m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         1:50.92   田子　康宏(鳥取・由良育英高)          2000 9月19日 13:45 予　選

大会記録(GR)            1:55.64   有田　正寿(鳥取・八頭高)              1998 9月20日 12:25 決　勝

予　選　6組0着＋8

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

ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥　取 ﾊｼｵｶ ｹﾝｽｹ 鳥　取

1 2 76 石田　健太郎(2) 米子東高 2:04.31 q 1 3 33 橋岡　賢典(2) 米子西高 2:04.11 q
ｵｶﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 鳥　取 ﾓﾘﾀ ﾋｶﾙ 鳥　取

2 5 125 岡部　大樹(2) 倉吉西高 2:08.55 2 8 254 森田　光(1) 八頭高 2:04.38 q
ﾌｼﾞﾊﾗ ｳｷｮｳ 鳥　取 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｭﾝ 鳥　取

3 3 221 藤原　有恭(2) 日野高 2:24.52 3 6 150 杉山　駿(1) 倉吉東高 2:05.86 q
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 鳥　取 ｶﾄｳ ｼｭﾝ 鳥　取

4 4 375 山本　和寛(1) 鳥取西高 2:24.92 4 4 89 加藤　俊(2) 倉吉西高 2:07.82
ﾅｶｼﾏ ﾊﾙﾀｶ 鳥　取 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳ 鳥　取

5 8 417 中島　玄貴(1) 岩美高 2:41.95 5 5 441 藤元　悠(1) 米子高専 2:16.20
ﾏﾂｵ ﾐﾋﾛ 鳥　取 ｾｲﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 鳥　取

6 82 松尾　海洋(2) 境港総合高 DNS 6 7 411 清山　龍太郎(1) 米子高 2:29.14
ｲﾄｳ ｶｲ 鳥　取

7 252 伊藤　快(1) 八頭高 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

ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 鳥　取 ﾅｶﾄﾞｲ ﾕｳｷ 鳥　取

1 7 147 山崎　隼太郎(2) 倉吉東高 2:05.29 q 1 7 278 中土居　侑己(2) 鳥取城北高 2:04.52 q
ﾔﾏﾈ ﾃﾂﾛｳ 鳥　取 ﾅﾆﾜ ﾋﾛﾑ 鳥　取

2 3 316 山根　鉄朗(1) 鳥取城北高 2:07.99 2 3 149 浪花　大夢(1) 倉吉東高 2:06.41
ｲｹｼﾏ ｼﾘｭｳ 鳥　取 ﾂﾉﾀﾞ ﾅｵｷ 鳥　取

3 5 421 池嶋　志隆(1) 米子東高 2:11.30 3 5 78 角田　直紀(2) 米子東高 2:10.64
ﾖｼﾓﾁ ﾏﾋﾛ 鳥　取 ﾋﾗｲ ﾊﾙｷ 鳥　取

4 4 357 吉持　眞洸(1) 米子高専 2:18.83 4 4 109 平井　晴己(2) 岩美高 2:13.29
ｸﾛﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 鳥　取 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 鳥　取

5 6 426 黒田　晋之介(1) 鳥取工高 2:19.08 5 6 369 山本　将大(1) 鳥取工高 2:19.55
ｳﾗﾊﾏ ﾕｳｶﾞ 鳥　取 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 鳥　取

6 8 112 浦濵　勇雅(2) 岩美高 2:41.32 6 2 382 中林　廉(1) 鳥取東高 2:21.42
ｷﾑﾗ ﾀｲｾｲ 鳥　取

7 8 83 木村　太星(2) 境港総合高 2:36.38

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

ﾖｼﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 鳥　取 ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 鳥　取

1 6 256 吉田　寛治(1) 八頭高 2:02.59 q 1 7 303 德田　大祐(2) 鳥取城北高 2:01.37 q
ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾔ 鳥　取 ﾊｷﾞﾊﾗ ｼｭﾝ 鳥　取

2 3 377 松本　朋也(1) 鳥取西高 2:10.16 2 4 320 萩原　舜(2) 鳥取湖陵高 2:11.95
ﾐﾔｲｼ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取 ﾋﾃﾞｼﾏ ﾕｳﾄ 鳥　取

3 8 387 宮石　遼祐(1) 鳥取東高 2:15.32 3 8 115 秀島　脩人(1) 境高 2:30.84
ｻﾄｳ ｶﾞｸ 鳥　取 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 鳥　取

4 2 458 佐藤　楽玖(1) 米子工高 2:20.83 4 6 408 保田　優大(1) 米子工高 2:33.19
ｵｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 鳥　取

5 5 138 岡村　康平(2) 米子高専 2:21.32 2 85 田仲　祐人(2) 境港総合高 DNS
ﾁﾊﾞ ﾕｳｽｹ 鳥　取 ｽﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取

6 7 457 千葉　祐輔(1) 米子西高 2:48.43 3 40 住谷　俊亮(2) 鳥取商高 DNS
ｲﾏﾖｼ ﾀｶﾄ 鳥　取 ｺｵﾘ ｶﾂﾎ 鳥　取

4 318 今吉　崇登(1) 米子北斗高 DNS 5 32 郡　健帆(2) 米子西高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子800m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         1:50.92   田子　康宏(鳥取・由良育英高)          2000 9月19日 13:45 予　選
大会記録(GR)            1:55.64   有田　正寿(鳥取・八頭高)              1998 9月20日 12:25 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 鳥　取

1 6 303 德田　大祐(2) 鳥取城北高 2:01.26
ﾖｼﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 鳥　取

2 3 256 吉田　寛治(1) 八頭高 2:02.31
ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 鳥　取

3 1 147 山崎　隼太郎(2) 倉吉東高 2:03.62
ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥　取

4 4 76 石田　健太郎(2) 米子東高 2:03.74
ﾊｼｵｶ ｹﾝｽｹ 鳥　取

5 5 33 橋岡　賢典(2) 米子西高 2:04.20
ﾅｶﾄﾞｲ ﾕｳｷ 鳥　取

6 8 278 中土居　侑己(2) 鳥取城北高 2:04.31
ｽｷﾞﾔﾏ ｼｭﾝ 鳥　取

7 2 150 杉山　駿(1) 倉吉東高 2:07.71
ﾓﾘﾀ ﾋｶﾙ 鳥　取

8 7 254 森田　光(1) 八頭高 2:08.78

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝



高校男子1500m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         3:47.4    田子　康宏(鳥取・由良育英高)          2001 9月18日 11:45 予　選

大会記録(GR)            3:53.00   田子　康宏(鳥取・由良育英高)          2000 9月18日 14:40 決　勝

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

ﾆｼﾀﾞ ﾄｳｲ 鳥　取 ﾆｼﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

1 15 156 西田　到生(2) 倉吉東高 4:18.01 Q 1 4 317 西原　大貴(1) 鳥取城北高 4:24.61 Q
ﾊｼｵｶ ｹﾝｽｹ 鳥　取 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾔ 鳥　取

2 8 33 橋岡　賢典(2) 米子西高 4:18.84 Q 2 7 377 松本　朋也(1) 鳥取西高 4:26.74 Q
ｵｸﾓﾄ ﾕｳｷ 鳥　取 ﾜﾀﾍﾞ ﾄﾓﾔ 鳥　取

3 2 381 奥本　裕貴(1) 鳥取西高 4:19.11 Q 3 10 35 綿邉　智哉(2) 米子西高 4:27.74 Q
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ 鳥　取 ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 鳥　取

4 11 42 岡田　光平(2) 鳥取商高 4:19.77 Q 4 8 147 山崎　隼太郎(2) 倉吉東高 4:29.19 Q
ﾔﾏﾈ ﾃﾂﾛｳ 鳥　取 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 鳥　取

5 13 316 山根　鉄朗(1) 鳥取城北高 4:21.63 q 5 11 255 山本　裕己(1) 八頭高 4:30.45
ﾊｼﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ 鳥　取 ﾏﾂｵ ﾐﾋﾛ 鳥　取

6 4 10 橋谷　柊平(1) 米子松蔭高 4:24.32 q 6 5 82 松尾　海洋(2) 境港総合高 4:30.59
ｾﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 鳥　取 ﾉﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 鳥　取

7 5 75 仙田　和也(2) 米子東高 4:24.74 q 7 6 65 野本　周平(2) 米子東高 4:33.75
ｶｹﾞｲ ﾄﾓﾔ 鳥　取 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｷﾉﾘ 鳥　取

8 6 169 影井　友哉(2) 鳥取東高 4:29.18 8 9 171 西澤　幸則(2) 鳥取東高 4:33.77
ﾅｶﾔﾏ ｶｲﾄ 鳥　取 ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓﾋﾄ 鳥　取

9 16 439 中山　魁仁(1) 八頭高 4:31.14 9 2 416 中谷　知仁(1) 岩美高 4:40.93
ｵｶｻｶ ｺｳｷ 鳥　取 ｵｵｼﾀ ﾎｸ 鳥　取

10 1 136 岡坂　幸樹(2) 米子高専 4:45.84 10 1 443 大下　帆空(1) 米子高専 4:53.49
ﾋﾃﾞｼﾏ ﾕｳﾄ 鳥　取 ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取

11 10 115 秀島　脩人(1) 境高 5:00.54 11 15 472 南　龍成(1) 倉吉農高 5:11.94
ｾｲﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 鳥　取 ﾂｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 鳥　取

12 14 411 清山　龍太郎(1) 米子高 5:04.52 12 12 373 佃　祐亮(1) 鳥取湖陵高 5:18.12
ｳﾗﾊﾏ ﾕｳｶﾞ 鳥　取 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 鳥　取

13 3 112 浦濵　勇雅(2) 岩美高 5:12.56 13 3 222 田邊　真矢(2) 日野高 5:31.19
ｶﾝﾊﾞ ｶｽﾞｷ 鳥　取 ｻﾄｳ ｶﾞｸ 鳥　取

7 432 神庭　一樹(1) 境港総合高 DNS 13 458 佐藤　楽玖(1) 米子工高 DNS
ﾓﾘﾓﾄ ｾｲﾔ 鳥　取 ﾀﾆﾉ ﾏｻﾄ 鳥　取

9 366 森本　聖也(2) 鳥取敬愛高 DNS 14 9 谷野　将人(1) 米子松蔭高 DNS
ﾀｺﾞ ﾕｳｷ 鳥　取

12 257 田子　祐生(1) 倉吉総産高 DNS

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 鳥　取

1 8 303 德田　大祐(2) 鳥取城北高 4:18.79 Q
ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ 鳥　取

2 6 4 永井　勇輝(2) 米子松蔭高 4:20.78 Q
ﾅﾆﾜ ﾋﾛﾑ 鳥　取

3 3 149 浪花　大夢(1) 倉吉東高 4:22.06 Q
ｶﾄｳ ｼｭﾝ 鳥　取

4 14 89 加藤　俊(2) 倉吉西高 4:22.55 Q
ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｽｹ 鳥　取

5 4 250 盛本　佑介(2) 八頭高 4:24.18 q
ｽﾞｼ ﾕｳｽｹ 鳥　取

6 12 386 厨子　祐介(1) 鳥取東高 4:25.40 q
ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 鳥　取

7 9 351 田中　庸介(2) 鳥取西高 4:26.61 q
ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取

8 5 358 永田　崇弘(1) 米子高専 4:33.04
ｷﾀｳﾗ ﾏｻﾀｶ 鳥　取

9 11 427 北浦　雅貴(1) 米子東高 4:35.79
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｽｹ 鳥　取

10 7 454 松原　太翼(1) 米子西高 4:44.14
ﾅｶﾑﾗ ｶﾝｴｲ 鳥　取

11 2 370 中村　神栄(1) 鳥取工高 4:46.81
ﾌｼﾞﾊﾗ ｳｷｮｳ 鳥　取

12 13 221 藤原　有恭(2) 日野高 5:02.45
ﾅｶｼﾏ ﾊﾙﾀｶ 鳥　取

13 1 417 中島　玄貴(1) 岩美高 5:36.15
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 鳥　取

10 408 保田　優大(1) 米子工高 DNS
ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 鳥　取

15 85 田仲　祐人(2) 境港総合高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子1500m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         3:47.4    田子　康宏(鳥取・由良育英高)          2001 9月18日 11:45 予　選
大会記録(GR)            3:53.00   田子　康宏(鳥取・由良育英高)          2000 9月18日 14:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 鳥　取

1 2 303 德田　大祐(2) 鳥取城北高 4:06.38
ﾆｼﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

2 5 317 西原　大貴(1) 鳥取城北高 4:13.62
ｵｸﾓﾄ ﾕｳｷ 鳥　取

3 11 381 奥本　裕貴(1) 鳥取西高 4:13.92
ﾆｼﾀﾞ ﾄｳｲ 鳥　取

4 12 156 西田　到生(2) 倉吉東高 4:14.68
ﾔﾏﾈ ﾃﾂﾛｳ 鳥　取

5 9 316 山根　鉄朗(1) 鳥取城北高 4:18.28
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ 鳥　取

6 15 42 岡田　光平(2) 鳥取商高 4:18.92
ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 鳥　取

7 18 147 山崎　隼太郎(2) 倉吉東高 4:19.17
ｶﾄｳ ｼｭﾝ 鳥　取

8 4 89 加藤　俊(2) 倉吉西高 4:19.39
ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ 鳥　取

9 16 4 永井　勇輝(2) 米子松蔭高 4:19.85
ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 鳥　取

10 14 351 田中　庸介(2) 鳥取西高 4:20.53
ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾔ 鳥　取

11 8 377 松本　朋也(1) 鳥取西高 4:25.46
ｽﾞｼ ﾕｳｽｹ 鳥　取

12 7 386 厨子　祐介(1) 鳥取東高 4:25.73
ﾅﾆﾜ ﾋﾛﾑ 鳥　取

13 3 149 浪花　大夢(1) 倉吉東高 4:27.37
ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｽｹ 鳥　取

14 6 250 盛本　佑介(2) 八頭高 4:27.59
ｾﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 鳥　取

15 13 75 仙田　和也(2) 米子東高 4:29.52
ﾊｼﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ 鳥　取

16 1 10 橋谷　柊平(1) 米子松蔭高 4:32.54
ﾊｼｵｶ ｹﾝｽｹ 鳥　取

17 10 33 橋岡　賢典(2) 米子西高 4:32.98
ﾜﾀﾍﾞ ﾄﾓﾔ 鳥　取

18 17 35 綿邉　智哉(2) 米子西高 4:36.19

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝



高校男子5000m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         14:02.08  加藤　一機(鳥取・米子松蔭高)          2002

大会記録(GR)            14:34.94  岡本　直巳(鳥取・由良育英高)          2001 9月19日 15:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽｷﾞﾑﾗ ｿｳﾔ 鳥　取 ｵｶﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

1 14 246 杉村　宗哉(2) 八頭高 15:04.36 31 27 125 岡部　大樹(2) 倉吉西高 17:58.59
ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｺﾞ 鳥　取 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳ 鳥　取

2 6 6 本田　圭吾(2) 米子松蔭高 15:06.92 32 17 119 坂本　涼(2) 倉吉総産高 18:10.32
ｳｽｲ ｹﾝﾀ 鳥　取 ﾏﾂｵ ﾕｳﾉｽｹ 鳥　取

3 3 285 臼井　健太(2) 鳥取城北高 15:10.96 33 16 140 松尾　雄之介(2) 米子高専 18:12.83
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 鳥　取 ｸﾜﾓﾄ ｺｳﾔ 鳥　取

4 2 73 福田　悠一(2) 米子東高 15:13.78 34 37 70 桑本　滉也(2) 米子東高 18:14.02
ﾅﾝｺﾞ ｶｲﾘ 鳥　取 ﾋﾀﾞ ﾊﾔﾄ 鳥　取

5 28 311 南後　海里(1) 鳥取城北高 15:18.67 35 7 433 比田　羽矢登(1) 境港総合高 18:15.06
ｵｵﾓﾘ ﾀｲﾗ 鳥　取 ﾜﾀﾞ ﾄﾗﾉｼﾝ 鳥　取

6 19 277 大森　太楽(2) 鳥取城北高 15:20.35 36 30 137 和田　虎之慎(2) 米子高専 18:15.82
ﾔｽﾓﾄ ｹﾞﾝｺﾞ 鳥　取 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾔ 鳥　取

7 1 355 安本　元虎(2) 鳥取西高 15:23.90 37 18 420 藤田　侑也(1) 青谷高 18:44.50
ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾅｵ 鳥　取 ﾋﾗｲ ﾊﾙｷ 鳥　取

8 11 383 川上　柾尚(1) 鳥取東高 15:42.17 38 38 109 平井　晴己(2) 岩美高 18:48.03
ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾀ 鳥　取 ﾋﾃﾞｼﾏ ﾊﾔﾃ 鳥　取

9 15 7 清水　寛大(1) 米子松蔭高 15:58.22 39 34 435 秀島　駿人(1) 境港総合高 19:07.11
ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取

10 5 199 前嶋　昴宏(2) 鳥取育英高 16:03.87
ﾀｹﾔｽ ｶｽﾞﾔ 鳥　取

11 9 8 竹安　和也(1) 米子松蔭高 16:17.26
ｲﾄｳ ﾅｵ 鳥　取

12 26 244 伊藤　直(2) 八頭高 16:26.24
ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取

13 13 388 吉村　隆盛(1) 鳥取東高 16:38.59
ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥　取

14 39 181 川上　勇大(2) 鳥取東高 16:41.73
ｵﾊﾞﾗ ﾎｸﾄ 鳥　取

15 24 195 小原　北斗(2) 鳥取育英高 16:42.34
ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞﾛｳ 鳥　取

16 12 247 高橋　幸二郎(2) 八頭高 16:42.42
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ 鳥　取

17 23 344 渡邉　雅志(2) 鳥取西高 16:44.59
ｲｼｲ ｿｳｲﾁ 鳥　取

18 35 162 石井　聡一(1) 倉吉東高 16:49.25
ﾓｳﾗｸﾞﾁ ｺｳｷ 鳥　取

19 21 80 茂浦口　幸輝(2) 境港総合高 16:50.24
ｻｶﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 鳥　取

20 20 122 阪本　脩平(2) 倉吉総産高 16:50.28
ｺｵﾘ ｶﾂﾎ 鳥　取

21 22 32 郡　健帆(2) 米子西高 16:54.91
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ 鳥　取

22 8 42 岡田　光平(2) 鳥取商高 16:57.97
ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取

23 33 358 永田　崇弘(1) 米子高専 16:59.25
ｵｶｼﾞﾏ ﾔﾏﾄ 鳥　取

24 10 218 岡嶋　大和(2) 鳥取育英高 17:03.16
ｳｴﾀﾞ ｻﾂｷ 鳥　取

25 36 36 上田　颯希(2) 米子西高 17:06.66
ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾔ 鳥　取

26 32 348 小倉　卓也(2) 鳥取西高 17:27.25
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾃﾞｷﾖ 鳥　取

27 25 409 西村　秀清(1) 倉吉東高 17:32.02
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 鳥　取

28 29 264 松原　裕輝(2) 倉吉総産高 17:36.37
ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 鳥　取

29 31 30 梅林　直希(2) 米子西高 17:36.39
ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓﾋﾄ 鳥　取

30 4 416 中谷　知仁(1) 岩美高 17:48.65



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

県高校記録(THR)         14.26     冨田　学(鳥取・由良育英高)            1992 9月20日 10:15 予　選
大会記録(GR)            14.92     藤井　亮汰(鳥取・倉吉総産高)          2013 9月20日 13:20 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 (風:+0.6) 2組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾝﾉｷ ｺｳﾀ 鳥　取 ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ 鳥　取

1 6 158 進木　康汰(2) 倉吉東高 15.44 q 1 3 88 山崎　利洋(2) 倉吉西高 15.51 q
ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取 ｷｸｲ ﾋﾛｷ 鳥　取

2 4 213 寺田　享平(2) 鳥取育英高 15.72 q 2 4 157 菊井　大輝(2) 倉吉東高 15.95 q
ﾃﾗﾀﾞ ｶｲ 鳥　取 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ 鳥　取

3 7 123 寺田　魁(2) 倉吉総産高 17.07 q 3 6 242 本城　和貴(2) 八頭高 16.47 q
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾘｭｳｽｹ 鳥　取 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸﾄ 鳥　取

4 5 141 轟木　龍介(2) 米子高専 17.16 q 4 5 196 小林　陸丘登(1) 鳥取育英高 16.96 q
ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾞﾝｷ 鳥　取 ｻｲﾄｳ ﾋｶﾘ 鳥　取

5 3 151 遠藤　彦輝(1) 倉吉東高 18.21 5 8 19 西藤　星(2) 米子西高 18.66
ｶﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾃﾙ 鳥　取

6 8 397 加藤　柳世(1) 米子東高 19.48 6 2 258 藤田　保輝(1) 倉吉総産高 19.10
ｲｹﾏﾂ ﾕｳｷ 鳥　取 ﾀｶﾏﾂ ｼｭﾝ 鳥　取

7 2 107 池松　優希(2) 岩美高 21.07 7 263 高松　駿(1) 倉吉総産高 DNS
ﾓﾘﾓﾄ ｺｲﾁﾛｳ 鳥　取

8 1 21 森元　虎一郎(2) 米子西高 26.98

凡例  DNS:欠場



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

県高校記録(THR)         14.26     冨田　学(鳥取・由良育英高)            1992 9月20日 10:15 予　選
大会記録(GR)            14.92     藤井　亮汰(鳥取・倉吉総産高)          2013 9月20日 13:20 決　勝

決　勝　

(風:-3.3)

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 6 88 山崎　利洋(2) 倉吉西高 15.68
ｼﾝﾉｷ ｺｳﾀ 鳥　取

2 4 158 進木　康汰(2) 倉吉東高 15.75
ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取

3 3 213 寺田　享平(2) 鳥取育英高 16.01
ｷｸｲ ﾋﾛｷ 鳥　取

4 5 157 菊井　大輝(2) 倉吉東高 16.14
ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ 鳥　取

5 7 242 本城　和貴(2) 八頭高 16.76
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾘｭｳｽｹ 鳥　取

6 2 141 轟木　龍介(2) 米子高専 17.61
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸﾄ 鳥　取

7 8 196 小林　陸丘登(1) 鳥取育英高 17.74
ﾃﾗﾀﾞ ｶｲ 鳥　取

8 1 123 寺田　魁(2) 倉吉総産高 18.82



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

県高校記録(THR)         51.33     田邊　剛(鳥取・鳥取西高)              2003 9月19日 09:40 予　選
大会記録(GR)            54.20     田邊　剛(鳥取・鳥取西高)              2002 9月19日 12:50 決　勝

予　選　2組0着＋8

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

ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ 鳥　取 ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ 鳥　取

1 4 242 本城　和貴(2) 八頭高 57.88 q 1 5 88 山崎　利洋(2) 倉吉西高 57.28 q
ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取 ｼﾝﾉｷ ｺｳﾀ 鳥　取

2 3 213 寺田　享平(2) 鳥取育英高 59.99 q 2 6 158 進木　康汰(2) 倉吉東高 58.88 q
ｻｲﾄｳ ﾋｶﾘ 鳥　取 ｷｸｲ ﾋﾛｷ 鳥　取

3 6 19 西藤　星(2) 米子西高 1:00.16 q 3 3 157 菊井　大輝(2) 倉吉東高 1:00.42 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ 鳥　取 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｹﾙ 鳥　取

4 7 116 山田　洋輔(1) 境高 1:01.06 q 4 7 95 谷口　飛翔(1) 鳥取商高 1:00.85 q
ｲｼｲ ﾄﾓﾔ 鳥　取 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸﾄ 鳥　取

5 5 152 石井　智也(1) 倉吉東高 1:01.59 5 8 196 小林　陸丘登(1) 鳥取育英高 1:02.02
ﾀｶｶﾞｷ ｼｭﾝﾔ 鳥　取 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取

6 2 413 高垣　駿弥(2) 岩美高 1:06.85 6 4 342 松本　省吾(2) 鳥取西高 1:03.23
ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙ 鳥　取 ﾋﾛｴ ﾘｮｳ 鳥　取

8 399 宮本　波瑠(1) 米子東高 DNS 7 2 77 廣江　嶺(2) 米子東高 1:05.37

凡例  DNS:欠場



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

県高校記録(THR)         51.33     田邊　剛(鳥取・鳥取西高)              2003 9月19日 09:40 予　選
大会記録(GR)            54.20     田邊　剛(鳥取・鳥取西高)              2002 9月19日 12:50 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取

1 3 213 寺田　享平(2) 鳥取育英高 55.83
ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ 鳥　取

2 4 88 山崎　利洋(2) 倉吉西高 55.84
ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ 鳥　取

3 6 242 本城　和貴(2) 八頭高 55.93
ｼﾝﾉｷ ｺｳﾀ 鳥　取

4 5 158 進木　康汰(2) 倉吉東高 58.03
ｻｲﾄｳ ﾋｶﾘ 鳥　取

5 8 19 西藤　星(2) 米子西高 59.20
ｷｸｲ ﾋﾛｷ 鳥　取

6 7 157 菊井　大輝(2) 倉吉東高 59.37
ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｹﾙ 鳥　取

7 2 95 谷口　飛翔(1) 鳥取商高 59.86
ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ 鳥　取

8 1 116 山田　洋輔(1) 境高 1:00.81



高校男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：松本　豊文

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         8:46.86   井中　将貴(鳥取・米子商高)            1998

大会記録(GR)            9:06.37   東島　清純(鳥取・米子松蔭高)          2013 9月20日 13:55 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾂﾎﾞｼ ｼｮｳ 鳥　取

1 1 249 三ツ星　翔(2) 八頭高 9:37.61
ﾔｽﾓﾄ ｹﾞﾝｺﾞ 鳥　取

2 15 355 安本　元虎(2) 鳥取西高 9:37.68
ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 鳥　取

3 16 303 德田　大祐(2) 鳥取城北高 9:55.03
ｻﾜ ｼｭｳﾅ 鳥　取

4 4 245 澤　蹴也(2) 八頭高 9:59.56
ﾆｼﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

5 13 317 西原　大貴(1) 鳥取城北高 9:59.65
ｵｸﾓﾄ ﾕｳｷ 鳥　取

6 2 381 奥本　裕貴(1) 鳥取西高 10:22.37
ｾｲｹ ﾀﾞｲ 鳥　取

7 3 306 清家　大(2) 鳥取城北高 10:38.96
ﾜﾀﾍﾞ ﾄﾓﾔ 鳥　取

8 10 35 綿邉　智哉(2) 米子西高 10:49.28
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ 鳥　取

9 11 42 岡田　光平(2) 鳥取商高 10:50.18
ﾔﾏｳﾁ ﾏｻｷ 鳥　取

10 7 400 山内　優生(1) 米子東高 11:15.50
ｷﾀﾆ ﾂﾖｼ 鳥　取

11 12 64 木谷　剛(2) 米子東高 11:16.14
ﾐｻﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 鳥　取

12 9 398 三澤　祐太朗(1) 米子東高 11:26.85
ｵｵﾄﾞｺ ｼｮｳﾍｲ 鳥　取

13 8 31 大床　祥平(2) 米子西高 11:39.60
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 鳥　取

14 14 456 山口　涼真(1) 米子西高 11:46.47

ﾜﾀﾞ ﾄﾗﾉｼﾝ 鳥　取

15 6 137 和田　虎之慎(2) 米子高専 11:46.71
ﾐﾀﾆ ﾘｮｳ 鳥　取

5 352 三谷　諒(2) 鳥取西高 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



高校男子5000mW
審 判 長：松本　豊文

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         20:40.13  北村　廸人(鳥取・由良育英高)          2002

大会記録(GR)            22:09.08  蓮佛　友紀(鳥取・八頭高)              2000 9月18日 12:55 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾆｸﾞﾁ ｲﾛﾘ 鳥　取

1 5 248 谷口　偉織(2) 八頭高 26:52.52
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥　取

2 7 304 山田　健太郎(2) 鳥取城北高 27:38.63
ｻﾜﾓﾄ ﾀｸﾏ 鳥　取

3 2 299 澤本　拓真(2) 鳥取城北高 27:39.30
ﾀﾆﾓﾄ ﾏｺﾄ 鳥　取

4 1 253 谷本　真(1) 八頭高 27:41.50
ﾋﾃﾞｼﾏ ﾕｳﾄ 鳥　取

5 6 115 秀島　脩人(1) 境高 28:43.81
ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取

6 4 301 西村　龍星(1) 鳥取城北高 30:02.51
ﾋﾗｲ ﾉﾌﾞﾔ 鳥　取

7 3 110 平井　遥也(2) 岩美高 41:20.30

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝



高校男子4X100mR
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         41.13     山本・岡田・大田・大川(鳥取・鳥取育英高)2006 9月18日 11:10 予　選
大会記録(GR)            42.13     北村・古門・小原・宮本(鳥取・由良育英高)1994 9月18日 15:00 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組
1着 44.45 2着 45.07 3着 45.98
4ﾚｰﾝ q 2ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ
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

1 401 1 23 1 41

2 66 2 34 2 96

3 396 3 25 3 95

4 68 4 22 4 97

4着 48.28
7ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ DQ,R2 6ﾚｰﾝ 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

1 172 1 415 1 448

2 167 2 413 2 88

3 384 3 108 3 90

4 385 4 107 4 449

2組
1着 43.68 2着 45.25 3着 45.37
4ﾚｰﾝ q 7ﾚｰﾝ q 6ﾚｰﾝ q
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

1 152 1 313 1 268

2 148 2 116 2 265

3 157 3 53 3 259

4 158 4 471 4 123

4着 46.02
5ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ DQ,R3 2ﾚｰﾝ 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

1 242 1 429 1 (    )

2 236 2 81 2 (    )

3 251 3 434 3 (    )

4 243 4 433 4 (    )

3組
1着 42.95 2着 43.09 3着 44.25
6ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ q 4ﾚｰﾝ q
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

1 302 1 202 1 353

2 296 2 194 2 350

3 292 3 193 3 342

4 309 4 190 4 349

4着 45.60 5着 47.54 6着 48.81
7ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
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

1 361 1 445 1 407

2 440 2 223 2 465

3 142 3 446 3 406

4 141 4 220 4 404

米子東高

ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳｷ
二宮　佑樹(1)

鳥　取
米子東高

ﾀﾆﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ 鳥　取
米子東高

ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ
森本　尚基(1)

鳥　取
米子東高

ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ
吉村　和真(2)

鳥　取
米子東高

米子西高

ﾖｼｵｶ ﾏｻｷ
吉岡　征輝(2)

ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｽｹ
板垣　功輔(2)

谷本　恵太郎(2)

鳥　取
米子西高

ｲｸﾀ ﾏｻｷ
生田　将己(2)

鳥　取
米子西高
鳥　取
米子西高

ﾋﾉｷ ﾀｸﾔ
檜　拓哉(2)

鳥　取
米子西高

鳥取商高

ｲｼｲ ｼｭﾝｽｹ
石井　峻介(2)

鳥　取
鳥取商高

ﾊﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ
浜本　康平(1)

鳥　取
鳥取商高

ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｹﾙ
谷口　飛翔(1)

鳥　取
鳥取商高

ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｻｸ
吉田　舟作(1)

鳥　取
鳥取商高

鳥取東高

ｲﾄｳ ﾑﾂｷ

岩美高

ﾐｽﾞｶﾜ ｼｮｳｺﾞ

倉吉西高

ﾓﾄｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ
伊藤　睦希(2)

鳥　取
鳥取東高

ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀ
竹内　翔太(2)

鳥　取
鳥取東高

ﾖﾈｲ ｳﾙﾌ
米井　潤風(1)

鳥　取
鳥取東高

ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ
金澤　一毅(1)

鳥　取
鳥取東高

水川　笙吾(1)
鳥　取
岩美高

ﾀｶｶﾞｷ ｼｭﾝﾔ
高垣　駿弥(2)

鳥　取
岩美高

浦田　亮祐(2)
鳥　取
岩美高

ｲｹﾏﾂ ﾕｳｷ
池松　優希(2)

鳥　取
岩美高

本泉　侑真(1)
鳥　取
倉吉西高

ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ
山崎　利洋(2)

鳥　取
倉吉西高

ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ

ﾔｻﾞﾏ ｶｲ
矢間　快(2)

鳥　取
倉吉西高

ﾅｶﾞﾀ ｲｯｷ
永田　一輝(1)

鳥　取
倉吉西高

ｳﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ

倉吉東高
ｷｸｲ ﾋﾛｷ
菊井　大輝(2)

鳥　取
倉吉東高

倉吉東高

ｲｼｲ ﾄﾓﾔ
石井　智也(1)

鳥　取
倉吉東高

進木　康汰(2)
鳥　取
倉吉東高

境高

ｲﾜﾑﾗ ﾏｻｷ
岩村　真希(1)

ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭﾝ
石飛　駿(2)

村上　拓哉(2)
鳥　取

鳥　取
境高

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ
山田　洋輔(1)

鳥　取
境高
鳥　取
境高

ﾅｶﾞﾀ ｹｲｽｹ
長田　圭右(1)

鳥　取
境高

倉吉総産高

ｱｷﾔﾏ ﾄﾓｷ
秋山　友輝(1)

鳥　取
倉吉総産高

ﾂﾑﾗ ﾏﾅﾄ
津村　愛斗(1)

鳥　取
倉吉総産高

ｵｶ ﾚｵ
岡　怜央(1)

鳥　取
倉吉総産高

ﾃﾗﾀﾞ ｶｲ
寺田　魁(2)

鳥　取
倉吉総産高

八頭高

ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ

境港総合高

ｷﾑﾗ ｹｲﾀ

鳥取湖陵高

ｼﾝﾉｷ ｺｳﾀ

本城　和貴(2)
鳥　取
八頭高

ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋﾛ
河上　昌宏(2)

鳥　取
八頭高

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾏ
中村　優真(1)

鳥　取
八頭高

ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲｷ
森田　大希(2)

鳥　取
八頭高

木村　恵大(1)
鳥　取
境港総合高

ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞｷ
竹本　和生(2)

鳥　取
境港総合高

ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ
松永　和弥(1)

鳥　取
境港総合高

ﾋﾀﾞ ﾊﾔﾄ
比田　羽矢登(1)

鳥　取
境港総合高

鳥取城北高

ﾋﾗｵ ﾉｿﾞﾐ
平尾　希望(2)

鳥　取
鳥取城北高

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取
鳥取城北高

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ
米澤　尚宏(1)

鳥　取
鳥取城北高

ﾋｶﾞｼｵｶ ﾕｳｷ
東岡　晃生(1)

鳥　取
鳥取城北高

鳥取育英高

ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ
塩川　直人(1)

ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ
岩本　恭平(2)

藤原　大輝(1)

鳥　取
鳥取育英高

ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ
塩川　圭吾(2)

鳥　取
鳥取育英高
鳥　取
鳥取育英高

ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ
林　佑亮(2)

鳥　取
鳥取育英高

鳥取西高

ﾂﾁｴ ﾖｼﾀｶ
土江　由高(2)

鳥　取
鳥取西高

ｷﾆｼﾀ ﾕｳｷ
木下　祐貴(2)

鳥　取
鳥取西高

ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ
松本　省吾(2)

鳥　取
鳥取西高

ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾑ
伊藤　臨(2)

鳥　取
鳥取西高

米子高専

ｱｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

日野高

ｵｵﾉ ﾁｶｼ

米子工高

ﾐﾅﾐ ﾕｳﾄ
芦田　将吾(1)

鳥　取
米子高専

ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ
岡本　直也(1)

鳥　取
米子高専

ｱｵﾄ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ
青戸　淳之介(2)

鳥　取
米子高専

ﾄﾄﾞﾛｷ ﾘｭｳｽｹ
轟木　龍介(2)

鳥　取
米子高専

大野　智可志(1)
鳥　取
日野高

ｷﾀｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ
北崎　虎雅(2)

鳥　取
日野高

ﾀｶﾂｶ ｲﾌﾞｷ
髙塚　息吹(2)

鳥　取
日野高

ｸﾆﾉ ﾘｮｳｷ
國野　稜貴(2)

鳥　取
日野高

南　裕人(2)
鳥　取
米子工高

ﾀﾅｶ ｶｶﾞﾘ
田中　夏伽利(1)

鳥　取
米子工高

ﾊﾞﾝｷﾝ ﾊﾔﾃ
坂金　颯(1)

鳥　取
米子工高

ﾎﾘｵ ｿｳﾀ
堀尾　壮汰(1)

鳥　取
米子工高

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



高校男子4X100mR
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         41.13     山本・岡田・大田・大川(鳥取・鳥取育英高)2006 9月18日 11:10 予　選
大会記録(GR)            42.13     北村・古門・小原・宮本(鳥取・由良育英高)1994 9月18日 15:00 決　勝

決　勝　

1着 42.23 2着 42.99 3着 43.42
6ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
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

1 202 1 302 1 152

2 194 2 296 2 148

3 193 3 292 3 157

4 217 4 309 4 158

4着 43.61 5着 44.03 6着 45.14
8ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
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

1 401 1 353 1 23

2 66 2 350 2 34

3 396 3 342 3 25

4 68 4 349 4 22

7着 45.22 8着 45.40
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
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

1 313 1 268

2 116 2 265

3 53 3 259

4 471 4 123

鳥取育英高

ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ
塩川　直人(1)

鳥　取
鳥取育英高

ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ 鳥　取
鳥取育英高

ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ
岩本　恭平(2)

鳥　取
鳥取育英高

ｻｶﾀ ｲｸﾄ
坂田　育斗(2)

鳥　取
鳥取育英高

鳥取城北高

ﾋﾗｵ ﾉｿﾞﾐ
平尾　希望(2)

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ
米澤　尚宏(1)

塩川　圭吾(2)

鳥　取
鳥取城北高

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ
藤原　大輝(1)

鳥　取
鳥取城北高
鳥　取
鳥取城北高

ﾋｶﾞｼｵｶ ﾕｳｷ
東岡　晃生(1)

鳥　取
鳥取城北高

倉吉東高

ｲｼｲ ﾄﾓﾔ
石井　智也(1)

鳥　取
倉吉東高

ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ
村上　拓哉(2)

鳥　取
倉吉東高

ｷｸｲ ﾋﾛｷ
菊井　大輝(2)

鳥　取
倉吉東高

ｼﾝﾉｷ ｺｳﾀ
進木　康汰(2)

鳥　取
倉吉東高

米子東高

ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳｷ

鳥取西高

ﾂﾁｴ ﾖｼﾀｶ

米子西高

ﾖｼｵｶ ﾏｻｷ
二宮　佑樹(1)

鳥　取
米子東高

ﾀﾆﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ
谷本　恵太郎(2)

鳥　取
米子東高

ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ
森本　尚基(1)

鳥　取
米子東高

ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ
吉村　和真(2)

鳥　取
米子東高

土江　由高(2)
鳥　取
鳥取西高

ｷﾆｼﾀ ﾕｳｷ
木下　祐貴(2)

鳥　取
鳥取西高

ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ
松本　省吾(2)

鳥　取
鳥取西高

ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾑ
伊藤　臨(2)

鳥　取
鳥取西高

吉岡　征輝(2)
鳥　取
米子西高

ｲｸﾀ ﾏｻｷ
生田　将己(2)

鳥　取
米子西高

ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｽｹ
板垣　功輔(2)

鳥　取
米子西高

ﾋﾉｷ ﾀｸﾔ
檜　拓哉(2)

鳥　取
米子西高

境高

ｲﾜﾑﾗ ﾏｻｷ
岩村　真希(1)

鳥　取
境高

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ 鳥　取
境高

ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭﾝ
石飛　駿(2)

鳥　取
境高

ﾅｶﾞﾀ ｹｲｽｹ
長田　圭右(1)

鳥　取
境高

倉吉総産高

ｱｷﾔﾏ ﾄﾓｷ
秋山　友輝(1)

ｵｶ ﾚｵ
岡　怜央(1)

山田　洋輔(1)

鳥　取
倉吉総産高

ﾂﾑﾗ ﾏﾅﾄ
津村　愛斗(1)

鳥　取
倉吉総産高
鳥　取
倉吉総産高

ﾃﾗﾀﾞ ｶｲ
寺田　魁(2)

鳥　取
倉吉総産高



高校男子4X400mR
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         3:14.97   礒江・澤田・澤田・山根(鳥取・倉吉工高)2002 9月19日 16:50 予　選
大会記録(GR)            3:22.54   中原・山根・澤田・澤田(鳥取・倉吉工高)2001 9月20日 15:40 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組
1着 3:30.17 2着 3:31.09 3着 3:32.82
6ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ q 2ﾚｰﾝ q
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

1 242 1 158 1 342

2 236 2 157 2 350

3 251 3 368 3 353

4 256 4 148 4 349

4着 3:34.62 5着 3:48.00
4ﾚｰﾝ q 3ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 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

1 313 1 223 1 (    )

2 53 2 220 2 (    )

3 467 3 446 3 (    )

4 116 4 221 4 (    )

2組
1着 3:30.57 2着 3:37.13 3着 3:37.96
3ﾚｰﾝ q 4ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
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

1 401 1 95 1 142

2 68 2 41 2 359

3 66 3 96 3 440

4 76 4 97 4 141

4着 3:40.48 5着 3:46.92
5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 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

1 111 1 81 1 (    )

2 413 2 82 2 (    )

3 109 3 85 3 (    )

4 415 4 433 4 (    )

3組
1着 3:27.49 2着 3:30.51 3着 3:35.68
4ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ q 7ﾚｰﾝ q
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

1 302 1 212 1 34

2 294 2 194 2 23

3 290 3 213 3 19

4 309 4 193 4 25

4着 3:38.87 5着 3:51.15
6ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 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

1 449 1 172 1 (    )

2 88 2 167 2 (    )

3 90 3 171 3 (    )

4 89 4 387 4 (    )

ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋﾛ
八頭高

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾏ
中村　優真(1)

鳥　取
八頭高

八頭高

ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ
本城　和貴(2)

鳥　取
八頭高

吉田　寛治(1)
鳥　取
八頭高

倉吉東高

ｼﾝﾉｷ ｺｳﾀ
進木　康汰(2)

ｻﾅｴ ﾀｸﾔ
早苗　拓哉(1)

河上　昌宏(2)
鳥　取

鳥　取
倉吉東高

ｷｸｲ ﾋﾛｷ
菊井　大輝(2)

鳥　取
倉吉東高
鳥　取
倉吉東高

ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ
村上　拓哉(2)

鳥　取
倉吉東高

鳥取西高

ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ
松本　省吾(2)

鳥　取
鳥取西高

ｷﾆｼﾀ ﾕｳｷ
木下　祐貴(2)

鳥　取
鳥取西高

ﾂﾁｴ ﾖｼﾀｶ
土江　由高(2)

鳥　取
鳥取西高

ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾑ
伊藤　臨(2)

鳥　取
鳥取西高

境高

ｲﾜﾑﾗ ﾏｻｷ

日野高

ｷﾀｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ

倉吉総産高

ﾖｼﾀﾞ ｶﾝｼﾞ

岩村　真希(1)
鳥　取
境高

ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭﾝ
石飛　駿(2)

鳥　取
境高

谷村　優太(1)
鳥　取
境高

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ
山田　洋輔(1)

鳥　取
境高

北崎　虎雅(2)
鳥　取
日野高

ｸﾆﾉ ﾘｮｳｷ
國野　稜貴(2)

鳥　取
日野高

ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ

ﾀｶﾂｶ ｲﾌﾞｷ
髙塚　息吹(2)

鳥　取
日野高

ﾌｼﾞﾊﾗ ｳｷｮｳ
藤原　有恭(2)

鳥　取
日野高

ﾀﾆﾑﾗ ﾕｳﾀ

米子東高
ﾀﾆﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ
谷本　恵太郎(2)

鳥　取
米子東高

米子東高

ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳｷ
二宮　佑樹(1)

鳥　取
米子東高

石田　健太郎(2)
鳥　取
米子東高

鳥取商高

ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｹﾙ
谷口　飛翔(1)

ﾊﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ
浜本　康平(1)

吉村　和真(2)
鳥　取

鳥　取
鳥取商高

ｲｼｲ ｼｭﾝｽｹ
石井　峻介(2)

鳥　取
鳥取商高
鳥　取
鳥取商高

ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｻｸ
吉田　舟作(1)

鳥　取
鳥取商高

米子高専

ｱｵﾄ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ
青戸　淳之介(2)

鳥　取
米子高専

ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ
高橋　直也(1)

鳥　取
米子高専

ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ
岡本　直也(1)

鳥　取
米子高専

ﾄﾄﾞﾛｷ ﾘｭｳｽｹ
轟木　龍介(2)

鳥　取
米子高専

岩美高

ﾔﾌﾞｳﾁ ﾅｵｷ

境港総合高

ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞｷ

鳥取工高

ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

薮内　直樹(2)
鳥　取
岩美高

ﾀｶｶﾞｷ ｼｭﾝﾔ
高垣　駿弥(2)

鳥　取
岩美高

平井　晴己(2)
鳥　取
岩美高

ﾐｽﾞｶﾜ ｼｮｳｺﾞ
水川　笙吾(1)

鳥　取
岩美高

竹本　和生(2)
鳥　取
境港総合高

ﾏﾂｵ ﾐﾋﾛ
松尾　海洋(2)

鳥　取
境港総合高

ｺｲｽﾞﾐ ｶｹﾙ

ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ
田仲　祐人(2)

鳥　取
境港総合高

ﾋﾀﾞ ﾊﾔﾄ
比田　羽矢登(1)

鳥　取
境港総合高

ﾋﾗｲ ﾊﾙｷ

鳥取城北高
ｷﾇﾐ ﾘｸ
絹見　利来(1)

鳥　取
鳥取城北高

鳥取城北高

ﾋﾗｵ ﾉｿﾞﾐ
平尾　希望(2)

鳥　取
鳥取城北高

東岡　晃生(1)
鳥　取
鳥取城北高

鳥取育英高

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ
中村　航大(1)

ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ
寺田　享平(2)

小泉　健(1)
鳥　取

鳥　取
鳥取育英高

ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ
塩川　圭吾(2)

鳥　取
鳥取育英高
鳥　取
鳥取育英高

ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ
岩本　恭平(2)

鳥　取
鳥取育英高

米子西高

ｲｸﾀ ﾏｻｷ
生田　将己(2)

鳥　取
米子西高

ﾖｼｵｶ ﾏｻｷ
吉岡　征輝(2)

鳥　取
米子西高

ｻｲﾄｳ ﾋｶﾘ
西藤　星(2)

鳥　取
米子西高

ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｽｹ
板垣　功輔(2)

鳥　取
米子西高

倉吉西高

ﾅｶﾞﾀ ｲｯｷ

鳥取東高

ｲﾄｳ ﾑﾂｷ

鳥取湖陵高

ﾋｶﾞｼｵｶ ﾕｳｷ

永田　一輝(1)
鳥　取
倉吉西高

ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ
山崎　利洋(2)

鳥　取
倉吉西高

ﾔｻﾞﾏ ｶｲ
矢間　快(2)

鳥　取
倉吉西高

ｶﾄｳ ｼｭﾝ
加藤　俊(2)

鳥　取
倉吉西高

伊藤　睦希(2)
鳥　取
鳥取東高

ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀ
竹内　翔太(2)

鳥　取
鳥取東高

ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｷﾉﾘ
西澤　幸則(2)

鳥　取
鳥取東高

ﾐﾔｲｼ ﾘｮｳｽｹ
宮石　遼祐(1)

鳥　取
鳥取東高

凡例  DNS:欠場



高校男子4X400mR
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         3:14.97   礒江・澤田・澤田・山根(鳥取・倉吉工高)2002 9月19日 16:50 予　選
大会記録(GR)            3:22.54   中原・山根・澤田・澤田(鳥取・倉吉工高)2001 9月20日 15:40 決　勝

決　勝　

1着 3:24.51 2着 3:25.13 3着 3:28.96
3ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
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

1 302 1 217 1 152

2 294 2 194 2 158

3 292 3 213 3 368

4 309 4 193 4 148

4着 3:30.00 5着 3:31.56 6着 3:33.49
4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
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

1 401 1 242 1 342

2 66 2 236 2 350

3 68 3 251 3 353

4 76 4 256 4 349

7着 3:33.66 8着 3:34.11
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
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

1 313 1 34

2 53 2 23

3 471 3 19

4 116 4 25

鳥取城北高

ﾋﾗｵ ﾉｿﾞﾐ
平尾　希望(2)

鳥　取
鳥取城北高

ｺｲｽﾞﾐ ｶｹﾙ 鳥　取
鳥取城北高

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ
米澤　尚宏(1)

鳥　取
鳥取城北高

ﾋｶﾞｼｵｶ ﾕｳｷ
東岡　晃生(1)

鳥　取
鳥取城北高

鳥取育英高

ｻｶﾀ ｲｸﾄ
坂田　育斗(2)

ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ
寺田　享平(2)

小泉　健(1)

鳥　取
鳥取育英高

ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ
塩川　圭吾(2)

鳥　取
鳥取育英高
鳥　取
鳥取育英高

ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ
岩本　恭平(2)

鳥　取
鳥取育英高

倉吉東高

ｲｼｲ ﾄﾓﾔ
石井　智也(1)

鳥　取
倉吉東高

ｼﾝﾉｷ ｺｳﾀ
進木　康汰(2)

鳥　取
倉吉東高

ｻﾅｴ ﾀｸﾔ
早苗　拓哉(1)

鳥　取
倉吉東高

ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ
村上　拓哉(2)

鳥　取
倉吉東高

米子東高

ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳｷ

八頭高

ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ

鳥取西高

ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ
二宮　佑樹(1)

鳥　取
米子東高

ﾀﾆﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ
谷本　恵太郎(2)

鳥　取
米子東高

ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ
吉村　和真(2)

鳥　取
米子東高

ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ
石田　健太郎(2)

鳥　取
米子東高

本城　和貴(2)
鳥　取
八頭高

ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋﾛ
河上　昌宏(2)

鳥　取
八頭高

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾏ
中村　優真(1)

鳥　取
八頭高

ﾖｼﾀﾞ ｶﾝｼﾞ
吉田　寛治(1)

鳥　取
八頭高

松本　省吾(2)
鳥　取
鳥取西高

ｷﾆｼﾀ ﾕｳｷ
木下　祐貴(2)

鳥　取
鳥取西高

ﾂﾁｴ ﾖｼﾀｶ
土江　由高(2)

鳥　取
鳥取西高

ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾑ
伊藤　臨(2)

鳥　取
鳥取西高

境高

ｲﾜﾑﾗ ﾏｻｷ
岩村　真希(1)

鳥　取
境高

ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭﾝ 鳥　取
境高

ﾅｶﾞﾀ ｹｲｽｹ
長田　圭右(1)

鳥　取
境高

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ
山田　洋輔(1)

鳥　取
境高

米子西高

ｲｸﾀ ﾏｻｷ
生田　将己(2)

ｻｲﾄｳ ﾋｶﾘ
西藤　星(2)

石飛　駿(2)

鳥　取
米子西高

ﾖｼｵｶ ﾏｻｷ
吉岡　征輝(2)

鳥　取
米子西高
鳥　取
米子西高

ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｽｹ
板垣　功輔(2)

鳥　取
米子西高



高校男子走高跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         2m08      阿部　雄一(鳥取・倉吉工高)            1994
大会記録(GR)            2m01      小谷　彰(鳥取・倉吉工高)              1999
大会記録(GR)            2m01      藤井　丈(鳥取・境高)                  2013 9月19日 13:30 決　勝

決　勝　

ﾓﾘﾓﾄ ｺｲﾁﾛｳ 鳥　取 － － － － ○ ○ ○ × ○

1 9 21 森元　虎一郎(2) 米子西高 × × × 1m89
ﾊｼｲ ﾕｳﾏ 鳥　取 － － － × ○ ○ × ○ ○ × ○

2 8 189 橋井　勇磨(2) 鳥取育英高 × × × 1m89
ﾋﾉｷ ﾀｸﾔ 鳥　取 － － － ○ ○ ○ × × ○ × × ○

3 4 22 檜　拓哉(2) 米子西高 × × × 1m89
ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾞﾝｷ 鳥　取 － － ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

4 11 151 遠藤　彦輝(1) 倉吉東高 1m86
ﾔﾏﾈ ﾏﾋﾛ 鳥　取 － － ○ ○ × × ×

5 3 282 山根　真央(2) 鳥取城北高 1m75
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾘｭｳｽｹ 鳥　取 ○ ○ × ○ ○ × × ×

6 6 141 轟木　龍介(2) 米子高専 1m75
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取 － ○ ○ × ○ × × ×

7 2 26 渡部　亮将(2) 米子西高 1m75
ﾊﾞﾝｷﾝ ﾊﾔﾃ 鳥　取 ○ × ○ × ○ × × ×

8 7 406 坂金　颯(1) 米子工高 1m70
ｵｵﾆｼ ﾊﾙﾄ 鳥　取 ○ ○ × × ×

9 1 153 大西　遥人(1) 倉吉東高 1m65
ｳｴﾀ ｶｽﾞｱｷ 鳥　取 × ○ × ○ × × ×

10 10 182 上田　和昌(2) 鳥取東高 1m65
ﾎﾘｵ ｿｳﾀ 鳥　取 ○ × × ×

11 5 404 堀尾　壮汰(1) 米子工高 1m60
ﾖﾈｲ ｳﾙﾌ 鳥　取 × ○ × × ×

12 12 384 米井　潤風(1) 鳥取東高 1m60

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m60

1m92

1m89
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m65 1m70 1m75 1m80 1m83 1m86



高校男子棒高跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         4m95      小谷　健人(鳥取・倉吉北高)            2005
大会記録(GR)            4m70      小谷　健人(鳥取・倉吉北高)            2004 9月19日 11:00 決　勝

決　勝　

ｲﾏﾆｼﾋﾛﾅﾘ 鳥　取 － ○ × × ×

1 2 102 今西　弘成(1) 倉吉北高 4m00
ｸﾜﾓﾄｿｳﾀﾞｲ 鳥　取 － × ○ × × ×

2 5 100 鍬本　聡大(1) 倉吉北高 4m00
ﾃﾗﾀﾞ ｶｲ 鳥　取 ○ × × ○ × × ×

3 1 123 寺田　魁(2) 倉吉総産高 4m00
ﾂﾑﾗ ﾏﾅﾄ 鳥　取 × × ×

3 265 津村　愛斗(1) 倉吉総産高 NM
ｱｷﾔﾏ ﾄﾓｷ 鳥　取 × ／

4 268 秋山　友輝(1) 倉吉総産高 NM

4m00 4m20
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

3m80

凡例  NM:記録なし



オープン男子棒高跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

9月19日 11:00 決　勝

決　勝　

ｻｲｷ ﾕｳｷ 鳥　取 ○ × × ×

1 1 693 齋木　勇輝 鳥取陸協 4m80

5m00
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

4m80



高校男子走幅跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         7m54      安倍　翔太(鳥取・境港工高)            2000
大会記録(GR)            7m27      安倍　翔太(鳥取・境港工高)            2000 9月18日 14:00 決勝

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾑﾗ ｾｲｺﾞ 鳥　取 6m53 × 6m70 6m70 6m57 6m68 6m47 6m70
1 22 286 西村　誠悟(2) 鳥取城北高 +2.0 +0.3 +0.3 +0.6 +1.5 +0.1 +0.3

ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ 鳥　取 6m15 × － 6m15 6m57 6m37 6m30 6m57
2 12 202 塩川　直人(1) 鳥取育英高 +1.8 +1.8 +1.2 +0.8 0.0 +1.2

ﾌｸﾐ ｶｽﾞｷ 鳥　取 6m41 × × 6m41 × × 6m26 6m41
3 26 197 福見　一城(1) 鳥取育英高 +1.3 +1.3 0.0 +1.3

ﾖﾈﾀﾞ ﾜﾀﾙ 鳥　取 6m36 6m25 6m14 6m36 6m37 6m07 6m38 6m38
4 20 198 米田　渉(1) 鳥取育英高 +1.6 +0.9 +0.3 +1.6 +1.6 +0.6 +0.6 +0.6

ｷﾇﾐ ﾘｸ 鳥　取 5m78 6m25 6m15 6m25 6m33 × 6m10 6m33
5 14 290 絹見　利来(1) 鳥取城北高 +2.4 +1.2 0.0 +1.2 +1.8 +0.5 +1.8

ﾅｶｲ ﾚﾝ 鳥　取 6m19 6m24 6m23 6m24 5m79 6m13 6m26 6m26
6 31 307 中井　廉(2) 鳥取城北高 +1.8 0.0 +0.8 0.0 +0.9 +1.2 +0.9 +0.9

ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲｷ 鳥　取 6m06 5m89 5m92 6m06 4m99 5m82 4m79 6m06
7 21 243 森田　大希(2) 八頭高 +2.6 +0.6 +0.8 +2.6 +0.8 +1.1 +1.4 +2.6

ｸﾜﾓﾄｿｳﾀﾞｲ 鳥　取 × 6m00 6m01 6m01 5m97 × 5m61 6m01
8 10 100 鍬本　聡大(1) 倉吉北高 +1.6 +0.1 +0.1 +0.4 +1.4 +0.1

ﾖｼｵｶ ﾏｻｷ 鳥　取 6m00 × 5m35 6m00 6m00
9 3 23 吉岡　征輝(2) 米子西高 +3.9 +0.5 +3.9 +3.9

ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 鳥　取 × × 5m95 5m95 5m95
10 27 20 木村　海登(2) 米子西高 +0.4 +0.4 +0.4

ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｻｸ 鳥　取 5m79 5m48 5m89 5m89 5m89
11 29 97 吉田　舟作(1) 鳥取商高 +1.8 +0.4 +0.6 +0.6 +0.6

ｲﾄｳ ﾑﾂｷ 鳥　取 5m02 5m81 5m76 5m81 5m81
12 6 172 伊藤　睦希(2) 鳥取東高 +3.1 +1.3 0.0 +1.3 +1.3

ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ 鳥　取 5m78 5m52 5m78 5m78 5m78
13 8 337 井上　智博(2) 鳥取工高 +3.5 +0.7 +0.4 +3.5 +0.4

ﾄﾄﾞﾛｷ ﾘｭｳｽｹ 鳥　取 × 5m69 5m77 5m77 5m77
14 19 141 轟木　龍介(2) 米子高専 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5

ﾑﾗﾀ ﾖﾘｱｷ 鳥　取 5m69 5m54 5m27 5m69 5m69
15 5 376 村田　賴昭(1) 鳥取西高 +3.4 +0.7 +0.3 +3.4 +3.4

ｵｵﾆｼ ﾊﾙﾄ 鳥　取 5m51 5m16 3m70 5m51 5m51
16 7 153 大西　遥人(1) 倉吉東高 +2.2 +1.3 0.0 +2.2 +2.2

ﾐﾅﾐ ﾕｳﾄ 鳥　取 5m43 5m49 5m32 5m49 5m49
17 11 407 南　裕人(2) 米子工高 +2.1 +1.6 0.0 +1.6 +1.6

ｲｸﾞﾁ ﾏｵ 鳥　取 5m47 5m03 4m96 5m47 5m47
18 23 183 井口　麻央(2) 鳥取東高 +1.0 +0.4 +0.3 +1.0 +1.0

ｽﾐ ﾋﾖﾘ 鳥　取 5m43 5m28 5m43 5m43 5m43
19 16 453 角　陽和(1) 米子西高 +1.8 +0.6 +0.2 +1.8 +0.2

ｶﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取 5m40 5m14 5m06 5m40 5m40
20 28 397 加藤　柳世(1) 米子東高 +1.0 +0.3 +0.7 +1.0 +1.0

ｳｴｼﾞﾏ ｺﾀﾛｳ 鳥　取 × 5m21 5m39 5m39 5m39
21 4 326 植嶋　児太朗(2) 鳥取湖陵高 +1.9 0.0 0.0 0.0

ｸﾗﾏｽ ﾘｮｳ 鳥　取 5m32 4m77 5m38 5m38 5m38
22 9 360 藏増　諒(1) 米子高専 +4.6 +1.2 0.0 0.0 0.0

ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾞﾝｷ 鳥　取 5m23 5m17 5m38 5m38 5m38
23 18 151 遠藤　彦輝(1) 倉吉東高 +1.8 +1.2 -0.3 -0.3 -0.3

ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥　取 5m27 × 4m97 5m27 5m27
24 30 81 竹本　和生(2) 境港総合高 +1.2 +0.3 +1.2 +1.2

ｳﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取 4m98 5m20 4m91 5m20 5m20
25 1 108 浦田　亮祐(2) 岩美高 +3.2 +1.6 +0.4 +1.6 +1.6

ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 鳥　取 4m88 5m05 5m01 5m05 5m05
26 13 410 遠藤　康平(1) 倉吉東高 +1.9 +0.5 +0.6 +0.5 +0.5

ｸｻｶﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 鳥　取 4m92 4m69 4m80 4m92 4m92
27 17 271 日下部　翔一(2) 米子北斗高 +1.0 +0.9 0.0 +1.0 +1.0

ｲｹﾏﾂ ﾕｳｷ 鳥　取 4m77 4m09 4m73 4m77 4m77
28 24 107 池松　優希(2) 岩美高 +0.8 +0.5 +0.6 +0.8 +0.8

ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 鳥　取

2 67 秋山　智彦(2) 米子東高 DNS
ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾄ 鳥　取

15 272 田中　秀登(2) 米子北斗高 DNS
ｲｹモトｼｭｳﾍｲ 鳥　取

25 450 池本　修平(1) 倉吉北高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子三段跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         15m05     石田　浩二(鳥取・鳥取工高)            1985
大会記録(GR)            14m72     坂田　修三(鳥取・境高)                2004 9月20日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｲ ﾚﾝ 鳥　取 13m31 × 12m93 13m31 × 13m14 × 13m31
1 11 307 中井　廉(2) 鳥取城北高 0.0 +2.5 0.0 +2.9 0.0

ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 鳥　取 12m97 13m03 － 13m03 12m91 11m50 13m09 13m09
2 4 20 木村　海登(2) 米子西高 +1.7 -0.1 -0.1 +0.9 +1.5 +1.1 +1.1

ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲｷ 鳥　取 12m59 12m24 12m83 12m83 12m06 12m31 12m39 12m83
3 10 243 森田　大希(2) 八頭高 -0.4 -0.2 +4.0 +4.0 +1.8 -0.9 -0.2 +4.0

ﾆｼﾑﾗ ｾｲｺﾞ 鳥　取 × 12m60 12m41 12m60 12m68 12m43 × 12m68
4 8 286 西村　誠悟(2) 鳥取城北高 +1.8 +2.4 +1.8 +2.3 +0.5 +2.3

ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｻｸ 鳥　取 12m02 12m29 12m15 12m29 12m26 12m51 12m49 12m51
5 15 97 吉田　舟作(1) 鳥取商高 +3.1 +0.1 +3.5 +0.1 +2.0 +0.9 +2.9 +0.9

ｵｵﾆｼ ﾊﾙﾄ 鳥　取 11m62 11m83 11m23 11m83 11m44 11m48 11m53 11m83
6 17 153 大西　遥人(1) 倉吉東高 +2.3 +2.8 +0.7 +2.8 +0.9 +2.1 +2.9 +2.8

ﾖﾈﾀﾞ ﾜﾀﾙ 鳥　取 11m78 11m33 11m19 11m78 11m45 11m62 11m60 11m78
7 1 198 米田　渉(1) 鳥取育英高 +0.1 +3.3 +3.3 +0.1 +0.9 -0.4 +3.8 +0.1

ｸﾗﾏｽ ﾘｮｳ 鳥　取 11m13 11m43 11m15 11m43 11m25 10m76 11m14 11m43
8 13 360 藏増　諒(1) 米子高専 +1.6 +1.2 +11.0 +1.2 +0.4 +0.3 +2.4 +1.2

ｲｹモトｼｭｳﾍｲ 鳥　取 11m08 11m19 11m38 11m38 11m38
9 6 450 池本　修平(1) 倉吉北高 +0.8 +4.1 +3.5 +3.5 +3.5

ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 鳥　取 11m33 × 11m34 11m34 11m34
10 2 410 遠藤　康平(1) 倉吉東高 +1.0 +1.2 +1.2 +1.2

ｶﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取 11m12 × 11m33 11m33 11m33
11 5 397 加藤　柳世(1) 米子東高 +0.1 +0.9 +0.9 +0.9

ｳﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取 × 10m78 11m31 11m31 11m31
12 3 108 浦田　亮祐(2) 岩美高 +3.8 +2.4 +2.4 +2.4

ｷﾇﾐ ﾘｸ 鳥　取 10m92 11m24 11m08 11m24 11m24
13 16 290 絹見　利来(1) 鳥取城北高 +2.3 +0.3 -0.7 +0.3 +0.3

ﾌｸｷ ｹﾝﾄ 鳥　取 × 10m38 10m82 10m82 10m82
14 7 164 福木　健人(1) 倉吉東高 +3.2 +2.6 +2.6 +2.6

ｲｹﾏﾂ ﾕｳｷ 鳥　取 10m27 10m54 × 10m54 10m54
15 12 107 池松　優希(2) 岩美高 +3.0 -0.6 -0.6 -0.6

ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ 鳥　取

9 337 井上　智博(2) 鳥取工高 DNS
ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 鳥　取

14 67 秋山　智彦(2) 米子東高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         14m98     松村　恭汰(鳥取・八頭高)              2015
大会記録(GR)            14m16     松村　恭汰(鳥取・八頭高)              2014 9月20日 13:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗﾌﾐﾔ 鳥　取

1 20 101 中村　文哉(1) 倉吉北高 11m97 12m01 × 12m01 11m37 × × 12m01
ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ 鳥　取

2 5 237 川村　拓矢(2) 八頭高 10m53 10m87 11m56 11m56 11m40 11m02 10m59 11m56
ﾀﾅｶ ﾔﾋﾛ 鳥　取

3 8 391 田中　哉亘(2) 米子高 10m90 11m11 × 11m11 11m18 × × 11m18
ｵｵﾀ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取

4 10 18 太田　尚吾(2) 米子西高 9m29 9m43 9m85 9m85 8m63 9m47 9m99 9m99
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 鳥　取

5 19 262 鈴木　真人(1) 倉吉総産高 9m65 9m91 9m68 9m91 9m61 9m30 9m68 9m91
ﾀﾆｼﾞﾘ ﾄﾓﾔ 鳥　取

6 16 287 谷尻　友也(2) 鳥取城北高 9m08 9m61 8m70 9m61 9m50 9m54 7m54 9m61
ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

7 15 266 川本　大貴(1) 倉吉総産高 8m76 9m44 9m57 9m57 9m31 9m55 × 9m57
ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾔ 鳥　取

8 2 240 中島　優也(2) 八頭高 9m10 9m05 8m65 9m10 9m20 × × 9m20
ｲｼｶﾜ ﾀｸﾔ 鳥　取

9 7 392 石川　拓哉(1) 鳥取商高 8m79 8m77 8m98 8m98 8m98
ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｽｹ 鳥　取

10 12 356 花田　光佑(1) 米子高専 8m86 8m62 × 8m86 8m86
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｷﾉﾘ 鳥　取

11 17 466 橘　明誉(1) 米子工高 8m75 8m66 8m68 8m75 8m75
ﾖｺｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 鳥　取

12 1 114 横川　和真(2) 岩美高 8m39 × 8m29 8m39 8m39
ﾔｽﾀﾞ ｺｳｷ 鳥　取

13 6 84 安田　光希(2) 境港総合高 7m49 7m49 8m17 8m17 8m17
ﾖﾈｲ ｳﾙﾌ 鳥　取

14 11 384 米井　潤風(1) 鳥取東高 7m70 7m90 7m47 7m90 7m90
ｵｶﾉ ﾘｸ 鳥　取

15 18 219 岡野　陸玖(1) 鳥取育英高 7m51 × － 7m51 7m51
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 鳥　取

16 9 79 清水　勇介(2) 境港総合高 7m15 7m49 7m11 7m49 7m49
ﾓﾘｼﾀ ｹﾞﾝﾔ 鳥　取

17 14 394 森下　玄也(1) 鳥取商高 6m28 6m95 6m30 6m95 6m95
ｵｵｴ ﾘｮｳ 鳥　取

18 4 447 大江　諒(1) 米子工高 × 5m38 5m01 5m38 5m38
ﾅｶﾉ ｶｲﾄ 鳥　取

3 470 中野　海人(1) 鳥取敬愛高 DNS
ｼﾞﾝｻﾞｲ ｼﾝｼﾞ 鳥　取

13 469 陣在　慎二(1) 鳥取敬愛高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         44m76     柏村　亮太(鳥取・倉吉北高)            2009
大会記録(GR)            40m13     柏村　亮太(鳥取・倉吉北高)            2008 9月18日 14:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗﾌﾐﾔ 鳥　取

1 12 101 中村　文哉(1) 倉吉北高 30m43 33m42 32m22 33m42 31m78 × 31m85 33m42
ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ 鳥　取

2 4 237 川村　拓矢(2) 八頭高 29m90 × × 29m90 × 30m14 × 30m14
ﾀﾅｶ ﾔﾋﾛ 鳥　取

3 16 391 田中　哉亘(2) 米子高 24m36 26m88 × 26m88 29m37 29m39 27m65 29m39
ﾀﾆｼﾞﾘ ﾄﾓﾔ 鳥　取

4 3 287 谷尻　友也(2) 鳥取城北高 27m61 27m19 × 27m61 21m53 28m98 27m93 28m98
ﾑｶｲ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

5 5 104 向井　亮太(2) 岩美高 24m60 26m32 24m11 26m32 24m10 21m08 25m23 26m32
ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾔ 鳥　取

6 14 240 中島　優也(2) 八頭高 23m40 23m08 25m53 25m53 25m05 23m85 × 25m53
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｷﾉﾘ 鳥　取

7 17 466 橘　明誉(1) 米子工高 23m12 24m96 24m11 24m96 23m15 19m90 20m86 24m96
ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｽｹ 鳥　取

8 10 356 花田　光佑(1) 米子高専 24m91 22m02 24m48 24m91 22m68 22m44 23m95 24m91
ｱﾗｲｼ ｼｮｳﾀ 鳥　取

9 18 159 荒石　翔太(1) 倉吉東高 22m95 22m09 24m82 24m82 24m82
ﾀﾆ ｾｲﾀ 鳥　取

10 2 267 谷　清太(1) 倉吉総産高 22m90 17m18 22m49 22m90 22m90
ﾔﾏﾜｸ ﾏｻﾔ 鳥　取

11 15 124 山涌　柾哉(2) 倉吉総産高 × 17m09 22m74 22m74 22m74
ｵｶﾉ ﾘｸ 鳥　取

12 11 219 岡野　陸玖(1) 鳥取育英高 × 22m01 × 22m01 22m01
ﾔｽﾀﾞ ｺｳｷ 鳥　取

13 8 84 安田　光希(2) 境港総合高 20m77 × 19m12 20m77 20m77
ﾖｺｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 鳥　取

14 1 114 横川　和真(2) 岩美高 × 17m22 × 17m22 17m22
ｲﾜﾑﾗ ﾏｻｷ 鳥　取

15 7 313 岩村　真希(1) 境高 14m67 15m64 16m70 16m70 16m70
ﾅｶﾉ ｶｲﾄ 鳥　取

6 470 中野　海人(1) 鳥取敬愛高 DNS
ｼﾞﾝｻﾞｲ ｼﾝｼﾞ 鳥　取

9 469 陣在　慎二(1) 鳥取敬愛高 DNS
ﾐﾉ ﾕｷﾉｼﾞｮｳ 鳥　取

13 260 美濃　雪乃丞(1) 倉吉総産高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         68m33     柏村　亮太(鳥取・倉吉北高)            2009
大会記録(GR)            57m26     柏村　亮太(鳥取・倉吉北高)            2008 9月18日 11:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗﾌﾐﾔ 鳥　取

1 7 101 中村　文哉(1) 倉吉北高 × × 40m03 40m03 46m28 44m80 × 46m28
ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

2 8 266 川本　大貴(1) 倉吉総産高 34m59 38m43 38m47 38m47 38m27 37m41 38m54 38m54
ﾔﾏﾜｸ ﾏｻﾔ 鳥　取

3 6 124 山涌　柾哉(2) 倉吉総産高 × × 36m62 36m62 × × 35m85 36m62
ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾔ 鳥　取

4 5 240 中島　優也(2) 八頭高 × × 31m58 31m58 × 32m41 34m32 34m32
ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ 鳥　取

5 2 237 川村　拓矢(2) 八頭高 30m31 29m26 27m88 30m31 26m39 × 29m72 30m31
ﾖｺｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 鳥　取

6 1 114 横川　和真(2) 岩美高 × × 29m25 29m25 26m09 × 29m67 29m67
ｵｶﾉ ﾘｸ 鳥　取

7 3 219 岡野　陸玖(1) 鳥取育英高 × × 13m53 13m53 × × 18m16 18m16
ﾐﾉ ﾕｷﾉｼﾞｮｳ 鳥　取

4 260 美濃　雪乃丞(1) 倉吉総産高 DNS

凡例  DNS:欠場



オープン男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

9月18日 11:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄﾞﾜｷ ｱｷﾉﾘ 鳥　取

1 1 98 門脇　昭憲(3) 倉吉北高 56m61 54m39 56m61 56m61 55m17 56m84 55m12 56m84



高校男子やり投(0.800kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         72m52     森澤　公雄(鳥取・鳥取商高)            1988
大会記録(GR)            62m22     石破　清志(鳥取・鳥取西高)            1993 9月19日 11:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｴﾀ ﾕｳｽｹ 鳥　取

1 6 121 前田　裕介(2) 倉吉総産高 50m44 48m95 47m63 50m44 49m92 51m21 53m40 53m40
ﾀｸﾞﾁ ｺｳｷ 鳥　取

2 18 163 田口　光樹(1) 倉吉東高 48m85 49m23 49m42 49m42 49m02 50m16 49m53 50m16
ｲｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 鳥　取

3 11 354 石田　祐介(2) 鳥取西高 46m09 48m47 40m73 48m47 38m07 44m39 42m07 48m47
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 鳥　取

4 9 262 鈴木　真人(1) 倉吉総産高 × 44m29 43m96 44m29 44m12 44m67 46m50 46m50
ｲｼﾜｷ ｺｳﾀ 鳥　取

5 16 327 石脇　皐汰(2) 鳥取湖陵高 39m04 37m30 40m42 40m42 40m13 38m77 41m80 41m80
ﾀﾆ ｾｲﾀ 鳥　取

6 4 267 谷　清太(1) 倉吉総産高 40m85 39m65 38m68 40m85 41m51 40m35 41m19 41m51
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 鳥　取

7 15 5 中村　太河(2) 米子松蔭高 37m74 37m12 35m20 37m74 37m49 40m48 39m89 40m48
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｷﾉﾘ 鳥　取

8 3 466 橘　明誉(1) 米子工高 34m58 38m35 38m09 38m35 × 28m29 37m60 38m35
ﾊｷﾞﾊﾗ ｼｭﾝ 鳥　取

9 20 320 萩原　舜(2) 鳥取湖陵高 37m44 32m76 36m42 37m44 37m44
ｵｵﾀ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取

10 2 18 太田　尚吾(2) 米子西高 36m69 35m38 37m34 37m34 37m34
ﾖﾈｲ ｳﾙﾌ 鳥　取

11 5 384 米井　潤風(1) 鳥取東高 33m02 35m09 30m06 35m09 35m09
ﾀﾅｶ ﾔﾋﾛ 鳥　取

12 19 391 田中　哉亘(2) 米子高 31m00 × 33m85 33m85 33m85
ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｽｹ 鳥　取

13 12 356 花田　光佑(1) 米子高専 33m27 33m47 32m78 33m47 33m47
ﾀﾆｼﾞﾘ ﾄﾓﾔ 鳥　取

14 8 287 谷尻　友也(2) 鳥取城北高 31m44 32m02 30m26 32m02 32m02
ﾑｶｲ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

15 10 104 向井　亮太(2) 岩美高 × 31m98 × 31m98 31m98
ﾀﾌﾞﾁ ｺｳｽｹ 鳥　取

16 14 412 田淵　航介(1) 米子高 31m15 29m26 × 31m15 31m15
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 鳥　取

17 1 79 清水　勇介(2) 境港総合高 25m33 27m16 － 27m16 27m16
ｵｵｴ ﾘｮｳ 鳥　取

18 7 447 大江　諒(1) 米子工高 20m59 19m56 19m16 20m59 20m59
ﾅｶﾉ ｶｲﾄ 鳥　取

13 470 中野　海人(1) 鳥取敬愛高 DNS
ｼﾞﾝｻﾞｲ ｼﾝｼﾞ 鳥　取

17 469 陣在　慎二(1) 鳥取敬愛高 DNS

凡例  DNS:欠場



オープン男子やり投(0.800kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

9月19日 11:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｻﾞｶ ﾘｷﾅﾘ 鳥　取

1 1 120 石坂　力成(3) 倉吉総産高 61m85 × 64m50 64m50 62m61 66m46 64m73 66m46



高校女子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         11.95     碓井　慶子(鳥取・由良育英高)          1982 9月19日 11:00 予　選
大会記録(GR)            12.28     岡崎　麻央(鳥取・倉吉東高)            2013 9月19日 14:20 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 (風:-1.5) 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
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ 鳥　取 ﾄｳｶﾞﾐ ｻﾔｶ 鳥　取

1 4 102 坂口　詩歩(1) 倉吉東高 13.26 1 3 14 東上　紗耶(2) 鳥取商高 13.08 q
ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ 鳥　取 ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥　取

2 3 57 山田　葵(1) 米子北高 13.51 2 5 40 岡崎　穂乃香(2) 米子東高 13.08 q
ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 鳥　取 ｼﾏﾓﾄ ｱｶﾈ 鳥　取

3 5 67 濵田　愛莉(1) 境高 13.54 3 4 222 嶋本　茜(1) 米子南高 13.25
ﾅｶｼﾏ ｺｲ 鳥　取 ｶﾞﾓｳ ﾋﾅﾐ 鳥　取

4 8 205 中島　恋(1) 八頭高 13.76 4 6 65 蒲生　陽南(1) 境高 13.95
ﾌｸｼﾏ ﾐﾕｳ 鳥　取 ｻﾜﾏﾙ ﾊﾙｶ 鳥　取

5 7 46 福島　美友(2) 境港総合高 14.77 5 8 77 澤丸　陽佳(2) 米子高専 14.52
ﾌｼﾞｲ ﾎﾉｶ 鳥　取 ﾋﾗﾀ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取

6 2 189 藤井　保乃香(1) 鳥取湖陵高 15.25 6 7 47 平田　稀望(2) 境港総合高 14.54
ﾀﾆﾓﾄ ﾁｶ 鳥　取 ﾏｴｽﾞﾐ ﾓﾓﾅ 鳥　取

6 38 谷本　知香(2) 米子東高 DNS 7 2 258 前住　桃菜(1) 鳥取湖陵高 18.10
ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ 鳥　取

1 72 竹内　ひかり(2) 倉吉総産高 DNS

3組 (風:-2.1) 4組 (風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱｲｵｲ ﾅﾅﾐ 鳥　取 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 鳥　取

1 5 89 相生　七海(1) 倉吉東高 12.75 q 1 5 94 遠藤　菜々(2) 倉吉東高 12.85 q
ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉ 鳥　取 ｳﾉ ｱｶﾈ 鳥　取

2 6 195 澤田　佳詩乃(1) 鳥取西高 13.04 q 2 6 163 宇野　茜(1) 鳥取城北高 13.15
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ 鳥　取 ｸﾛﾐ ｱﾔｶ 鳥　取

3 3 159 松本　真奈(1) 鳥取城北高 13.36 3 3 56 黒見　文香(1) 米子北高 13.52
ｽﾔﾏ ｶﾅ 鳥　取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｶ 鳥　取

4 4 118 陶山　佳奈(2) 鳥取育英高 13.51 4 7 117 谷口　涼香(2) 鳥取育英高 13.67
ｷﾑﾗ ｻｷ 鳥　取 ﾊﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 鳥　取

5 8 64 木村　早希(1) 境高 13.68 5 4 42 濵田　菜月(2) 米子東高 14.10
ｷﾑﾗ ﾏﾘﾅ 鳥　取 ｼﾐｽﾞ ﾘｺ 鳥　取

6 2 153 木村　まりな(1) 倉吉総産高 14.62 6 8 177 清水　莉子(2) 鳥取湖陵高 14.88
ﾅｶｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 鳥　取 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾖ 鳥　取

7 7 154 中川　涼香(2) 米子北斗高 14.85 7 2 185 島田　寛世(1) 米子高専 15.16
ｵｺ ｱﾕﾐ 鳥　取 ｸﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 鳥　取

8 1 238 尾古　あゆみ(1) 境港総合高 15.07 8 1 200 栗本　樹里(1) 鳥取東高 15.91

5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
ｳｴﾀ ﾏﾕ 鳥　取

1 5 169 上田　真悠(2) 鳥取城北高 12.63 q
ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾅ 鳥　取

2 3 193 足立　春菜(1) 鳥取西高 12.80 q
ﾆｼｵﾉ ｶｺ 鳥　取

3 4 59 西小野　佳子(2) 米子北高 12.98 q
ﾖｼﾀﾞ ﾙｶ 鳥　取

4 2 74 吉田　瑠花(2) 倉吉総産高 13.27
ﾌｼﾞｲ ﾎﾉｶ 鳥　取

5 6 131 藤井　ほのか(1) 鳥取育英高 13.41
ﾔﾏﾏｽ ｻｴ 鳥　取

6 8 139 山桝　瑳恵(2) 八頭高 14.64
ﾌｶﾀﾞ ﾘﾅ 鳥　取

7 7 155 深田　理奈(1) 米子北斗高 14.98
ﾌﾙｲ ﾊﾙﾅ 鳥　取

8 1 112 古井　春菜(2) 鳥取東高 15.36

凡例  DNS:欠場



高校女子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         11.95     碓井　慶子(鳥取・由良育英高)          1982 9月19日 11:00 予　選
大会記録(GR)            12.28     岡崎　麻央(鳥取・倉吉東高)            2013 9月19日 14:20 決　勝

決　勝　

(風:-2.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｲｵｲ ﾅﾅﾐ 鳥　取

1 4 89 相生　七海(1) 倉吉東高 12.80
ｳｴﾀ ﾏﾕ 鳥　取

2 6 169 上田　真悠(2) 鳥取城北高 13.08
ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥　取

3 1 40 岡崎　穂乃香(2) 米子東高 13.13
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 鳥　取

4 5 94 遠藤　菜々(2) 倉吉東高 13.15
ﾄｳｶﾞﾐ ｻﾔｶ 鳥　取

5 2 14 東上　紗耶(2) 鳥取商高 13.27
ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾅ 鳥　取

6 3 193 足立　春菜(1) 鳥取西高 13.38
ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉ 鳥　取

7 8 195 澤田　佳詩乃(1) 鳥取西高 13.42
ﾆｼｵﾉ ｶｺ 鳥　取

8 7 59 西小野　佳子(2) 米子北高 13.60



高校女子200m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         24.76     矢野　加奈子(鳥取・由良育英高)        1995 9月20日 10:45 予　選
大会記録(GR)            25.62     岡崎　麻央(鳥取・倉吉東高)            2013 9月20日 13:35 決　勝

予　選　4組0着＋8

1組 (風:-0.4) 2組 (風:-3.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 鳥　取 ﾄｳｶﾞﾐ ｻﾔｶ 鳥　取

1 3 94 遠藤　菜々(2) 倉吉東高 26.67 q 1 6 14 東上　紗耶(2) 鳥取商高 26.35 q
ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾅ 鳥　取 ﾌｸｲ ﾋﾏﾜﾘ 鳥　取

2 5 193 足立　春菜(1) 鳥取西高 27.14 2 4 58 福井　向日葵(1) 米子北高 27.01
ｵｶﾑﾗ ﾚｲﾈ 鳥　取 ｲﾉｳｴ ｶﾅ 鳥　取

3 6 164 岡村　玲音(2) 鳥取城北高 27.54 3 5 88 井上　佳奈(1) 倉吉東高 27.30
ｷﾑﾗ ｻｷ 鳥　取 ｶﾈﾓﾄ ｱｶﾘ 鳥　取

4 7 64 木村　早希(1) 境高 27.85 4 3 8 兼本　朱里(2) 米子西高 28.00
ｽﾔﾏ ｶﾅ 鳥　取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｶ 鳥　取

5 4 118 陶山　佳奈(2) 鳥取育英高 27.92 5 2 117 谷口　涼香(2) 鳥取育英高 28.38
ｲｽﾞﾐ ﾘﾅ 鳥　取 ｶﾞﾓｳ ﾋﾅﾐ 鳥　取

6 8 44 和泉　里奈(2) 境港総合高 28.55 6 7 65 蒲生　陽南(1) 境高 28.48
ﾐﾅﾐｶﾜ ﾅﾅｺ 鳥　取 ﾌｸｼﾏ ﾐﾕｳ 鳥　取

7 2 230 南川　奈々子(1) 米子東高 30.50 7 8 46 福島　美友(2) 境港総合高 31.00

3組 (風:+1.6) 4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
ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥　取 ｱｲｵｲ ﾅﾅﾐ 鳥　取

1 6 40 岡崎　穂乃香(2) 米子東高 26.35 q 1 4 89 相生　七海(1) 倉吉東高 26.04 q
ﾆｼｵﾉ ｶｺ 鳥　取 ｳｴﾀ ﾏﾕ 鳥　取

2 3 59 西小野　佳子(2) 米子北高 26.65 q 2 6 169 上田　真悠(2) 鳥取城北高 26.12 q
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ 鳥　取 ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ 鳥　取

3 5 159 松本　真奈(1) 鳥取城北高 26.92 q 3 5 57 山田　葵(1) 米子北高 26.95 q
ﾌｼﾞｲ ﾎﾉｶ 鳥　取 ﾔﾏﾈ ﾐｽｽﾞ 鳥　取

4 2 131 藤井　ほのか(1) 鳥取育英高 27.55 4 3 15 山根　美紗(2) 米子南高 27.46
ﾋﾗﾀ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取 ﾅｶｼﾏ ｺｲ 鳥　取

5 7 47 平田　稀望(2) 境港総合高 29.63 5 7 205 中島　恋(1) 八頭高 27.99
ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾘｱ 鳥　取 ﾌｼﾞｲ ﾎﾉｶ 鳥　取

4 243 守本　純良愛(1) 米子西高 DNS 6 2 189 藤井　保乃香(1) 鳥取湖陵高 31.79
ｺﾀﾆ ﾏﾄﾞｶ 鳥　取 ﾀﾆﾓﾄ ﾁｶ 鳥　取

8 18 小谷　まどか(2) 米子南高 DNS 8 38 谷本　知香(2) 米子東高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子200m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         24.76     矢野　加奈子(鳥取・由良育英高)        1995 9月20日 10:45 予　選
大会記録(GR)            25.62     岡崎　麻央(鳥取・倉吉東高)            2013 9月20日 13:35 決　勝

決　勝　

(風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｴﾀ ﾏﾕ 鳥　取

1 6 169 上田　真悠(2) 鳥取城北高 25.67
ﾄｳｶﾞﾐ ｻﾔｶ 鳥　取

2 4 14 東上　紗耶(2) 鳥取商高 25.81
ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥　取

3 5 40 岡崎　穂乃香(2) 米子東高 26.05
ｱｲｵｲ ﾅﾅﾐ 鳥　取

4 3 89 相生　七海(1) 倉吉東高 26.06
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 鳥　取

5 7 94 遠藤　菜々(2) 倉吉東高 26.08
ﾆｼｵﾉ ｶｺ 鳥　取

6 8 59 西小野　佳子(2) 米子北高 26.84
ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ 鳥　取

7 2 57 山田　葵(1) 米子北高 27.07
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ 鳥　取

8 1 159 松本　真奈(1) 鳥取城北高 27.35



高校女子400m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         55.27     矢野　加奈子(鳥取・由良育英高)        1995 9月18日 12:10 予　選
大会記録(GR)            58.23     柴田　あすみ(鳥取・倉吉東高)          2012 9月18日 13:55 決　勝

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

ﾄｳｶﾞﾐ ｻﾔｶ 鳥　取 ｼﾏﾀﾆ ﾅﾂﾎ 鳥　取

1 5 14 東上　紗耶(2) 鳥取商高 59.85 q 1 4 68 島谷　夏帆(1) 境高 1:02.99 q
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ 鳥　取 ｺﾀﾞﾆ ﾕｷ 鳥　取

2 4 98 谷口　寧那(2) 倉吉東高 1:02.19 q 2 5 84 小谷　有紀(2) 倉吉東高 1:03.51 q
ﾔﾏﾈ ﾐｽｽﾞ 鳥　取 ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾅ 鳥　取

3 7 15 山根　美紗(2) 米子南高 1:02.77 q 3 7 193 足立　春菜(1) 鳥取西高 1:04.85 q
ﾏﾂｵｶ ﾋﾅ 鳥　取 ﾊｼｸﾞﾁ ﾏｵ 鳥　取

4 8 36 松岡　日菜(2) 米子東高 1:05.03 q 4 3 54 橋口　真音(2) 米子北高 1:06.48
ｸﾛｷ ﾋﾅｺ 鳥　取 ﾊﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 鳥　取

5 3 237 黒木　日菜子(1) 米子北高 1:08.43 5 8 42 濵田　菜月(2) 米子東高 1:06.56
ｻｶﾀ ｺｺﾛ 鳥　取 ｱﾘﾓﾄ ﾐｸ 鳥　取

6 6 165 坂田　こころ(1) 鳥取城北高 1:10.24 6 6 166 有本　光玖(1) 鳥取城北高 1:08.40
ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾘｱ 鳥　取 ｲｽﾞﾐ ﾘﾅ 鳥　取

2 243 守本　純良愛(1) 米子西高 DNS 7 2 44 和泉　里奈(2) 境港総合高 1:08.45

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲﾉｳｴ ｶﾅ 鳥　取

1 3 88 井上　佳奈(1) 倉吉東高 1:03.69 q
ﾔｽﾀﾞ ﾘｵ 鳥　取

2 2 145 安田　里緒(1) 八頭高 1:05.33
ﾊｾｶﾞﾜ ｻｷ 鳥　取

3 5 55 長谷川　咲希(2) 米子北高 1:06.44
ﾀｶｷﾞ ﾐｳ 鳥　取

4 7 66 高木　美羽(1) 境高 1:06.75
ﾀﾅｶ ﾐﾎ 鳥　取

5 6 198 田中　美帆(1) 鳥取西高 1:07.13
ｺﾞﾄｳ ﾅｵ 鳥　取

6 8 168 後藤　奈央(1) 鳥取城北高 1:09.11
ｿﾀ ﾘﾝｺ 鳥　取

4 37 曾田　凜子(2) 米子東高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子400m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         55.27     矢野　加奈子(鳥取・由良育英高)        1995 9月18日 12:10 予　選
大会記録(GR)            58.23     柴田　あすみ(鳥取・倉吉東高)          2012 9月18日 13:55 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄｳｶﾞﾐ ｻﾔｶ 鳥　取

1 4 14 東上　紗耶(2) 鳥取商高 59.89
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ 鳥　取

2 5 98 谷口　寧那(2) 倉吉東高 1:02.55
ｲﾉｳｴ ｶﾅ 鳥　取

3 7 88 井上　佳奈(1) 倉吉東高 1:02.65
ﾔﾏﾈ ﾐｽｽﾞ 鳥　取

4 6 15 山根　美紗(2) 米子南高 1:02.66
ｼﾏﾀﾆ ﾅﾂﾎ 鳥　取

5 3 68 島谷　夏帆(1) 境高 1:03.23
ﾏﾂｵｶ ﾋﾅ 鳥　取

6 1 36 松岡　日菜(2) 米子東高 1:05.51
ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾅ 鳥　取

7 2 193 足立　春菜(1) 鳥取西高 1:05.78
ｺﾀﾞﾆ ﾕｷ 鳥　取

8 84 小谷　有紀(2) 倉吉東高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子800m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         2:08.27   中原　孝子(鳥取・鳥取女子高)          1987 9月19日 13:30 予　選
大会記録(GR)            2:15.09   礒江　美和(鳥取・由良育英高)          1996 9月20日 12:15 決　勝

予　選　4組0着＋8

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

ﾊﾔｼ ﾋｶﾙ 鳥　取 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 鳥　取

1 4 215 林　輝(1) 鳥取育英高 2:26.88 q 1 6 127 小林　優香(2) 鳥取育英高 2:26.45 q
ｱﾘﾓﾄ ﾐｸ 鳥　取 ｺﾞﾄｳ ﾅｵ 鳥　取

2 3 166 有本　光玖(1) 鳥取城北高 2:32.59 q 2 3 168 後藤　奈央(1) 鳥取城北高 2:29.92 q
ｵｸﾑﾗ ｶﾅｺ 鳥　取 ﾋﾗｲ ﾕｲ 鳥　取

3 2 142 奥村　加奈子(2) 八頭高 2:44.16 3 5 197 平井　優衣(1) 鳥取西高 2:41.73
ﾆｼﾑﾗ ｶﾘﾝ 鳥　取 ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾅｶ 鳥　取

4 8 244 西村　香凜(1) 米子西高 2:45.37 4 8 87 池上　愛夏(1) 倉吉東高 2:46.23
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾐ 鳥　取 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝ 鳥　取

5 6 190 清水　文美(2) 鳥取西高 2:51.02 5 7 232 山田　凜(1) 米子東高 2:50.59
ﾀﾑﾗ ﾐｻｷ 鳥　取 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾔ 鳥　取

6 7 53 田村　実早希(2) 倉吉西高 2:51.08 6 2 221 河村　真彩(1) 米子南高 2:58.91
ｻｶﾓﾄ ｶﾅ 鳥　取 ｵｵﾀ ｱｷ 鳥　取

5 229 坂本　華奈(1) 青谷高 DNS 7 4 52 太田　彩(2) 倉吉西高 3:06.28

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

ｶﾜﾓﾄ ﾃﾞｱｲ 鳥　取 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ 鳥　取

1 5 115 河本　希望(2) 鳥取育英高 2:25.94 q 1 5 3 柴田　菜那(2) 米子西高 2:34.56 q
ﾜﾀﾞ ﾐﾕｳ 鳥　取 ﾓﾘﾀﾆ ﾅﾅｺ 鳥　取

2 8 255 和田　泉悠(2) 米子東高 2:28.05 q 2 3 182 森谷　菜々子(2) 鳥取西高 2:35.40
ｻｶﾓﾄ ﾅﾐ 鳥　取 ﾆｼｶﾜ ﾘﾝ 鳥　取ｻｶﾓﾄ ﾅﾐ 鳥　取 ﾆｼｶﾜ ﾘﾝ 鳥　取

3 4 78 坂本　奈未(2) 米子高専 2:34.80 q 3 4 254 西川　凜(2) 鳥取湖陵高 2:40.24
ｻｶﾀ ｺｺﾛ 鳥　取 ｿｳｼ ﾘﾅ 鳥　取

4 6 165 坂田　こころ(1) 鳥取城北高 2:35.60 4 8 261 双紙　里菜(1) 鳥取敬愛高 2:49.83
ﾊﾏｻｷ ﾘﾅ 鳥　取 ｲｷﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取

5 3 206 濱﨑　里菜(1) 八頭高 2:42.26 5 7 231 井岸　望(1) 米子東高 2:54.75
ﾐﾜ ﾏｺ 鳥　取 ｻｻｷ ﾓﾓｶ 鳥　取

6 7 246 三輪　真子(1) 米子西高 2:56.89 2 219 笹木　桃香(1) 米子高 DNS
ﾀｷﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ 鳥　取

6 150 瀧山　雅(1) 八頭高 DNS

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



高校女子800m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         2:08.27   中原　孝子(鳥取・鳥取女子高)          1987 9月19日 13:30 予　選
大会記録(GR)            2:15.09   礒江　美和(鳥取・由良育英高)          1996 9月20日 12:15 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾔｼ ﾋｶﾙ 鳥　取

1 4 215 林　輝(1) 鳥取育英高 2:22.78
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 鳥　取

2 5 127 小林　優香(2) 鳥取育英高 2:24.98
ｶﾜﾓﾄ ﾃﾞｱｲ 鳥　取

3 3 115 河本　希望(2) 鳥取育英高 2:25.60
ｺﾞﾄｳ ﾅｵ 鳥　取

4 7 168 後藤　奈央(1) 鳥取城北高 2:28.42
ｱﾘﾓﾄ ﾐｸ 鳥　取

5 8 166 有本　光玖(1) 鳥取城北高 2:29.98
ﾜﾀﾞ ﾐﾕｳ 鳥　取

6 6 255 和田　泉悠(2) 米子東高 2:31.14
ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ 鳥　取

7 2 3 柴田　菜那(2) 米子西高 2:35.33
ｻｶﾓﾄ ﾅﾐ 鳥　取

8 1 78 坂本　奈未(2) 米子高専 2:41.24

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝



高校女子1500m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         4:23.81   大塚　茜(鳥取・由良育英高)            1994 9月18日 11:25 予　選
大会記録(GR)            4:30.99   山本　亜利沙(鳥取・鳥取育英高)        2013 9月18日 14:30 決　勝

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

ｲﾂﾞﾂ ﾕｳｷ 鳥　取 ｵﾊﾞﾗ ｴｲｶ 鳥　取

1 9 162 井筒　結希(2) 鳥取城北高 4:48.28 Q 1 11 120 小原　瑛花(2) 鳥取育英高 4:52.75 Q
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾘﾅ 鳥　取 ﾊﾔｼ ﾋｶﾙ 鳥　取

2 15 116 宇田川　里奈(2) 鳥取育英高 4:52.85 Q 2 14 215 林　輝(1) 鳥取育英高 4:56.87 Q
ｱｷﾀ ﾏﾐ 鳥　取 ｱﾘｻﾜ ﾘｶｺ 鳥　取

3 2 160 秋田　真実(1) 鳥取城北高 4:58.05 Q 3 9 99 有沢　理香子(2) 倉吉東高 5:01.33 Q
ﾆｼｵ ﾕｳｶ 鳥　取 ﾔｷﾞ ﾋｶﾙ 鳥　取

4 4 196 西尾　祐香(1) 鳥取西高 4:58.38 Q 4 5 158 八木　ひかる(2) 鳥取城北高 5:03.78 Q
ｲﾘｴ ﾁﾊﾕ 鳥　取 ｷｼﾀﾞ ｻﾔｶ 鳥　取

5 10 146 入江　ちはゆ(1) 八頭高 5:01.08 Q 5 6 148 岸田　清楓(1) 八頭高 5:07.10 Q
ｷﾀｵ ﾐﾕｷ 鳥　取 ﾜﾀﾞ ﾐﾕｳ 鳥　取

6 5 39 北尾　見優希(2) 米子東高 5:09.85 Q 6 13 255 和田　泉悠(2) 米子東高 5:08.62 Q
ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ 鳥　取 ﾓﾘﾔﾏ ｻﾎ 鳥　取

7 7 3 柴田　菜那(2) 米子西高 5:13.84 q 7 2 239 森山　紗帆(1) 八頭高 5:16.31 q
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾘｺ 鳥　取 ｶｹﾞﾓﾄ ｱﾔ 鳥　取

8 13 86 森永　理子(1) 倉吉東高 5:15.25 q 8 3 7 影本　絢(2) 米子西高 5:18.29 q
ﾓﾘﾀﾆ ﾅﾅｺ 鳥　取 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷﾉ 鳥　取

9 8 182 森谷　菜々子(2) 鳥取西高 5:15.84 q 9 4 203 原田　侑妃乃(1) 鳥取東高 5:22.39
ｶﾅﾓﾘ ﾐｻ 鳥　取 ﾆｼｶﾜ ﾘﾝ 鳥　取

10 14 97 金森　美紗(2) 倉吉東高 5:18.68 q 10 8 254 西川　凜(2) 鳥取湖陵高 5:26.41
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁｶ 鳥　取 ｻｶﾓﾄ ﾅﾐ 鳥　取

11 1 204 富士原　知佳(1) 鳥取東高 5:20.23 11 1 78 坂本　奈未(2) 米子高専 5:30.80
ﾏﾂﾀﾞ ｻｴ 鳥　取 ｻｻｷ ﾓﾓｶ 鳥　取

12 3 211 松田　紗英(2) 米子高 5:48.84 12 10 219 笹木　桃香(1) 米子高 5:43.40
ｲｼﾄﾋﾞ ﾊﾙﾅ 鳥　取 ｷｼﾓﾄ ﾘﾝﾘ 鳥　取

13 12 234 石飛　遥奈(1) 米子東高 6:02.91 13 12 51 岸本　琳里(2) 倉吉西高 5:49.89
ﾌｸﾀ ｺﾄﾘ 鳥　取 ｿｳｼ ﾘﾅ 鳥　取

6 111 福田　ことり(2) 鳥取東高 DNS 14 15 261 双紙　里菜(1) 鳥取敬愛高 5:55.81
ｶﾜﾑﾗ ﾏﾔ 鳥　取 ﾐﾜ ﾏｺ 鳥　取

11 221 河村　真彩(1) 米子南高 DNS 15 16 246 三輪　真子(1) 米子西高 6:05.25
ｲｼﾅ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取

7 191 石名　望(1) 鳥取西高 DNS

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



高校女子1500m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         4:23.81   大塚　茜(鳥取・由良育英高)            1994 9月18日 11:25 予　選
大会記録(GR)            4:30.99   山本　亜利沙(鳥取・鳥取育英高)        2013 9月18日 14:30 決　勝

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 7 215 林　輝(1) 鳥取育英高 4:42.04
ｲﾂﾞﾂ ﾕｳｷ 鳥　取

2 1 162 井筒　結希(2) 鳥取城北高 4:42.45
ｵﾊﾞﾗ ｴｲｶ 鳥　取

3 14 120 小原　瑛花(2) 鳥取育英高 4:43.75
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾘﾅ 鳥　取

4 3 116 宇田川　里奈(2) 鳥取育英高 4:48.48
ｱﾘｻﾜ ﾘｶｺ 鳥　取

5 11 99 有沢　理香子(2) 倉吉東高 4:52.74
ｲﾘｴ ﾁﾊﾕ 鳥　取

6 15 146 入江　ちはゆ(1) 八頭高 4:55.51
ﾆｼｵ ﾕｳｶ 鳥　取

7 16 196 西尾　祐香(1) 鳥取西高 4:57.75
ﾔｷﾞ ﾋｶﾙ 鳥　取

8 10 158 八木　ひかる(2) 鳥取城北高 4:57.91
ｱｷﾀ ﾏﾐ 鳥　取

9 4 160 秋田　真実(1) 鳥取城北高 4:59.89
ｷｼﾀﾞ ｻﾔｶ 鳥　取

10 9 148 岸田　清楓(1) 八頭高 5:00.65
ｷﾀｵ ﾐﾕｷ 鳥　取

11 8 39 北尾　見優希(2) 米子東高 5:02.27
ﾜﾀﾞ ﾐﾕｳ 鳥　取

12 13 255 和田　泉悠(2) 米子東高 5:06.89
ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ 鳥　取

13 5 3 柴田　菜那(2) 米子西高 5:13.01
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾘｺ 鳥　取

14 18 86 森永　理子(1) 倉吉東高 5:13.35
ﾓﾘﾔﾏ ｻﾎ 鳥　取

15 17 239 森山　紗帆(1) 八頭高 5:14.69
ｶｹﾞﾓﾄ ｱﾔ 鳥　取

16 2 7 影本　絢(2) 米子西高 5:18.52
ﾓﾘﾀﾆ ﾅﾅｺ 鳥　取

17 6 182 森谷　菜々子(2) 鳥取西高 5:19.44
ｶﾅﾓﾘ ﾐｻ 鳥　取

18 12 97 金森　美紗(2) 倉吉東高 5:20.78

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝



高校女子3000m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         9:13.38   前川　祐紀(鳥取・由良育英高)          2012
大会記録(GR)            9:39.87   蘆田　陽子(鳥取・由良育英高)          2001 9月20日 14:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾂﾞﾂ ﾕｳｷ 鳥　取

1 12 162 井筒　結希(2) 鳥取城北高 10:04.37
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾘﾅ 鳥　取

2 15 116 宇田川　里奈(2) 鳥取育英高 10:13.91
ｵﾊﾞﾗ ｴｲｶ 鳥　取

3 1 120 小原　瑛花(2) 鳥取育英高 10:18.86
ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｸﾗ 鳥　取

4 7 144 谷口　桜(2) 八頭高 10:25.97
ﾎﾘｵ ｶﾎ 鳥　取

5 13 214 堀尾　和帆(1) 鳥取育英高 10:29.88
ﾆｼｵ ﾕｳｶ 鳥　取

6 5 196 西尾　祐香(1) 鳥取西高 10:33.16
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｶ 鳥　取

7 11 151 竹内　遥(1) 八頭高 10:39.18
ﾊﾅﾌｻ ﾓﾓｶ 鳥　取

8 2 174 花房　百伽(1) 鳥取城北高 10:45.58
ｶｸﾀﾆ ﾐﾂﾖ 鳥　取

9 8 170 角谷　充代(2) 鳥取城北高 10:50.20
ｷﾀｵ ﾐﾕｷ 鳥　取

10 4 39 北尾　見優希(2) 米子東高 10:55.21
ｱﾘｻﾜ ﾘｶｺ 鳥　取

11 6 99 有沢　理香子(2) 倉吉東高 10:56.10
ｸﾆｵｶ ﾄﾓﾐ 鳥　取

12 19 143 國岡　朋実(2) 八頭高 10:57.94
ｲｶﾞ ｱｶﾘ 鳥　取

13 18 262 伊賀　朱里(1) 鳥取西高 11:01.83
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁｶ 鳥　取

14 14 204 富士原　知佳(1) 鳥取東高 11:11.28
ｶｹﾞﾓﾄ ｱﾔ 鳥　取

15 21 7 影本　絢(2) 米子西高 11:41.61
ﾌｸﾀ ｺﾄﾘ 鳥　取

16 9 111 福田　ことり(2) 鳥取東高 11:42.83
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾘｺ 鳥　取

17 3 86 森永　理子(1) 倉吉東高 11:48.70
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷﾉ 鳥　取

18 20 203 原田　侑妃乃(1) 鳥取東高 11:49.66
ｶﾅﾓﾘ ﾐｻ 鳥　取

19 16 97 金森　美紗(2) 倉吉東高 11:53.73
ｻｻｷ ﾓﾓｶ 鳥　取

10 219 笹木　桃香(1) 米子高 DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅｺ 鳥　取

17 241 中村　美菜子(1) 倉吉西高 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



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

県高校記録(THR)         14.26     長谷川　里美(鳥取・由良育英高)        1985 9月18日 12:40 予　選
大会記録(GR)            14.91     山根　瑠美(鳥取・倉吉総産高)          2007 9月18日 14:15 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 (風:-1.5) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ 鳥　取 ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 鳥　取

1 3 102 坂口　詩歩(1) 倉吉東高 16.03 q 1 3 82 谷岡　景子(2) 倉吉東高 16.11 q
ｼﾏﾓﾄ ｱｶﾈ 鳥　取 ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ 鳥　取

2 5 222 嶋本　茜(1) 米子南高 16.24 q 2 1 72 竹内　ひかり(2) 倉吉総産高 16.72 q
ｵｵﾀ ｼｵﾝ 鳥　取 ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取

3 6 161 大田　詩穏(1) 鳥取城北高 17.27 q 3 6 90 谷本　望実(1) 倉吉東高 16.98 q
ﾐﾅﾐｶﾜ ﾅﾅｺ 鳥　取 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉ 鳥　取

4 1 230 南川　奈々子(1) 米子東高 17.72 q 4 4 195 澤田　佳詩乃(1) 鳥取西高 18.32 q
ｶｻｲ ﾅﾅｺ 鳥　取 ﾔﾏｼﾀ ﾚﾅ 鳥　取

5 2 10 笠井　菜々子(2) 米子西高 18.45 5 2 251 山下　玲奈(1) 鳥取商高 21.09
ｲｲﾉ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取 ｵｺ ｱﾕﾐ 鳥　取

6 7 212 伊井野　のぞみ(1) 鳥取商高 18.77 6 7 238 尾古　あゆみ(1) 境港総合高 21.27
ｲﾜﾓﾄ ｻｷ 鳥　取 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷ 鳥　取

7 4 194 岩本　紗季(1) 鳥取西高 18.91 7 8 4 川口　朗(2) 米子西高 24.37
ﾓﾄｲｹ ｼｵﾘ 鳥　取 ﾀｶﾅｼ ﾜｶ 鳥　取

8 248 本池　栞理(1) 米子西高 DNS 5 223 高梨　和香(1) 米子南高 DNS

凡例  DNS:欠場



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

県高校記録(THR)         14.26     長谷川　里美(鳥取・由良育英高)        1985 9月18日 12:40 予　選
大会記録(GR)            14.91     山根　瑠美(鳥取・倉吉総産高)          2007 9月18日 14:15 決　勝

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
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ 鳥　取

1 6 102 坂口　詩歩(1) 倉吉東高 15.57
ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 鳥　取

2 4 82 谷岡　景子(2) 倉吉東高 15.87
ｼﾏﾓﾄ ｱｶﾈ 鳥　取

3 5 222 嶋本　茜(1) 米子南高 16.12
ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ 鳥　取

4 3 72 竹内　ひかり(2) 倉吉総産高 16.30
ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取

5 7 90 谷本　望実(1) 倉吉東高 16.91
ｵｵﾀ ｼｵﾝ 鳥　取

6 8 161 大田　詩穏(1) 鳥取城北高 16.96
ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉ 鳥　取

7 2 195 澤田　佳詩乃(1) 鳥取西高 17.56
ﾐﾅﾐｶﾜ ﾅﾅｺ 鳥　取

8 1 230 南川　奈々子(1) 米子東高 18.06



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

県高校記録(THR)         59.82     定常　銘美(鳥取・倉吉東高)            2006 9月19日 09:30 予　選
大会記録(GR)            1:03.45   新　里菜(鳥取・由良育英高)            2004 9月19日 12:40 決　勝

予　選　2組0着＋8

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

ﾌｸｼﾏ ｻﾔ 鳥　取 ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 鳥　取

1 3 96 福嶋　沙耶(2) 倉吉東高 1:09.91 q 1 4 82 谷岡　景子(2) 倉吉東高 1:09.29 q
ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉ 鳥　取 ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取

2 6 195 澤田　佳詩乃(1) 鳥取西高 1:10.73 q 2 6 90 谷本　望実(1) 倉吉東高 1:09.95 q
ｲｲﾉ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取 ｵｵﾀ ｼｵﾝ 鳥　取

3 8 212 伊井野　のぞみ(1) 鳥取商高 1:12.36 q 3 7 161 大田　詩穏(1) 鳥取城北高 1:11.15 q
ｼﾏﾀﾆ ﾅﾂﾎ 鳥　取 ｲﾜﾓﾄ ｻｷ 鳥　取

4 7 68 島谷　夏帆(1) 境高 1:13.15 q 4 3 194 岩本　紗季(1) 鳥取西高 1:13.50 q
ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷ 鳥　取 ｺﾀﾆ ﾏﾄﾞｶ 鳥　取

5 4 4 川口　朗(2) 米子西高 1:13.94 5 5 18 小谷　まどか(2) 米子南高 1:14.11
ｲｽﾞﾐ ﾘﾅ 鳥　取 ﾔﾏｼﾀ ﾚﾅ 鳥　取

6 5 44 和泉　里奈(2) 境港総合高 1:17.35 6 2 251 山下　玲奈(1) 鳥取商高 1:17.62
ｲｼﾅ ﾖｳ 鳥　取 ﾔｽﾀﾞ ﾘｵ 鳥　取

OP 2 181 石名　遥(3) 鳥取西高 1:07.36 7 8 145 安田　里緒(1) 八頭高 1:18.59



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

県高校記録(THR)         59.82     定常　銘美(鳥取・倉吉東高)            2006 9月19日 09:30 予　選
大会記録(GR)            1:03.45   新　里菜(鳥取・由良育英高)            2004 9月19日 12:40 決　勝

決　勝　

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 5 82 谷岡　景子(2) 倉吉東高 1:07.56
ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉ 鳥　取

2 3 195 澤田　佳詩乃(1) 鳥取西高 1:08.10
ﾌｸｼﾏ ｻﾔ 鳥　取

3 4 96 福嶋　沙耶(2) 倉吉東高 1:08.24
ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取

4 6 90 谷本　望実(1) 倉吉東高 1:08.99
ｵｵﾀ ｼｵﾝ 鳥　取

5 7 161 大田　詩穏(1) 鳥取城北高 1:10.77
ｼﾏﾀﾆ ﾅﾂﾎ 鳥　取

6 2 68 島谷　夏帆(1) 境高 1:11.29
ｲｲﾉ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取

7 8 212 伊井野　のぞみ(1) 鳥取商高 1:13.86
ｲﾜﾓﾄ ｻｷ 鳥　取

1 194 岩本　紗季(1) 鳥取西高 DQ,TG

凡例  DQ:失格 TG:ハ-ドル不越



高校女子5000mW
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         23:25.53  廣澤　里佳(鳥取・鳥取商高)            2000
大会記録(GR)            26:43.02  岡本　桜(鳥取・鳥取育英高)            2014 9月18日 12:55 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾏﾉ ﾙﾅ 鳥　取

1 4 129 天野　瑠奈(2) 鳥取育英高 30:14.52
ｲﾘｴ ﾐﾊﾕ 鳥　取

2 3 147 入江　みはゆ(1) 八頭高 32:46.20
ﾀﾆｵ ｻﾔｶ 鳥　取

3 5 152 谷尾　沙耶香(1) 八頭高 35:58.16
ｸｻｶﾘ ｱﾔｶ 鳥　取

4 1 149 草刈　彩花(1) 八頭高 36:10.31
ﾀｶｼﾏ ﾕｳﾅ 鳥　取

5 2 213 高嶋　優奈(1) 鳥取育英高 43:05.77

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝



高校女子4X100mR
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         47.16     佐々木・小谷・盛田・沢田(鳥取・鳥取城北高)2013 9月18日 11:00 予　選
大会記録(GR)            48.40     佐々木・小谷・盛田・澤田(鳥取・鳥取城北高)2012 9月18日 14:55 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組
1着 48.70 2着 49.28 3着 51.75
4ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ q 2ﾚｰﾝ q
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

1 102 1 159 1 192

2 89 2 169 2 195

3 94 3 163 3 193

4 85 4 164 4 194

4着 52.35 5着 53.66 6着 56.21
7ﾚｰﾝ q 3ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
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 4 1 151 1 44

2 8 2 205 2 47

3 248 3 140 3 46

4 243 4 145 4 238

2組
1着 50.37 2着 51.56 3着 51.64
4ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ q 6ﾚｰﾝ q
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 59 1 38 1 64

2 58 2 40 2 68

3 57 3 37 3 65

4 56 4 42 4 67

4着 52.15 5着 52.40 6着 57.66
7ﾚｰﾝ q 3ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
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

1 223 1 131 1 106

2 18 2 117 2 199

3 15 3 118 3 200

4 222 4 128 4 112

倉吉東高

ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ
坂口　詩歩(1)

鳥　取
倉吉東高

ｱｲｵｲ ﾅﾅﾐ 鳥　取
倉吉東高

ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ
遠藤　菜々(2)

鳥　取
倉吉東高

ﾏｷﾉ ｻﾄｶ
牧野　里香(2)

鳥　取
倉吉東高

鳥取城北高

ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ
松本　真奈(1)

ｳﾉ ｱｶﾈ
宇野　茜(1)

相生　七海(1)

鳥　取
鳥取城北高

ｳｴﾀ ﾏﾕ
上田　真悠(2)

鳥　取
鳥取城北高
鳥　取
鳥取城北高

ｵｶﾑﾗ ﾚｲﾈ
岡村　玲音(2)

鳥　取
鳥取城北高

鳥取西高

ｲﾏｲ ﾕｷ
今井　優希(1)

鳥　取
鳥取西高

ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉ
澤田　佳詩乃(1)

鳥　取
鳥取西高

ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾅ
足立　春菜(1)

鳥　取
鳥取西高

ｲﾜﾓﾄ ｻｷ
岩本　紗季(1)

鳥　取
鳥取西高

米子西高

ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷ

八頭高

ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｶ

境港総合高

ｲｽﾞﾐ ﾘﾅ
川口　朗(2)

鳥　取
米子西高

ｶﾈﾓﾄ ｱｶﾘ
兼本　朱里(2)

鳥　取
米子西高

ﾓﾄｲｹ ｼｵﾘ
本池　栞理(1)

鳥　取
米子西高

ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾘｱ
守本　純良愛(1)

鳥　取
米子西高

竹内　遥(1)
鳥　取
八頭高

ﾅｶｼﾏ ｺｲ
中島　恋(1)

鳥　取
八頭高

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ
山本　彩(2)

鳥　取
八頭高

ﾔｽﾀﾞ ﾘｵ
安田　里緒(1)

鳥　取
八頭高

和泉　里奈(2)
鳥　取
境港総合高

ﾋﾗﾀ ﾉｿﾞﾐ
平田　稀望(2)

鳥　取
境港総合高

ﾌｸｼﾏ ﾐﾕｳ
福島　美友(2)

鳥　取
境港総合高

ｵｺ ｱﾕﾐ
尾古　あゆみ(1)

鳥　取
境港総合高

米子北高

ﾆｼｵﾉ ｶｺ
西小野　佳子(2)

鳥　取
米子北高

ﾌｸｲ ﾋﾏﾜﾘ 鳥　取
米子北高

ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ
山田　葵(1)

鳥　取
米子北高

ｸﾛﾐ ｱﾔｶ
黒見　文香(1)

鳥　取
米子北高

米子東高

ﾀﾆﾓﾄ ﾁｶ
谷本　知香(2)

ｿﾀ ﾘﾝｺ
曾田　凜子(2)

福井　向日葵(1)

鳥　取
米子東高

ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ
岡崎　穂乃香(2)

鳥　取
米子東高
鳥　取
米子東高

ﾊﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ
濵田　菜月(2)

鳥　取
米子東高

境高

ｷﾑﾗ ｻｷ
木村　早希(1)

鳥　取
境高

ｼﾏﾀﾆ ﾅﾂﾎ
島谷　夏帆(1)

鳥　取
境高

ｶﾞﾓｳ ﾋﾅﾐ
蒲生　陽南(1)

鳥　取
境高

ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾘ
濵田　愛莉(1)

鳥　取
境高

米子南高

ﾀｶﾅｼ ﾜｶ

鳥取育英高

ﾌｼﾞｲ ﾎﾉｶ

鳥取東高

ｷﾀﾔﾏ ﾘｻ
高梨　和香(1)

鳥　取
米子南高

ｺﾀﾆ ﾏﾄﾞｶ
小谷　まどか(2)

鳥　取
米子南高

ﾔﾏﾈ ﾐｽｽﾞ
山根　美紗(2)

鳥　取
米子南高

ｼﾏﾓﾄ ｱｶﾈ
嶋本　茜(1)

鳥　取
米子南高

藤井　ほのか(1)
鳥　取
鳥取育英高

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｶ
谷口　涼香(2)

鳥　取
鳥取育英高

ｽﾔﾏ ｶﾅ
陶山　佳奈(2)

鳥　取
鳥取育英高

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾊﾙ
長谷川　美晴(2)

鳥　取
鳥取育英高

北山　莉沙(2)
鳥　取
鳥取東高

ｲﾉｸﾞﾁ ｱｶﾘ
猪口　あかり(1)

鳥　取
鳥取東高

ｸﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾘ
栗本　樹里(1)

鳥　取
鳥取東高

ﾌﾙｲ ﾊﾙﾅ
古井　春菜(2)

鳥　取
鳥取東高



高校女子4X100mR
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         47.16     佐々木・小谷・盛田・沢田(鳥取・鳥取城北高)2013 9月18日 11:00 予　選
大会記録(GR)            48.40     佐々木・小谷・盛田・澤田(鳥取・鳥取城北高)2012 9月18日 14:55 決　勝

決　勝　

1着 48.99 2着 49.53 3着 50.42
6ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
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

1 102 1 159 1 59

2 89 2 169 2 58

3 94 3 163 3 57

4 85 4 164 4 56

4着 51.60 5着 51.63 6着 52.13
7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
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

1 192 1 64 1 230

2 195 2 68 2 40

3 193 3 65 3 37

4 194 4 67 4 42

7着 52.47 8着 52.54
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
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 4 1 223

2 8 2 18

3 248 3 15

4 243 4 222

倉吉東高

ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ
坂口　詩歩(1)

鳥　取
倉吉東高

ｱｲｵｲ ﾅﾅﾐ 鳥　取
倉吉東高

ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ
遠藤　菜々(2)

鳥　取
倉吉東高

ﾏｷﾉ ｻﾄｶ
牧野　里香(2)

鳥　取
倉吉東高

鳥取城北高

ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ
松本　真奈(1)

ｳﾉ ｱｶﾈ
宇野　茜(1)

相生　七海(1)

鳥　取
鳥取城北高

ｳｴﾀ ﾏﾕ
上田　真悠(2)

鳥　取
鳥取城北高
鳥　取
鳥取城北高

ｵｶﾑﾗ ﾚｲﾈ
岡村　玲音(2)

鳥　取
鳥取城北高

米子北高

ﾆｼｵﾉ ｶｺ
西小野　佳子(2)

鳥　取
米子北高

ﾌｸｲ ﾋﾏﾜﾘ
福井　向日葵(1)

鳥　取
米子北高

ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ
山田　葵(1)

鳥　取
米子北高

ｸﾛﾐ ｱﾔｶ
黒見　文香(1)

鳥　取
米子北高

鳥取西高

ｲﾏｲ ﾕｷ

境高

ｷﾑﾗ ｻｷ

米子東高

ﾐﾅﾐｶﾜ ﾅﾅｺ
今井　優希(1)

鳥　取
鳥取西高

ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉ
澤田　佳詩乃(1)

鳥　取
鳥取西高

ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾅ
足立　春菜(1)

鳥　取
鳥取西高

ｲﾜﾓﾄ ｻｷ
岩本　紗季(1)

鳥　取
鳥取西高

木村　早希(1)
鳥　取
境高

ｼﾏﾀﾆ ﾅﾂﾎ
島谷　夏帆(1)

鳥　取
境高

ｶﾞﾓｳ ﾋﾅﾐ
蒲生　陽南(1)

鳥　取
境高

ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾘ
濵田　愛莉(1)

鳥　取
境高

南川　奈々子(1)
鳥　取
米子東高

ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ
岡崎　穂乃香(2)

鳥　取
米子東高

ｿﾀ ﾘﾝｺ
曾田　凜子(2)

鳥　取
米子東高

ﾊﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ
濵田　菜月(2)

鳥　取
米子東高

米子西高

ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷ
川口　朗(2)

鳥　取
米子西高

ｶﾈﾓﾄ ｱｶﾘ 鳥　取
米子西高

ﾓﾄｲｹ ｼｵﾘ
本池　栞理(1)

鳥　取
米子西高

ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾘｱ
守本　純良愛(1)

鳥　取
米子西高

米子南高

ﾀｶﾅｼ ﾜｶ
高梨　和香(1)

ﾔﾏﾈ ﾐｽｽﾞ
山根　美紗(2)

兼本　朱里(2)

鳥　取
米子南高

ｺﾀﾆ ﾏﾄﾞｶ
小谷　まどか(2)

鳥　取
米子南高
鳥　取
米子南高

ｼﾏﾓﾄ ｱｶﾈ
嶋本　茜(1)

鳥　取
米子南高



高校女子4X400mR
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         3:52.93   坂田・岡崎・岡崎・柴田(鳥取・倉吉東高)2012 9月19日 16:35 予　選
大会記録(GR)            3:57.72   坂田・柴田・牧・岡崎(鳥取・倉吉東高)  2012 9月20日 15:30 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組
1着 4:16.13 2着 4:16.69 3着 4:17.63
7ﾚｰﾝ q 6ﾚｰﾝ q 3ﾚｰﾝ q
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

1 198 1 4 1 58

2 193 2 8 2 57

3 182 3 243 3 54

4 195 4 10 4 55

4着 4:18.37 5着 4:18.90 6着 4:18.95
4ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ q 2ﾚｰﾝ q
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 42 1 159 1 65

2 36 2 163 2 68

3 230 3 160 3 66

4 40 4 170 4 67

2組
1着 4:07.29 2着 4:19.99 3着 4:24.74
4ﾚｰﾝ q 3ﾚｰﾝ q 6ﾚｰﾝ
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 98 1 148 1 18

2 101 2 144 2 15

3 88 3 140 3 19

4 102 4 145 4 222

4着 4:38.32
7ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ DQ,T2 2ﾚｰﾝ 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

1 106 1 128 1 (    )

2 204 2 117 2 (    )

3 199 3 131 3 (    )

4 203 4 118 4 (    )

鳥取西高

ﾀﾅｶ ﾐﾎ
田中　美帆(1)

鳥　取
鳥取西高

ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾅ 鳥　取
鳥取西高

ﾓﾘﾀﾆ ﾅﾅｺ
森谷　菜々子(2)

鳥　取
鳥取西高

ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉ
澤田　佳詩乃(1)

鳥　取
鳥取西高

米子西高

ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷ
川口　朗(2)

ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾘｱ
守本　純良愛(1)

足立　春菜(1)

鳥　取
米子西高

ｶﾈﾓﾄ ｱｶﾘ
兼本　朱里(2)

鳥　取
米子西高
鳥　取
米子西高

ｶｻｲ ﾅﾅｺ
笠井　菜々子(2)

鳥　取
米子西高

米子北高

ﾌｸｲ ﾋﾏﾜﾘ
福井　向日葵(1)

鳥　取
米子北高

ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ
山田　葵(1)

鳥　取
米子北高

ﾊｼｸﾞﾁ ﾏｵ
橋口　真音(2)

鳥　取
米子北高

ﾊｾｶﾞﾜ ｻｷ
長谷川　咲希(2)

鳥　取
米子北高

米子東高

ﾊﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ

鳥取城北高

ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ

境高

ｶﾞﾓｳ ﾋﾅﾐ
濵田　菜月(2)

鳥　取
米子東高

ﾏﾂｵｶ ﾋﾅ
松岡　日菜(2)

鳥　取
米子東高

ﾐﾅﾐｶﾜ ﾅﾅｺ
南川　奈々子(1)

鳥　取
米子東高

ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ
岡崎　穂乃香(2)

鳥　取
米子東高

松本　真奈(1)
鳥　取
鳥取城北高

ｳﾉ ｱｶﾈ
宇野　茜(1)

鳥　取
鳥取城北高

秋田　真実(1)
鳥　取
鳥取城北高

ｶｸﾀﾆ ﾐﾂﾖ
角谷　充代(2)

鳥　取
鳥取城北高

蒲生　陽南(1)
鳥　取
境高

ｼﾏﾀﾆ ﾅﾂﾎ
島谷　夏帆(1)

鳥　取
境高

ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ

ﾀｶｷﾞ ﾐｳ
高木　美羽(1)

鳥　取
境高

ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾘ
濵田　愛莉(1)

鳥　取
境高

ｱｷﾀ ﾏﾐ

倉吉東高
ｲﾉｳｴ ｶﾅ
井上　佳奈(1)

鳥　取
倉吉東高

倉吉東高

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ
谷口　寧那(2)

鳥　取
倉吉東高

坂口　詩歩(1)
鳥　取
倉吉東高

八頭高

ｷｼﾀﾞ ｻﾔｶ
岸田　清楓(1)

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ
山本　彩(2)

山本　千尋(1)
鳥　取

鳥　取
八頭高

ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｸﾗ
谷口　桜(2)

鳥　取
八頭高
鳥　取
八頭高

ﾔｽﾀﾞ ﾘｵ
安田　里緒(1)

鳥　取
八頭高

米子南高

ｺﾀﾆ ﾏﾄﾞｶ
小谷　まどか(2)

鳥　取
米子南高

ﾔﾏﾈ ﾐｽｽﾞ
山根　美紗(2)

鳥　取
米子南高

ﾏｽｲ ﾓｴ
益井　萌愛(2)

鳥　取
米子南高

ｼﾏﾓﾄ ｱｶﾈ
嶋本　茜(1)

鳥　取
米子南高

鳥取東高

ｷﾀﾔﾏ ﾘｻ

鳥取育英高

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾊﾙ

鳥取商高

ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ

北山　莉沙(2)
鳥　取
鳥取東高

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁｶ
富士原　知佳(1)

鳥　取
鳥取東高

ｲﾉｸﾞﾁ ｱｶﾘ
猪口　あかり(1)

鳥　取
鳥取東高

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷﾉ
原田　侑妃乃(1)

鳥　取
鳥取東高

長谷川　美晴(2)
鳥　取
鳥取育英高

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｶ
谷口　涼香(2)

鳥　取
鳥取育英高

ﾌｼﾞｲ ﾎﾉｶ
藤井　ほのか(1)

鳥　取
鳥取育英高

ｽﾔﾏ ｶﾅ
陶山　佳奈(2)

鳥　取
鳥取育英高

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T2:(R163-3)レーン侵害



高校女子4X400mR
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         3:52.93   坂田・岡崎・岡崎・柴田(鳥取・倉吉東高)2012 9月19日 16:35 予　選
大会記録(GR)            3:57.72   坂田・柴田・牧・岡崎(鳥取・倉吉東高)  2012 9月20日 15:30 決　勝

決　勝　

1着 4:07.89 2着 4:12.36 3着 4:14.91
6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
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 98 1 169 1 4

2 88 2 163 2 8

3 101 3 159 3 243

4 102 4 170 4 10

4着 4:15.05 5着 4:15.15 6着 4:17.08
3ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
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 59 1 36 1 198

2 58 2 37 2 193

3 54 3 40 3 182

4 55 4 42 4 195

7着 4:21.48 8着 4:25.58
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
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 65 1 140

2 68 2 144

3 66 3 148

4 67 4 145

倉吉東高

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ
谷口　寧那(2)

鳥　取
倉吉東高

ｲﾉｳｴ ｶﾅ 鳥　取
倉吉東高

ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ
山本　千尋(1)

鳥　取
倉吉東高

ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ
坂口　詩歩(1)

鳥　取
倉吉東高

鳥取城北高

ｳｴﾀ ﾏﾕ
上田　真悠(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ
松本　真奈(1)

井上　佳奈(1)

鳥　取
鳥取城北高

ｳﾉ ｱｶﾈ
宇野　茜(1)

鳥　取
鳥取城北高
鳥　取
鳥取城北高

ｶｸﾀﾆ ﾐﾂﾖ
角谷　充代(2)

鳥　取
鳥取城北高

米子西高

ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷ
川口　朗(2)

鳥　取
米子西高

ｶﾈﾓﾄ ｱｶﾘ
兼本　朱里(2)

鳥　取
米子西高

ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾘｱ
守本　純良愛(1)

鳥　取
米子西高

ｶｻｲ ﾅﾅｺ
笠井　菜々子(2)

鳥　取
米子西高

米子北高

ﾆｼｵﾉ ｶｺ

米子東高

ﾏﾂｵｶ ﾋﾅ

鳥取西高

ﾀﾅｶ ﾐﾎ
西小野　佳子(2)

鳥　取
米子北高

ﾌｸｲ ﾋﾏﾜﾘ
福井　向日葵(1)

鳥　取
米子北高

ﾊｼｸﾞﾁ ﾏｵ
橋口　真音(2)

鳥　取
米子北高

ﾊｾｶﾞﾜ ｻｷ
長谷川　咲希(2)

鳥　取
米子北高

松岡　日菜(2)
鳥　取
米子東高

ｿﾀ ﾘﾝｺ
曾田　凜子(2)

鳥　取
米子東高

ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ
岡崎　穂乃香(2)

鳥　取
米子東高

ﾊﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ
濵田　菜月(2)

鳥　取
米子東高

田中　美帆(1)
鳥　取
鳥取西高

ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾅ
足立　春菜(1)

鳥　取
鳥取西高

ﾓﾘﾀﾆ ﾅﾅｺ
森谷　菜々子(2)

鳥　取
鳥取西高

ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉ
澤田　佳詩乃(1)

鳥　取
鳥取西高

境高

ｶﾞﾓｳ ﾋﾅﾐ
蒲生　陽南(1)

鳥　取
境高

ｼﾏﾀﾆ ﾅﾂﾎ 鳥　取
境高

ﾀｶｷﾞ ﾐｳ
高木　美羽(1)

鳥　取
境高

ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾘ
濵田　愛莉(1)

鳥　取
境高

八頭高

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ
山本　彩(2)

ｷｼﾀﾞ ｻﾔｶ
岸田　清楓(1)

島谷　夏帆(1)

鳥　取
八頭高

ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｸﾗ
谷口　桜(2)

鳥　取
八頭高
鳥　取
八頭高

ﾔｽﾀﾞ ﾘｵ
安田　里緒(1)

鳥　取
八頭高



高校女子走高跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         1m79      渡辺　ゆかり(鳥取・鳥取西高)          1984
県中学記録(TCR)         1m76      川本　衣里子(鳥取・境港第二中)        1990
大会記録(GR)            1m70      川本　衣里子(鳥取・鳥取女子高)        1991
大会記録(GR)            1m70      佐々木　エルザ(鳥取・鳥取城北高)      2005 9月20日 12:30 決　勝

決　勝　

ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 鳥　取 － － － － ○ ○ × × ○ ○

1 7 167 吉田　樹璃(2) 鳥取城北高 × × × 1m61
ﾀｶｷﾞ ﾐｳ 鳥　取 ○ ○ ○ ○ × × ×

2 8 66 高木　美羽(1) 境高 1m45
ﾀﾑﾗ ﾎﾉｶ 鳥　取 × ○ ○ ○ × ○ × × ×

3 4 83 田村　帆野佳(2) 倉吉東高 1m45
ﾏﾂｵｶ ﾋﾅ 鳥　取 ○ × × ○ ○ × ○ × × ×

4 3 36 松岡　日菜(2) 米子東高 1m45
ｸﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 鳥　取 × ○ ○ ○ × × ○ × × ×

5 11 200 栗本　樹里(1) 鳥取東高 1m45
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 鳥　取 × ○ ○ × ○ × × ×

6 6 101 山本　千尋(1) 倉吉東高 1m40
ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 鳥　取 － × ○ × ○ × × ×

6 10 82 谷岡　景子(2) 倉吉東高 1m40
ｶｻｲ ﾅﾅｺ 鳥　取 ○ × × ×

8 2 10 笠井　菜々子(2) 米子西高 1m30
ﾀｶﾅｼ ﾜｶ 鳥　取 × × ○ × × ×

9 12 223 高梨　和香(1) 米子南高 1m30
ﾅｶﾉ ｱﾝﾅ 鳥　取 × × ×

5 226 中野　杏奈(1) 岩美高 NM
ﾀﾅｶ ﾐﾎ 鳥　取 × × ×

9 225 田中　美帆(1) 岩美高 NM
ﾏﾂﾀﾞ ｻｴ 鳥　取

1 211 松田　紗英(2) 米子高 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m30

1m63

1m61
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m58

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校女子走幅跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         6m03      湊　つばさ(鳥取・境高)                2000
大会記録(GR)            5m74      湊　つばさ(鳥取・境高)                1999 9月18日 12:10 決勝

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ﾙｶ 鳥　取 × × 5m27 5m27 5m14 5m23 4m99 5m27
1 11 74 吉田　瑠花(2) 倉吉総産高 +1.2 +1.2 +2.9 +1.4 +3.9 +1.2

ﾏｷﾉ ｻﾄｶ 鳥　取 4m90 × 5m19 5m19 5m04 5m16 5m11 5m19
2 16 85 牧野　里香(2) 倉吉東高 +0.5 +2.1 +2.1 +1.9 +3.3 +2.6 +2.1

ｶﾞﾓｳ ﾋﾅﾐ 鳥　取 × 4m90 × 4m90 4m93 4m56 4m75 4m93
3 6 65 蒲生　陽南(1) 境高 +1.0 +1.0 +1.6 +1.2 +2.3 +1.6

ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取 4m68 4m72 － 4m72 4m76 4m82 × 4m82
4 4 90 谷本　望実(1) 倉吉東高 +1.6 +1.8 +1.8 +0.6 +1.0 +1.0

ｲﾏｲ ﾕｷ 鳥　取 × 4m39 4m68 4m68 4m72 4m81 4m72 4m81
5 18 192 今井　優希(1) 鳥取西高 +1.6 +1.7 +1.7 +1.9 +1.6 +0.5 +1.6

ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 鳥　取 4m80 × 4m38 4m80 4m50 × 4m72 4m80
6 13 67 濵田　愛莉(1) 境高 +1.5 +1.6 +1.5 +0.9 +3.0 +1.5

ｷﾑﾗ ﾏﾘﾅ 鳥　取 4m66 4m64 × 4m66 4m56 × 4m58 4m66
7 9 153 木村　まりな(1) 倉吉総産高 +1.9 +1.0 +1.9 +2.3 +3.4 +1.9

ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 鳥　取 4m53 4m43 4m47 4m53 4m24 4m63 4m40 4m63
8 8 101 山本　千尋(1) 倉吉東高 +1.6 +3.2 +0.3 +1.6 +1.5 +1.2 +0.2 +1.2

ｲｲﾉ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取 4m46 4m36 × 4m46 4m46
9 3 212 伊井野　のぞみ(1) 鳥取商高 +0.7 +1.9 +0.7 +0.7

ｻﾜﾏﾙ ﾊﾙｶ 鳥　取 4m44 × 4m22 4m44 4m44
10 7 77 澤丸　陽佳(2) 米子高専 +1.6 +0.6 +1.6 +1.6

ﾅｶｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 鳥　取 4m37 4m23 4m36 4m37 4m37
11 17 154 中川　涼香(2) 米子北斗高 +1.5 +1.8 +2.8 +1.5 +1.5

ｳﾁﾀﾞ ｱｲﾘ 鳥　取 4m18 4m34 4m35 4m35 4m35
12 2 17 内田　愛里(2) 米子南高 +1.1 +2.1 +2.9 +2.9 +2.9

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾊﾙ 鳥　取 4m30 4m22 4m17 4m30 4m30
13 10 128 長谷川　美晴(2) 鳥取育英高 +0.9 +1.8 +2.2 +0.9 +0.9

ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 鳥　取 4m20 3m33 3m83 4m20 4m20
14 5 167 吉田　樹璃(2) 鳥取城北高 +2.8 +1.4 -0.1 +2.8 +2.8

ｼﾐｽﾞ ﾘｺ 鳥　取 3m99 3m89 3m88 3m99 3m99
15 14 177 清水　莉子(2) 鳥取湖陵高 +3.1 +2.9 +0.6 +3.1 +3.1

ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾖ 鳥　取 3m88 3m87 × 3m88 3m88
16 15 185 島田　寛世(1) 米子高専 +1.5 +2.6 +1.5 +1.5

ﾀﾅｶ ﾐﾎ 鳥　取 2m97 2m85 3m08 3m08 3m08
17 12 225 田中　美帆(1) 岩美高 +0.7 +2.9 +1.0 +1.0 +1.0

ﾅｶﾉ ｱﾝﾅ 鳥　取 2m67 2m75 2m38 2m75 2m75
18 1 226 中野　杏奈(1) 岩美高 +1.6 +1.8 +2.1 +1.8 +1.8

ﾓﾄｲｹ ｼｵﾘ 鳥　取

19 248 本池　栞理(1) 米子西高 DNS

凡例  DNS:欠場



オープン女子走幅跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

9月18日 12:10 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼｼﾄﾞ ﾐｻｷ 鳥　取 5m25 5m30 × 5m30 × 5m35 5m28 5m35
1 1 26 宍戸　美咲(3) 境高 +1.2 +1.4 +1.4 +0.9 +1.6 +0.9



高校女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         13m95     小川　智美(鳥取・由良育英高)          1985
大会記録(GR)            12m42     牧　和穂(鳥取・米子西高)              1997 9月20日 12:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ 鳥　取

1 10 140 山本　彩(2) 八頭高 9m32 9m73 9m02 9m73 9m92 × 10m62 10m62
ｲﾜｻ ｱﾔｶ 鳥　取

2 6 93 岩佐　彩夏(1) 倉吉東高 9m66 × 9m71 9m71 9m93 9m85 10m45 10m45
ｵｶﾑﾗ ﾅﾅ 鳥　取

3 2 172 岡村　夏々(1) 鳥取城北高 7m49 8m51 7m71 8m51 8m74 8m29 8m17 8m74
ｲﾉｸﾞﾁ ｱｶﾘ 鳥　取

4 5 199 猪口　あかり(1) 鳥取東高 8m41 8m65 8m40 8m65 7m84 6m62 8m30 8m65
ｷﾀﾔﾏ ﾘｻ 鳥　取

5 9 106 北山　莉沙(2) 鳥取東高 8m04 8m16 8m29 8m29 7m87 8m21 × 8m29
ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾘﾝ 鳥　取

6 1 95 藤原　花梨(2) 倉吉東高 6m68 8m09 7m52 8m09 × 7m51 7m03 8m09
ﾌﾙｲ ﾊﾙﾅ 鳥　取

7 7 112 古井　春菜(2) 鳥取東高 7m51 7m18 7m26 7m51 7m26 7m66 7m41 7m66
ｼﾏﾂﾞ ﾙｲ 鳥　取

8 3 186 島津　瑠衣(1) 米子高専 6m22 5m49 6m35 6m35 6m04 5m96 5m86 6m35
ﾖｼﾑﾗ ｱﾝﾅ 鳥　取

9 8 45 吉村　晏奈(2) 境港総合高 5m15 5m44 5m39 5m44 5m44
ﾏｴｽﾞﾐ ﾓﾓﾅ 鳥　取

10 4 258 前住　桃菜(1) 鳥取湖陵高 5m12 5m24 5m25 5m25 5m25



高校女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         43m90     牧　和穂(鳥取・米子西高)              1998
大会記録(GR)            38m48     松井　淳子(鳥取・由良育英高)          1990 9月18日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ 鳥　取

1 5 140 山本　彩(2) 八頭高 23m67 24m24 22m01 24m24 8 22m57 22m34 22m96 24m24
ｵｶﾑﾗ ﾅﾅ 鳥　取

2 6 172 岡村　夏々(1) 鳥取城北高 21m15 × 20m05 21m15 7 19m70 20m80 20m25 21m15
ｲﾜｻ ｱﾔｶ 鳥　取

3 1 93 岩佐　彩夏(1) 倉吉東高 × × 16m49 16m49 5 17m28 18m84 18m54 18m84
ｲﾉｸﾞﾁ ｱｶﾘ 鳥　取

4 8 199 猪口　あかり(1) 鳥取東高 17m58 × × 17m58 6 18m47 × 17m81 18m47
ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶ 鳥　取

5 7 220 鈴木　宏香(1) 米子高 14m70 14m22 16m45 16m45 4 14m98 15m69 14m40 16m45
ﾏｽｲ ﾓｴ 鳥　取

6 2 19 益井　萌愛(2) 米子南高 × 13m60 14m78 14m78 3 15m43 16m41 15m99 16m41
ﾄﾞﾃｸﾞﾁ ﾓｴ 鳥　取

7 9 228 土手口　百笑(1) 岩美高 11m56 10m26 12m52 12m52 2 11m40 10m60 × 12m52
ﾊｼﾓﾄ ｶﾅｺ 鳥　取

8 3 202 橋本　奏子(1) 鳥取東高 × × 12m15 12m15 1 11m09 10m83 11m69 12m15
ｼｹﾞﾉﾌﾞ ﾐﾅﾐ 鳥　取

9 4 227 繁延　未波(1) 岩美高 × 11m15 × 11m15 11m15



オープン女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

9月18日 11:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 鳥　取

1 1 71 吉田　美月(3) 倉吉総産高 42m37 41m45 43m60 43m60 41m43 × 38m74 43m60



高校女子やり投(0.600kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

県高校記録(THR)         52m12     田中　晴菜(鳥取・倉吉総産高)          2013
大会記録(GR)            45m64     田中　晴菜(鳥取・倉吉総産高)          2012 9月19日 14:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｻ ｱﾔｶ 鳥　取

1 9 93 岩佐　彩夏(1) 倉吉東高 33m63 32m82 33m14 33m63 34m32 34m51 × 34m51
ｵｶﾑﾗ ﾅﾅ 鳥　取

2 6 172 岡村　夏々(1) 鳥取城北高 29m99 26m63 30m27 30m27 27m98 26m81 30m78 30m78
ｺﾆｼ ﾘｶ 鳥　取

3 10 259 小西　里佳(1) 鳥取湖陵高 23m79 26m16 24m13 26m16 25m79 25m63 28m77 28m77
ｼﾏﾂﾞ ﾙｲ 鳥　取

4 4 186 島津　瑠衣(1) 米子高専 21m99 25m95 24m98 25m95 24m85 25m80 25m35 25m95
ｲﾉｸﾞﾁ ｱｶﾘ 鳥　取

5 3 199 猪口　あかり(1) 鳥取東高 18m20 18m20 18m84 18m84 20m24 22m21 × 22m21
ｶｻｲ ﾅﾅｺ 鳥　取

6 13 10 笠井　菜々子(2) 米子西高 18m69 21m68 21m70 21m70 18m51 20m28 20m78 21m70
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ 鳥　取

7 1 140 山本　彩(2) 八頭高 19m37 17m36 20m13 20m13 18m61 17m14 18m76 20m13
ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶ 鳥　取

8 5 220 鈴木　宏香(1) 米子高 17m58 14m92 18m21 18m21 16m26 17m56 15m17 18m21
ｼｹﾞﾉﾌﾞ ﾐﾅﾐ 鳥　取

9 12 227 繁延　未波(1) 岩美高 15m47 14m73 18m19 18m19 18m19
ﾖｼﾑﾗ ｱﾝﾅ 鳥　取

10 7 45 吉村　晏奈(2) 境港総合高 15m68 × × 15m68 15m68
ﾏｽｲ ﾓｴ 鳥　取

11 11 19 益井　萌愛(2) 米子南高 15m12 15m01 × 15m12 15m12
ｸﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 鳥　取

12 8 200 栗本　樹里(1) 鳥取東高 × 13m45 13m44 13m45 13m45
ﾄﾞﾃｸﾞﾁ ﾓｴ 鳥　取

13 2 228 土手口　百笑(1) 岩美高 8m56 × × 8m56 8m56
ﾀｶｷﾞ ﾐｳ 鳥　取

14 66 高木　美羽(1) 境高 × × × NM

凡例  NM:記録なし



中学１年男子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学１年記録(TCR)     11.70     新　憲太郎(鳥取・後藤ヶ丘中)          2004 9月19日 11:15 予　選
大会記録(GR)            11.81     大石　直徹(鳥取・後藤ヶ丘中)          2013 9月19日 14:25 決　勝

予　選　12組0着＋8

1組 (風:-1.1) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾉﾉｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 鳥　取 ﾔﾏﾈ ﾀｸﾄ 鳥　取

1 3 831 野々口　真紘(1) 国府中 13.06 1 3 875 山根　巧登(1) 高草中 12.92
ｲﾜﾀ ﾊﾙﾋｻ 鳥　取 ｻﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ 鳥　取

2 4 280 岩田　悠久(1) 箕蚊屋中 13.20 2 5 810 澤田　拓実(1) 八頭中 13.23
ﾖｼﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 鳥　取 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 鳥　取

3 5 691 吉田　怜治(1) 鳥取西中 13.53 3 4 262 加藤　巧(1) 弓ヶ浜中 13.58
ｵｻｷ ﾋｶﾙ 鳥　取 ｲﾜｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 鳥　取

4 6 775 尾崎　光(1) 中ノ郷中 13.67 4 1 269 岩﨑　皓大(1) 境港第三中 13.59
ｷtﾑﾗ ﾀｸﾄ 鳥　取 ｸﾛﾐ ｹｲｽｹ 鳥　取

5 2 809 北村　拓斗(1) 八頭中 14.33 5 6 58 黒見　圭佑(1) 福米中 13.66
ｶｼﾞｷ ｱﾔﾄ 鳥　取 ｺｸﾗ ｴｲｼｭﾝ 鳥　取

6 8 413 鍛冶木　彩仁(1) 赤碕中 14.49 6 7 830 児倉　英隼(1) 国府中 13.95
ﾉﾑﾗ ﾏｺﾄ 鳥　取 ｻﾀﾞﾂﾈ ﾕｳﾄ 鳥　取

7 234 野村　諒(1) 後藤ヶ丘中 DNS 7 8 153 定常　勇斗(1) 東山中 14.02
ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾏ 鳥　取

8 2 441 杉本　颯馬(1) 久米中 15.96

3組 (風:+2.0) 4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
ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ 鳥　取 ｲｹﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 鳥　取

1 3 344 井之上　匠(1) 河北中 12.20 q 1 3 263 池田　奎太郎(1) 弓ヶ浜中 12.67 q
ｻﾄｳ ﾙｶ 鳥　取 ﾊﾅﾔﾏ ﾕｳｾｲ 鳥　取

2 4 822 佐藤　瑠海(1) 気高中 13.11 2 5 233 花山　由晟(1) 後藤ヶ丘中 12.77
ﾀｶﾀ ﾕｳｾｲ 鳥　取 ｵｳｺﾞﾝ ﾕｳｽｹ 鳥　取

3 7 78 高田　悠成(1) 境港第二中 13.29 3 4 868 黄金　勇佑(1) 青谷中 12.92
ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｸﾔ 鳥　取 ｵｺ ﾏﾅﾄ 鳥　取

4 6 440 門脇　卓也(1) 久米中 13.71 4 7 199 尾古　愛斗(1) 中山中 13.43
ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 鳥　取 ｶﾔﾉ ﾎｳｾｲ 鳥　取

5 5 669 松井　秀憲(1) 鳥大附属中 13.73 5 8 45 茅野　宝清(1) 米子北斗中 14.20
ｶﾈﾀﾆ ｱｷﾗ 鳥　取 ﾀﾑﾗ ﾅﾂｷ 鳥　取

6 8 746 金谷　晃(1) 智頭中 14.37 6 2 225 田村　夏輝(1) 福生中 15.38
ﾊﾔｼ ﾏﾅﾑ 鳥　取 ｻｶﾀ ﾀｲﾖｳ 鳥　取

2 259 林　真夢(1) 岸本中 DNS 6 181 坂田　大耀(1) 大山中 DNS

5組 (風:+0.9) 6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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｼﾞﾊﾗ ｲﾂｷ 鳥　取 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ 鳥　取

1 3 182 藤原　樹(1) 大山中 12.56 q 1 5 717 松本　悠人(1) 鳥取東中 13.06
ﾏｷﾉ ｱｷﾋﾛ 鳥　取 ｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 鳥　取

2 5 375 牧野　晃大(1) 北溟中 12.71 2 6 200 佐川　隼也(1) 中山中 13.13
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾔ 鳥　取 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 鳥　取

3 2 346 山本　直矢(1) 河北中 13.41 3 3 745 小林　隼人(1) 智頭中 13.76
ｱﾘﾓﾄ ｿｳﾔ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 鳥　取

4 7 198 有本　蒼矢(1) 中山中 13.41 4 7 916 田中　啓暉(1) 岩美中 13.94
ｱｻｷ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取 ﾋﾛﾊｼ ﾘｭｳﾔ 鳥　取

5 4 908 麻木　貴博(1) 湖東中 13.46 5 8 442 広橋　龍弥(1) 久米中 14.63
ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ 鳥　取 ﾂｷｻｶ ﾊﾔﾃ 鳥　取

6 6 90 遠藤　新大(1) 箕蚊屋中 13.56 6 2 73 月坂　颯(1) 箕蚊屋中 15.07
ﾌｸﾀ ﾕｳﾉｽｹ 鳥　取 ﾏｴﾀ ﾕｳｷ 鳥　取

7 8 874 福田　由之輔(1) 高草中 14.49 4 858 前田　悠貴(1) 桜ヶ丘中 DNS
ｽﾐ ｶｽﾞﾏ 鳥　取

1 245 角　和真(1) 美保中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学１年男子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学１年記録(TCR)     11.70     新　憲太郎(鳥取・後藤ヶ丘中)          2004 9月19日 11:15 予　選
大会記録(GR)            11.81     大石　直徹(鳥取・後藤ヶ丘中)          2013 9月19日 14:25 決　勝

予　選　12組0着＋8

7組 (風:-0.3) 8組 (風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾔ 鳥　取 ｶｷﾀ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 鳥　取

1 3 57 下村　聖也(1) 福米中 12.71 1 4 152 垣田　隼一朗(1) 東山中 12.22 q
ｸﾗ ｹｲﾀ 鳥　取 ｲｹﾌﾞﾁ ｶﾅﾀ 鳥　取

2 6 11 蔵　圭汰(1) 境港第一中 13.23 2 5 44 池淵　叶泰(1) 米子北斗中 12.60 q
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 鳥　取 ﾊﾅｲｹ ﾚﾝ 鳥　取

3 5 80 足立　龍之介(1) 境港第二中 13.73 3 3 328 花池　蓮(1) 倉吉西中 12.94
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀ 鳥　取 ﾏﾂｶﾜ ﾕｳｼﾞ 鳥　取

4 4 718 谷口　駿太(1) 鳥取東中 13.76 4 6 860 松川　祐士(1) 桜ヶ丘中 13.62
ｲｴﾊﾗ ｼｮｳﾀ 鳥　取 ﾊﾔｼ ﾃﾙｷ 鳥　取

5 7 251 家原　翔太(1) 尚徳中 14.10 5 8 907 林　瑛希(1) 湖東中 13.68
ﾅﾝﾊﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ 鳥　取 ｸﾎﾞﾀ ﾌﾐﾔ 鳥　取

6 8 250 南波　栄一郎(1) 溝口中 14.34 6 7 134 久保田　文也(1) 尚徳中 14.21
ｲﾜﾀ ｼﾝﾔ 鳥　取 ｲｹﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 鳥　取

7 2 237 岩田　慎也(1) 米子北斗中 15.88 7 2 776 池田　元希(1) 中ノ郷中 15.34

9組 (風:0.0) 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
ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥　取 ﾔﾏｼﾀ ｲｸﾐ 鳥　取

1 3 821 河本　和樹(1) 気高中 12.49 q 1 4 915 山下　育己(1) 岩美中 12.65 q
ﾖﾈﾊﾗ ﾜﾀﾙ 鳥　取 ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ 鳥　取

2 4 658 米原　渉(1) 鳥取南中 12.97 2 3 818 中山　敬太(1) 八頭中 12.66 q
ﾀｶﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 鳥　取 ﾑﾗｵｶ ﾊﾔﾄ 鳥　取

3 6 674 高田　壱吹(1) 鳥取北中 13.12 3 5 464 村岡　隼人(1) 東伯中 13.54
ﾔｽﾓﾄ ﾕｳｾｲ 鳥　取 ｶﾄｳ ｶｲ 鳥　取

4 7 719 安本　雄星(1) 鳥取東中 14.09 4 6 179 加藤　快(1) 大山中 13.58
ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 鳥　取 ﾅｶﾊﾗ ｱﾔｷ 鳥　取

5 8 556 石田　光希(1) 東郷中 14.10 5 7 374 中原　彩貴(1) 北溟中 15.29
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 鳥　取 ﾏｴﾀ ﾐｻｷ 鳥　取

6 5 399 松原　拓未(1) 大栄中 14.33 6 2 261 前田　岬希(1) 岸本中 15.37
ｼｷﾞｮｳ ｺｳﾀ 鳥　取 ﾐﾔﾍﾞ ﾅﾙﾄ 鳥　取

7 2 414 執行　浩太(1) 赤碕中 15.15 7 1 345 宮部　稔仁(1) 河北中 16.21
ﾂﾈﾐﾈ ﾚｲｼﾞ 鳥　取

8 247 常峰　玲節(1) 美保中 DNS

11組 (風:-1.1) 12組 (風:-1.7)

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
ｱﾀﾗｼ ﾋﾛｷ 鳥　取 ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ 鳥　取

1 3 781 新　博喜(1) 青谷中 12.99 1 4 323 井上　瑞葵(1) 倉吉西中 12.83
ｵｸﾑﾗ ﾕｳｽｹ 鳥　取 ｷﾉｼﾀ ｶｹﾙ 鳥　取

2 5 327 奥村　悠介(1) 倉吉西中 13.62 2 5 227 木下　颯(1) 後藤ヶ丘中 13.27
ﾅｲﾄｳ ｱｸｱ 鳥　取 ﾅｶｳｼﾞ ﾕｳﾀ 鳥　取

3 6 249 内藤　亜玖爽(1) 溝口中 14.03 3 6 782 中宇地　雄太(1) 青谷中 13.91
ｺﾀﾆ ｺｳﾍｲ 鳥　取 ﾁｭｳﾀ ﾀｸﾏ 鳥　取

4 7 272 小谷　光平(1) 鳥取北中 14.51 4 2 774 忠田　拓真(1) 中ノ郷中 13.97
ｻﾜ ﾘｮｳﾍｲ 鳥　取 ﾆﾉﾐﾔ ｶﾂﾄ 鳥　取

5 8 917 澤　亮兵(1) 岩美中 14.66 5 7 32 二宮　克斗(1) 名和中 14.17
ｻｻｷ ﾕｳｼ 鳥　取 ﾀｹﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

6 2 79 佐々木　佑士(1) 境港第二中 15.35 6 1 246 竹本　大希(1) 美保中 14.44
ﾌｸﾅｶﾞ ﾚｵ 鳥　取 ｲｾ ﾋﾋﾞﾄ 鳥　取

4 910 福永　怜央(1) 桜ヶ丘中 DNS 7 8 352 井勢　陽人(1) 倉吉東中 14.77
ｽﾐﾄﾓ ﾕｳﾏ 鳥　取

3 469 住友　悠馬(1) 鴨川中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学１年男子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学１年記録(TCR)     11.70     新　憲太郎(鳥取・後藤ヶ丘中)          2004 9月19日 11:15 予　選
大会記録(GR)            11.81     大石　直徹(鳥取・後藤ヶ丘中)          2013 9月19日 14:25 決　勝

決　勝　

(風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ 鳥　取

1 3 344 井之上　匠(1) 河北中 12.18
ｶｷﾀ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 鳥　取

2 5 152 垣田　隼一朗(1) 東山中 12.27
ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥　取

3 6 821 河本　和樹(1) 気高中 12.46
ﾔﾏｼﾀ ｲｸﾐ 鳥　取

4 8 915 山下　育己(1) 岩美中 12.64
ﾌｼﾞﾊﾗ ｲﾂｷ 鳥　取

5 4 182 藤原　樹(1) 大山中 12.67
ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ 鳥　取

6 1 818 中山　敬太(1) 八頭中 12.78
ｲｹﾌﾞﾁ ｶﾅﾀ 鳥　取

7 7 44 池淵　叶泰(1) 米子北斗中 12.83
ｲｹﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 鳥　取

8 2 263 池田　奎太郎(1) 弓ヶ浜中 12.90



中学２年男子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学２年記録(TCR)     11.29     坂田　育斗(鳥取・河北中)              2012 9月19日 11:50 予　選
大会記録(GR)            11.33     大石　直徹(鳥取・後藤ヶ丘中)          2014 9月19日 14:30 決　勝

予　選　9組0着＋8

1組 (風:-0.2) 2組 (風:+0.9)

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
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｷ 鳥　取 ｵｵﾐﾈ ﾀｶﾄｼ 鳥　取

1 4 223 藤村　勇希(2) 福生中 12.02 q 1 6 85 大峯　敬俊(2) 箕蚊屋中 11.84 q
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｾｲ 鳥　取 ﾅｶﾉ ﾚﾝﾀ 鳥　取

2 6 55 林　凌生(2) 福米中 12.58 2 5 373 中野　蓮太(2) 北溟中 12.50
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 鳥　取 ｳﾗﾔﾏ ｾｲｼﾞ 鳥　取

3 5 829 山本　涼雅(2) 国府中 12.71 3 4 112 浦山　誠二(2) 後藤ヶ丘中 12.75
ｲﾜｻｷ ﾖｳ 鳥　取 ﾓﾘ ｺｳﾍｲ 鳥　取

4 2 106 岩﨑　陽(2) 後藤ヶ丘中 13.02 4 3 306 森　光平(2) 三朝中 12.80
ｲﾜﾓﾄ ｺｽﾓ 鳥　取 ﾊﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 鳥　取

5 3 322 岩本　輝星(2) 倉吉西中 13.20 5 8 27 春山　佑太(2) 名和中 13.37
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 鳥　取 ｽｷﾞｼﾏ ﾋﾛﾀｶ 鳥　取

6 7 467 田中　大地(2) 鴨川中 13.90 6 2 463 杉嶋　広陸(2) 東伯中 16.04
ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ 鳥　取 ｶﾜｸﾞﾁ ｲｸﾏ 鳥　取

7 8 337 加藤　広晃(2) 河北中 13.96 1 350 川口　育馬(2) 倉吉東中 DNS
ﾆｯﾀ ﾏｻﾋﾛ 鳥　取 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 鳥　取

8 1 94 新田　将大(2) 日南中 14.75 7 69 清水　龍哉(2) 岸本中 DNS

3組 (風:-2.0) 4組 (風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 鳥　取

1 3 271 武良　耕大(2) 境港第二中 12.70 1 5 468 田中　光(2) 鴨川中 12.02 q
ﾀｶｶﾞｷ ﾘｸ 鳥　取 ｲﾁﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 鳥　取

2 6 838 髙垣　來空(2) 岩美中 12.95 2 6 336 市村　知弘(2) 河北中 12.05 q
ﾄﾞｲ ﾚｵ 鳥　取 ﾔﾏﾈ ﾀｲｾｲ 鳥　取

3 8 452 土井　麗央(2) 東郷中 13.69 3 4 455 山根　大世(2) 東郷中 12.75
ﾔﾏｻｷ ｺｳﾍｲ 鳥　取 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 鳥　取

4 7 667 山﨑　公平(2) 鳥大附属中 13.95 4 7 351 岡本　悠希(2) 倉吉東中 13.32
ﾆｼﾓﾄ ｾｲｷ 鳥　取 ﾑﾗｶﾜ ﾊﾙｷ 鳥　取

5 2 321 西本　晟希(2) 倉吉西中 15.47 5 8 371 村川　春輝(2) 北溟中 13.41
ｵｻﾞｻ ｼﾞｭﾚﾝ 鳥　取 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾏ 鳥　取

6 1 205 小笹　樹蓮(2) 境港第三中 16.56 6 3 5 松本　拓磨(2) 境港第一中 13.77
ｱﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾀ 鳥　取 ﾀﾌﾞｻ ﾕｳｽｹ 鳥　取

4 6 安達　純太(2) 境港第一中 DNS 7 2 433 田總　祐介(2) 久米中 13.95
ｱｲｵｲ ｱﾂﾐ 鳥　取 ｲｻﾞﾜ ﾐﾂﾉﾘ 鳥　取

5 303 相生　敦海(2) 三朝中 DNS 8 1 68 井澤　三教(2) 岸本中 14.76

5組 (風:+0.5) 6組 (風:-0.9)

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
ﾀｶﾀ ﾘｭｳ 鳥　取 ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ 鳥　取

1 5 167 高田　龍(2) 大山中 12.27 1 5 52 下村　翔太(2) 福米中 11.58 q
ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥　取 ｷｭｳﾌﾞﾝ ﾀｸﾐ 鳥　取

2 4 828 福庭　陽成(2) 国府中 12.30 2 4 166 久文　拓海(2) 大山中 12.43
ﾔﾏﾈ ｺｳｽｹ 鳥　取 ﾀﾅｶ ｾｲﾔ 鳥　取

3 6 316 山根　浩輔(2) 倉吉西中 12.89 3 6 898 田中　聖也(2) 福部中 12.77
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 鳥　取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 鳥　取

4 3 411 中村　浩幸(2) 赤碕中 12.96 4 3 870 谷口　綾一(2) 高草中 12.86
ｽﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 鳥　取 ﾆｼｵｶ ﾕｳｷ 鳥　取

5 8 372 陶山　知明(2) 北溟中 13.04 5 8 396 西岡　悠稀(2) 大栄中 14.19
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾋｶﾙ 鳥　取 ﾀｶﾊﾏ ﾋﾛｱｷ 鳥　取

6 7 197 森長　輝(2) 中山中 13.54 6 7 850 高濱　宏彰(2) 岩美中 14.28
ｺﾀﾞﾏ ｿｳｼ 鳥　取 ｶﾜｸﾞﾁ ﾚﾝ 鳥　取

7 1 339 児玉　壮志(2) 河北中 13.80 7 2 772 河口　蓮(2) 中ノ郷中 14.52
ｼﾉﾀﾞ ｺｳﾀ 鳥　取

8 2 115 篠田　幸汰(2) 後藤ヶ丘中 14.37

凡例  DNS:欠場



中学２年男子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学２年記録(TCR)     11.29     坂田　育斗(鳥取・河北中)              2012 9月19日 11:50 予　選
大会記録(GR)            11.33     大石　直徹(鳥取・後藤ヶ丘中)          2014 9月19日 14:30 決　勝

予　選　9組0着＋8

7組 (風:-1.6) 8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
ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂｼ 鳥　取 ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ 鳥　取

1 6 689 宮本　温志(2) 鳥取西中 11.97 q 1 6 53 廣瀬　歩真(2) 福米中 12.01 q
ｻｺ ﾘｷﾄ 鳥　取 ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾄ 鳥　取

2 5 195 佐子　理輝人(2) 中山中 12.34 2 4 656 西山　夏都(2) 鳥取南中 12.11
ﾏｷﾀ ｻﾄｼ 鳥　取 ﾓﾘ ｻﾄｼ 鳥　取

3 4 305 牧田　聡(2) 三朝中 13.24 3 3 666 森　聡史(2) 鳥大附属中 12.90
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ｻｸﾔ 鳥　取 ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ 鳥　取

4 2 444 後小路　朔也(2) 久米中 13.30 4 5 87 松本　海虎(2) 箕蚊屋中 12.94
ﾀﾆﾓﾄ ｷｲﾁ 鳥　取 ｶﾂﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 鳥　取

5 8 665 谷本　葵一(2) 鳥大附属中 13.56 5 7 76 勝部　和磨(2) 境港第二中 13.46
ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ 鳥　取 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ 鳥　取

6 1 453 藤田　卓己(2) 東郷中 14.55 6 1 435 松岡　宥磨(2) 久米中 14.31
ﾅｶﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 鳥　取 ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 鳥　取

3 872 中西　翼(2) 高草中 DNS 2 771 安田　翔太(2) 中ノ郷中 DNS
ﾊｾ ﾘｮｳﾀ 鳥　取 ｲｼﾊﾗ ﾀｲｾｲ 鳥　取

7 900 長谷　亮汰(2) 福部中 DNS 8 96 石原　大聖(2) 日南中 DNS

9組 (風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥　取

1 3 877 山岡　健太郎(2) 高草中 11.93 q
ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭｳ 鳥　取

2 4 3 石飛　秀(2) 境港第一中 12.27
ｱﾝﾖｳｼﾞ ﾊﾙﾄ 鳥　取

3 5 773 安養寺　陽人(2) 中ノ郷中 12.78
ｳｽｲ ﾕｳｷ 鳥　取

4 6 827 臼井　優稀(2) 国府中 13.04
ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾀ 鳥　取

5 7 851 村上　将太(2) 岩美中 13.71
ﾀﾅｶ ｱﾂｷ 鳥　取

6 8 196 田中　惇貴(2) 中山中 13.74
ｳﾗｶﾜ ﾘｮｳｴｲ 鳥　取

7 2 43 浦川　凌英(2) 米子北斗中 14.06
ﾋﾗｷﾞ ﾕｳﾄ 鳥　取

8 1 800 平木　明優杜(2) 八頭中 14.24

凡例  DNS:欠場



中学２年男子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学２年記録(TCR)     11.29     坂田　育斗(鳥取・河北中)              2012 9月19日 11:50 予　選
大会記録(GR)            11.33     大石　直徹(鳥取・後藤ヶ丘中)          2014 9月19日 14:30 決　勝

決　勝　

(風:-2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ 鳥　取

1 5 52 下村　翔太(2) 福米中 11.85
ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂｼ 鳥　取

2 4 689 宮本　温志(2) 鳥取西中 11.96
ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ 鳥　取

3 8 53 廣瀬　歩真(2) 福米中 12.11
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 鳥　取

4 2 468 田中　光(2) 鴨川中 12.19
ｵｵﾐﾈ ﾀｶﾄｼ 鳥　取

5 3 85 大峯　敬俊(2) 箕蚊屋中 12.20
ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥　取

6 6 877 山岡　健太郎(2) 高草中 12.20
ｲﾁﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 鳥　取

7 1 336 市村　知弘(2) 河北中 12.22
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｷ 鳥　取

8 7 223 藤村　勇希(2) 福生中 12.33



中学男子200m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         22.42     坂田　育斗(鳥取・河北中)              2013 9月20日 11:00 予　選
大会記録(GR)            23.03     坂田　育斗(鳥取・河北中)              2012 9月20日 13:40 決　勝

予　選　7組0着＋8

1組 (風:-0.7) 2組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ 鳥　取 ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ 鳥　取

1 3 53 廣瀬　歩真(2) 福米中 24.40 q 1 3 52 下村　翔太(2) 福米中 23.86 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 鳥　取 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 鳥　取

2 4 829 山本　涼雅(2) 国府中 26.33 2 6 351 岡本　悠希(2) 倉吉東中 26.74
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾄ 鳥　取 ﾖﾈﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取

3 2 343 西村　優人(1) 河北中 27.53 3 4 317 米田　恭平(2) 倉吉西中 26.80
ﾆｼｵ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鳥　取 ｺﾔﾏ ﾕｳｶﾞ 鳥　取

4 6 859 西尾　綾太郎(1) 桜ヶ丘中 27.93 4 7 235 児山　雄河(1) 後藤ヶ丘中 28.89
ｶﾜｸﾞﾁ ﾚﾝ 鳥　取 ﾅｶﾀﾆ ﾊﾔﾄ 鳥　取

5 7 772 河口　蓮(2) 中ノ郷中 29.32 5 5 777 中谷　颯人(1) 中ノ郷中 30.50
ｲｾ ﾋﾋﾞﾄ 鳥　取 ｻﾜﾀﾞ ｹｲ 鳥　取

6 5 352 井勢　陽人(1) 倉吉東中 29.40 6 8 244 澤田　恵(1) 美保中 31.12
ﾏｴﾀ ﾄﾜ 鳥　取 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｽｹ 鳥　取

7 8 457 前田　永遠(2) 東郷中 30.14 2 449 中村　京介(2) 東郷中 DNS

3組 (風:+1.6) 4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
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 鳥　取 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ 鳥　取

1 6 664 田中　悠暉(2) 鳥大附属中 24.92 q 1 2 344 井之上　匠(1) 河北中 25.08 q
ｱﾝﾖｳｼﾞ ﾊﾙﾄ 鳥　取 ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥　取

2 7 773 安養寺　陽人(2) 中ノ郷中 25.83 2 5 828 福庭　陽成(2) 国府中 25.27 q
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾑ 鳥　取 ﾀｶｶﾞｷ ﾘｸ 鳥　取

3 2 342 原田　歩武(1) 河北中 27.48 3 1 838 髙垣　來空(2) 岩美中 25.87
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾋｶﾙ 鳥　取 ﾀｶﾀ ﾕｳｾｲ 鳥　取

4 5 197 森長　輝(2) 中山中 27.99 4 8 78 高田　悠成(1) 境港第二中 27.40
ｶｹﾞﾔﾏ ﾋｼﾞﾘ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾀｶﾄ 鳥　取

5 1 221 影山　聖(2) 福生中 29.89 5 7 46 田中　崇登(1) 米子北斗中 28.19
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷﾄ 鳥　取 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ 鳥　取

3 861 小林　樹仁(1) 桜ヶ丘中 DNS 6 6 435 松岡　宥磨(2) 久米中 28.53
ﾌｸﾏ ｶｲﾄ 鳥　取 ﾖﾈﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 鳥　取

4 173 福間　海斗(2) 大山中 DNS 7 4 325 米田　駿一(1) 倉吉西中 29.25
ﾊﾔｼ ﾏﾅﾑ 鳥　取 ﾀｶﾀ ﾘｭｳ 鳥　取

8 259 林　真夢(1) 岸本中 DNS 3 167 高田　龍(2) 大山中 DNS

5組 (風:-1.2) 6組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵﾐﾈ ﾀｶﾄｼ 鳥　取 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｾｲ 鳥　取

1 3 85 大峯　敬俊(2) 箕蚊屋中 24.52 q 1 4 55 林　凌生(2) 福米中 25.50
ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥　取 ﾔﾏﾈ ｺｳｽｹ 鳥　取

2 4 821 河本　和樹(1) 気高中 26.01 2 5 316 山根　浩輔(2) 倉吉西中 26.27
ﾀｶﾞ ｼﾝﾉｽｹ 鳥　取 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 鳥　取

3 1 119 多賀　慎之介(2) 日野中 26.15 3 8 80 足立　龍之介(1) 境港第二中 27.86
ｳﾗﾔﾏ ｾｲｼﾞ 鳥　取 ｱﾘﾓﾄ ｿｳﾔ 鳥　取

4 7 112 浦山　誠二(2) 後藤ヶ丘中 26.43 4 2 198 有本　蒼矢(1) 中山中 28.44
ﾔﾏｻｷ ﾊﾔﾄ 鳥　取 ｶｼﾞｷ ｱﾔﾄ 鳥　取

5 6 436 山﨑　隼大(2) 久米中 27.08 5 6 413 鍛冶木　彩仁(1) 赤碕中 29.29
ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲﾔ 鳥　取 ﾖﾈｴ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取

6 2 918 山口　聖矢(1) 岩美中 27.93 6 7 231 米江　龍星(1) 後藤ヶ丘中 29.58
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ 鳥　取 ｱｲｵｲ ｱﾂﾐ 鳥　取

7 5 668 松本　侑斗(2) 鳥大附属中 28.20 3 303 相生　敦海(2) 三朝中 DNS
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 鳥　取

8 8 194 井上　雄太(2) 中山中 29.26

凡例  DNS:欠場



中学男子200m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         22.42     坂田　育斗(鳥取・河北中)              2013 9月20日 11:00 予　選
大会記録(GR)            23.03     坂田　育斗(鳥取・河北中)              2012 9月20日 13:40 決　勝

予　選　7組0着＋8

7組 (風:-1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾄ 鳥　取

1 3 656 西山　夏都(2) 鳥取南中 24.49 q
ｷｭｳﾌﾞﾝ ﾀｸﾐ 鳥　取

2 4 166 久文　拓海(2) 大山中 25.08 q
ｶﾂﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 鳥　取

3 5 76 勝部　和磨(2) 境港第二中 26.49
ｲﾜﾀ ﾊﾙﾋｻ 鳥　取

4 7 280 岩田　悠久(1) 箕蚊屋中 26.96
ｳｼﾛｺｳｼﾞ ｻｸﾔ 鳥　取

5 8 444 後小路　朔也(2) 久米中 27.53
ｳｽｲ ﾕｳｷ 鳥　取

1 827 臼井　優稀(2) 国府中 DNS
ｻﾉ ｶｴﾃﾞ 鳥　取

2 118 佐野　楓(2) 日野中 DNS
ｶﾜｸﾞﾁ ｲｸﾏ 鳥　取

6 350 川口　育馬(2) 倉吉東中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子200m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         22.42     坂田　育斗(鳥取・河北中)              2013 9月20日 11:00 予　選
大会記録(GR)            23.03     坂田　育斗(鳥取・河北中)              2012 9月20日 13:40 決　勝

決　勝　

(風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ 鳥　取

1 5 52 下村　翔太(2) 福米中 23.41
ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ 鳥　取

2 6 53 廣瀬　歩真(2) 福米中 23.67
ｵｵﾐﾈ ﾀｶﾄｼ 鳥　取

3 3 85 大峯　敬俊(2) 箕蚊屋中 23.98
ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾄ 鳥　取

4 4 656 西山　夏都(2) 鳥取南中 24.06
ｷｭｳﾌﾞﾝ ﾀｸﾐ 鳥　取

5 2 166 久文　拓海(2) 大山中 24.48
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 鳥　取

6 7 664 田中　悠暉(2) 鳥大附属中 24.55
ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ 鳥　取

7 8 344 井之上　匠(1) 河北中 24.80
ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥　取

1 828 福庭　陽成(2) 国府中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子400m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         50.28     住谷　俊亮(鳥取・鳥取西中)            2013 9月19日 09:50 予　選
大会記録(GR)            54.70     藤原　健太(鳥取・法勝寺中)            2008 9月19日 13:00 決　勝

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

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 鳥　取 ｲﾜﾓﾄ ｺｽﾓ 鳥　取

1 3 664 田中　悠暉(2) 鳥大附属中 56.39 q 1 4 322 岩本　輝星(2) 倉吉西中 57.01 q
ﾏｷﾀ ｻﾄｼ 鳥　取 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 鳥　取

2 5 305 牧田　聡(2) 三朝中 59.23 q 2 8 710 山本　純嗣(2) 鳥取東中 59.99 q
ﾖﾈﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取 ﾋﾛﾄﾐ ｿｳﾀ 鳥　取

3 6 317 米田　恭平(2) 倉吉西中 1:02.52 q 3 3 347 廣富　蒼太(1) 河北中 1:08.06
ﾏｴｻﾜ ﾕｷﾄ 鳥　取 ｷﾑﾗ ﾚﾝ 鳥　取

4 8 434 前澤　将和(2) 久米中 1:03.14 4 6 243 木村　蓮(1) 美保中 1:13.24
ﾌｼﾞﾊﾗ ｲﾂｷ 鳥　取 ﾌｸﾏ ｶｲﾄ 鳥　取

4 182 藤原　樹(1) 大山中 DNS 5 173 福間　海斗(2) 大山中 DNS
ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 鳥　取 ﾅｶﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 鳥　取

7 558 田中　智哉(1) 東郷中 DNS 7 872 中西　翼(2) 高草中 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾏﾂｳﾗ ｹｲ 鳥　取

1 4 160 松浦　慧(2) 湊山中 54.87 q
ﾔﾏｻｷ ﾊﾔﾄ 鳥　取

2 3 436 山﨑　隼大(2) 久米中 1:00.09 q
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ 鳥　取

3 6 668 松本　侑斗(2) 鳥大附属中 1:02.56 q
ﾀﾅｶ ﾕｳｶﾞ 鳥　取

4 2 840 田中　優雅(2) 岩美中 1:03.89
ｶﾔﾉ ﾎｳｾｲ 鳥　取

5 5 45 茅野　宝清(1) 米子北斗中 1:10.16
ｼﾊﾞﾀ ｾｲﾄ 鳥　取

6 7 470 柴田　聖斗(1) 倉吉西中 1:12.66
ﾏﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 鳥　取

8 183 馬田　雄大(1) 大山中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子400m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         50.28     住谷　俊亮(鳥取・鳥取西中)            2013 9月19日 09:50 予　選
大会記録(GR)            54.70     藤原　健太(鳥取・法勝寺中)            2008 9月19日 13:00 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂｳﾗ ｹｲ 鳥　取

1 5 160 松浦　慧(2) 湊山中 54.62 GR
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 鳥　取

2 3 664 田中　悠暉(2) 鳥大附属中 56.59
ｲﾜﾓﾄ ｺｽﾓ 鳥　取

3 4 322 岩本　輝星(2) 倉吉西中 57.53
ﾏｷﾀ ｻﾄｼ 鳥　取

4 6 305 牧田　聡(2) 三朝中 58.30
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 鳥　取

5 7 710 山本　純嗣(2) 鳥取東中 58.76
ﾔﾏｻｷ ﾊﾔﾄ 鳥　取

6 8 436 山﨑　隼大(2) 久米中 59.87
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ 鳥　取

7 1 668 松本　侑斗(2) 鳥大附属中 1:01.66
ﾖﾈﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取

8 2 317 米田　恭平(2) 倉吉西中 1:03.67

凡例  GR:大会記録



中学１年男子1500m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学１年記録(TCR)     4:20.10   井上　晴之(鳥取・桜ヶ丘中)            2011 9月19日 15:00 予　選
大会記録(GR)            4:20.10   井上　晴之(鳥取・桜ヶ丘中)            2004 9月20日 11:55 決　勝

予　選　3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

ﾌｸﾓﾄ ｺｳﾀ 鳥　取 ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾋﾞｷ 鳥　取

1 1 376 福本　航太(1) 北溟中 4:31.15 Q 1 2 903 別所　響(1) 福部中 4:44.20 Q
ｲﾜｻｷ ｶｾﾞﾁｶ 鳥　取 ﾜｶｷ ﾏﾋﾛ 鳥　取

2 13 714 岩崎　風新(1) 鳥取東中 4:40.84 Q 2 8 381 若木　真大(1) 北溟中 4:45.24 Q
ﾏﾂﾓﾄ ｷﾅﾘ 鳥　取 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾄ 鳥　取

3 8 443 松本　生成(1) 久米中 4:44.62 Q 3 10 659 山下　直人(1) 鳥取南中 4:49.32 Q
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵｷ 鳥　取 ﾎｷﾓﾄ ﾖｼｷ 鳥　取

4 14 230 谷口　尚紀(1) 後藤ヶ丘中 4:53.98 Q 4 1 671 保木本　能己(1) 鳥大附属中 4:49.79 Q
ﾌｸﾓﾄ ｱｷﾗ 鳥　取 ﾉｻｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ 鳥　取

5 7 260 福本　明良(1) 岸本中 4:56.61 Q 5 16 258 野坂　勇二朗(1) 岸本中 4:52.58 Q
ｻｹﾞｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 鳥　取 ﾀｼﾞﾏ ｼﾝﾉｽｹ 鳥　取

6 5 176 提嶋　泰大(1) 大山中 4:59.36 Q 6 9 914 但馬　慎之助(1) 岩美中 4:54.23 Q
ﾅｶﾀﾆ ﾊﾔﾄ 鳥　取 ﾁｭｳﾀ ﾀｸﾏ 鳥　取

7 4 777 中谷　颯人(1) 中ノ郷中 5:03.16 7 6 774 忠田　拓真(1) 中ノ郷中 5:02.55
ﾀﾂｶﾞﾜ ｺｳﾀ 鳥　取 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾀ 鳥　取

8 15 154 立川　紘大(1) 東山中 5:07.46 8 7 677 木下　翔太(1) 鳥取北中 5:06.98
ﾓﾘﾜｷ ﾏｻｷ 鳥　取 ｱｲﾐ ﾖｼﾋｻ 鳥　取

9 2 657 森脇　将来(1) 鳥取南中 5:09.81 9 14 229 相見　由尚(1) 後藤ヶ丘中 5:08.79
ﾏｴﾀ ｶｽﾞﾏ 鳥　取 ﾀﾆﾑﾗ ｴｲｷ 鳥　取

10 12 833 前田　一真(1) 国府中 5:27.51 10 4 749 谷村　映季(1) 智頭中 5:10.70
ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀﾞｲ 鳥　取 ﾔﾏﾈ ｹﾝｽｹ 鳥　取

11 6 74 松浦　昂大(1) 箕蚊屋中 6:13.38 11 11 715 山根　健介(1) 鳥取東中 5:15.83
ﾉﾂ ｼｮｳﾀ 鳥　取 ﾋﾉ ﾊｼﾞﾒ 鳥　取

3 242 野津　翔太(1) 美保中 DNS 12 15 178 樋野　萌(1) 大山中 5:23.79
ﾏﾂｼﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 鳥　取 ｲｷﾞ ﾀｸﾛｳ 鳥　取

9 9 松下　新平(1) 境港第一中 DNS 13 13 438 伊木　拓朗(1) 久米中 5:28.91
ｶﾐﾊｼ ﾂｶｻ 鳥　取 ｻｻｷ ﾕｳｼ 鳥　取

10 555 上橋　司(1) 東郷中 DNS 14 3 79 佐々木　佑士(1) 境港第二中 5:34.87
ｱﾀﾞﾁ ﾔﾏﾄ 鳥　取 ｻｶｲ ﾕｳｶﾞ 鳥　取

11 81 足立　大和(1) 境港第二中 DNS 15 12 33 酒井　邑賀(1) 名和中 6:09.65
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 鳥　取

5 557 遠藤　涼(1) 東郷中 DNS

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 鳥　取

1 3 180 金川　雄哉(1) 大山中 4:47.02 Q
ｼﾗｲﾜ ｾｲｺﾞ 鳥　取

2 14 694 白岩　成悟(1) 鳥取西中 4:50.65 Q
ｻｲｷ ﾕｳﾏ 鳥　取

3 15 232 齋木　優真(1) 後藤ヶ丘中 4:51.57 Q
ｵｵﾉ ﾘｭｳ 鳥　取

4 1 733 大野　龍(1) 鳥取東中 4:52.84 Q
ﾀﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取

5 5 670 田村　彰悟(1) 鳥大附属中 4:58.43 Q
ｶﾄﾞﾜｷ ｺｳﾀ 鳥　取

6 9 439 門脇　昂汰(1) 久米中 5:01.04 Q
ﾅｶﾆｼ ﾃﾙﾐﾂ 鳥　取

7 4 353 中西　輝充(1) 倉吉東中 5:04.51
ｱｷﾀ ｶｲﾄ 鳥　取

8 11 412 秋田　絵斗(1) 赤碕中 5:04.71
ｵｺ ﾏﾅﾄ 鳥　取

9 6 199 尾古　愛斗(1) 中山中 5:05.85
ﾋﾛﾄﾐ ｿｳﾀ 鳥　取

10 13 347 廣富　蒼太(1) 河北中 5:09.78
ｵｵﾂｶ ｾｲﾔ 鳥　取

11 2 673 大塚　清椰(1) 湖東中 5:10.68
ｲｹﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 鳥　取

12 8 776 池田　元希(1) 中ノ郷中 5:15.48
ﾏｴﾀ ｺｳｾｲ 鳥　取

13 12 679 前田　絋生(1) 鳥取北中 5:20.10
ｳｴﾉ ﾀﾞｲｽｹ 鳥　取

14 10 34 上野　大輔(1) 名和中 5:20.36
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲﾁ 鳥　取

7 559 山田　太一(1) 東郷中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学１年男子1500m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学１年記録(TCR)     4:20.10   井上　晴之(鳥取・桜ヶ丘中)            2011 9月19日 15:00 予　選
大会記録(GR)            4:20.10   井上　晴之(鳥取・桜ヶ丘中)            2004 9月20日 11:55 決　勝

決　勝　

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

1 5 376 福本　航太(1) 北溟中 4:30.05
ﾏﾂﾓﾄ ｷﾅﾘ 鳥　取

2 4 443 松本　生成(1) 久米中 4:38.07
ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾋﾞｷ 鳥　取

3 13 903 別所　響(1) 福部中 4:44.33
ﾜｶｷ ﾏﾋﾛ 鳥　取

4 18 381 若木　真大(1) 北溟中 4:46.77
ﾎｷﾓﾄ ﾖｼｷ 鳥　取

5 8 671 保木本　能己(1) 鳥大附属中 4:47.99
ｶﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 鳥　取

6 6 180 金川　雄哉(1) 大山中 4:48.86
ｻｲｷ ﾕｳﾏ 鳥　取

7 2 232 齋木　優真(1) 後藤ヶ丘中 4:49.24
ｼﾗｲﾜ ｾｲｺﾞ 鳥　取

8 10 694 白岩　成悟(1) 鳥取西中 4:49.31
ｵｵﾉ ﾘｭｳ 鳥　取

9 16 733 大野　龍(1) 鳥取東中 4:50.40
ﾀｼﾞﾏ ｼﾝﾉｽｹ 鳥　取

10 7 914 但馬　慎之助(1) 岩美中 4:50.51
ｶﾄﾞﾜｷ ｺｳﾀ 鳥　取

11 17 439 門脇　昂汰(1) 久米中 4:52.88
ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾄ 鳥　取

12 9 659 山下　直人(1) 鳥取南中 4:52.90
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵｷ 鳥　取

13 3 230 谷口　尚紀(1) 後藤ヶ丘中 4:53.47
ﾉｻｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ 鳥　取

14 11 258 野坂　勇二朗(1) 岸本中 4:55.77
ﾌｸﾓﾄ ｱｷﾗ 鳥　取

15 15 260 福本　明良(1) 岸本中 4:58.10
ｻｹﾞｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 鳥　取

16 14 176 提嶋　泰大(1) 大山中 4:59.85
ﾀﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取

17 1 670 田村　彰悟(1) 鳥大附属中 5:08.87
ｲﾜｻｷ ｶｾﾞﾁｶ 鳥　取

12 714 岩崎　風新(1) 鳥取東中 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



中学２年男子1500m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学２年記録(TCR)     4:08.75   井上　晴之(鳥取・桜ヶ丘中)            2011 9月19日 15:20 予　選
大会記録(GR)            4:12.50   井上　錬(鳥取・河北中)                2011 9月20日 12:05 決　勝

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

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 鳥　取 ﾅﾐｶﾜ ｼｭｳﾀ 鳥　取

1 20 393 小林　匠(2) 大栄中 4:26.61 Q 1 4 675 並河　秀太(2) 鳥取北中 4:26.79 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 鳥　取 ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 鳥　取

2 21 661 小林　凌也(2) 鳥大附属中 4:27.75 Q 2 13 662 田辺　恒大(2) 鳥大附属中 4:27.11 Q
ｲｼｻﾞｶ ﾕｳﾏ 鳥　取 ｵｵﾛ ｹｲｳ 鳥　取

3 1 431 石坂　悠真(2) 久米中 4:29.96 Q 3 17 742 大呂　恵雨(2) 智頭中 4:29.87 Q
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾄ 鳥　取 ﾏｷﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 鳥　取

4 13 650 山田　健人(2) 鳥取南中 4:35.91 Q 4 7 304 牧田　倫太郎(2) 三朝中 4:30.67 Q
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 鳥　取 ﾉｸﾞﾁ ﾏｷﾄ 鳥　取

5 15 678 荻原　諒也(2) 鳥取北中 4:36.81 Q 5 10 70 野口　槙斗(2) 岸本中 4:39.25 Q
ﾓﾘ ｶｽﾞﾏｻ 鳥　取 ｲｿｶﾞﾐ ﾏｻﾔ 鳥　取

6 14 663 森　一将(2) 鳥大附属中 4:36.93 Q 6 3 397 磯上　麻沙也(2) 大栄中 4:42.26 Q
ﾊﾏﾉ ﾜﾀﾙ 鳥　取 ｻﾜ ｹｲﾀ 鳥　取

7 18 844 濱野　航(2) 岩美中 4:38.49 q 7 18 843 澤　佳汰(2) 岩美中 4:44.87 q
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 鳥　取 ｲﾘｴ ﾔﾏﾄ 鳥　取

8 2 380 山本　晃輝(2) 北溟中 4:39.28 q 8 2 690 入江　大和(2) 鳥取西中 4:49.88
ｻｻｷ ﾕｳﾀ 鳥　取 ﾁﾊﾞ ｶｲﾍｲ 鳥　取

9 8 114 佐々木　湧丈(2) 後藤ヶ丘中 4:42.72 q 9 5 169 千葉　海平(2) 大山中 4:51.05
ﾜｶﾂｷ ﾅｵﾄ 鳥　取 ｵｵﾀ ｴｲｷ 鳥　取

10 6 95 若月　順図(2) 日南中 4:43.58 q 10 16 465 太田　栄輝(2) 鴨川中 4:51.16
ﾆｼｼﾞｮｳ ﾚｵ 鳥　取 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｱ 鳥　取

11 16 369 西條　玲緒(2) 北溟中 4:48.94 q 11 9 655 宮崎　乃藍(2) 鳥取南中 4:55.91
ｲｹｶﾞﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ 鳥　取 ﾌｼﾞｲ ｶﾝｽｹ 鳥　取

12 12 711 池上　祥太朗(2) 鳥取東中 4:50.86 12 6 341 藤井　幹介(2) 河北中 4:59.28
ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾅﾘ 鳥　取 ｱｵﾒ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

13 7 651 木下　天響(2) 鳥取南中 4:56.55 13 14 340 青目　大樹(2) 河北中 4:59.56
ﾌｸﾐ ﾘｭｳｼﾞ 鳥　取 ﾏｴｻﾜ ﾕｷﾄ 鳥　取

14 4 168 福見　竜児(2) 大山中 5:00.11 14 8 434 前澤　将和(2) 久米中 4:59.58
ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 鳥　取 ﾀﾆﾉ ﾄﾓﾔｽ 鳥　取

15 19 161 河本　大輝(2) 湊山中 5:02.82 15 21 171 谷野　智康(2) 大山中 5:00.52
ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲ 鳥　取 ﾔﾏﾈ ｿｳﾀ 鳥　取

16 3 338 宮﨑　伶(2) 河北中 5:14.18 16 11 437 山根　蒼太(2) 久米中 5:00.78
ﾊｯﾄﾘ ﾖｼﾉﾌﾞ 鳥　取 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾉﾌﾞﾔｽ 鳥　取

5 86 服部　由将(2) 箕蚊屋中 DNS 17 19 107 藤原　伸安(2) 後藤ヶ丘中 5:02.11
ｲｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 鳥　取 ﾅｶﾊﾗ ﾄﾓﾔ 鳥　取

9 67 伊澤　晃平(2) 岸本中 DNS 18 1 379 中原　友也(2) 北溟中 5:08.29
ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 鳥　取 ﾜﾀｴ ﾄﾓﾔ 鳥　取

10 857 坂本　悠太(2) 桜ヶ丘中 DNS 19 12 873 渡繪　智哉(2) 高草中 5:17.04
ﾀｶﾞﾜ ﾏｻｷ 鳥　取 ﾀﾅｶ ｶｵﾙ 鳥　取

11 897 田川　真輝(2) 福部中 DNS 20 15 110 田中　馨(2) 後藤ヶ丘中 5:17.65
ﾆﾉﾐﾔ ｶｽﾞｷ 鳥　取 ﾓﾘﾀ ﾙｶ 鳥　取

17 28 二宮　和暉(2) 名和中 DNS 20 450 森田　瑠夏(2) 東郷中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学２年男子1500m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学２年記録(TCR)     4:08.75   井上　晴之(鳥取・桜ヶ丘中)            2011 9月19日 15:20 予　選
大会記録(GR)            4:12.50   井上　錬(鳥取・河北中)                2011 9月20日 12:05 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 鳥　取

1 14 662 田辺　恒大(2) 鳥大附属中 4:18.40
ﾅﾐｶﾜ ｼｭｳﾀ 鳥　取

2 15 675 並河　秀太(2) 鳥取北中 4:19.35
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 鳥　取

3 6 393 小林　匠(2) 大栄中 4:20.87
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 鳥　取

4 4 661 小林　凌也(2) 鳥大附属中 4:23.88
ﾓﾘ ｶｽﾞﾏｻ 鳥　取

5 5 663 森　一将(2) 鳥大附属中 4:31.12
ﾉｸﾞﾁ ﾏｷﾄ 鳥　取

6 12 70 野口　槙斗(2) 岸本中 4:31.70
ｲｼｻﾞｶ ﾕｳﾏ 鳥　取

7 17 431 石坂　悠真(2) 久米中 4:32.60
ﾏｷﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 鳥　取

8 13 304 牧田　倫太郎(2) 三朝中 4:33.41
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 鳥　取

9 3 380 山本　晃輝(2) 北溟中 4:38.29
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 鳥　取

10 11 678 荻原　諒也(2) 鳥取北中 4:38.55
ﾊﾏﾉ ﾜﾀﾙ 鳥　取

11 16 844 濱野　航(2) 岩美中 4:42.87
ｻｻｷ ﾕｳﾀ 鳥　取

12 10 114 佐々木　湧丈(2) 後藤ヶ丘中 4:46.54
ﾜｶﾂｷ ﾅｵﾄ 鳥　取

13 7 95 若月　順図(2) 日南中 4:46.95
ｻﾜ ｹｲﾀ 鳥　取

14 2 843 澤　佳汰(2) 岩美中 4:47.34
ｲｿｶﾞﾐ ﾏｻﾔ 鳥　取

15 1 397 磯上　麻沙也(2) 大栄中 4:48.24
ﾆｼｼﾞｮｳ ﾚｵ 鳥　取

16 18 369 西條　玲緒(2) 北溟中 4:52.23
ｵｵﾛ ｹｲｳ 鳥　取

8 742 大呂　恵雨(2) 智頭中 DNS
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾄ 鳥　取

9 650 山田　健人(2) 鳥取南中 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



中学男子3000m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         8:38.64   川上　大輔(鳥取・東伯中)              1992
大会記録(GR)            9:06.50   橋本　淳(鳥取・八東中)                1992 9月20日 14:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 鳥　取 ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 鳥　取

1 2 662 田辺　恒大(2) 鳥大附属中 9:28.65 1 6 771 安田　翔太(2) 中ノ郷中 9:23.35
ﾔﾏﾈ ｶﾝﾀ 鳥　取 ｵｵﾛ ｹｲｳ 鳥　取

2 7 445 山根　寛大(2) 久米中 9:55.53 2 3 742 大呂　恵雨(2) 智頭中 9:26.83
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 鳥　取 ﾅﾐｶﾜ ｼｭｳﾀ 鳥　取

3 4 393 小林　匠(2) 大栄中 10:05.95 3 7 675 並河　秀太(2) 鳥取北中 9:45.81
ﾌｸﾀﾞ ﾄｼﾋｻ 鳥　取 ｲｼｻﾞｶ ﾕｳﾏ 鳥　取

4 13 564 福田　稔久(2) 久米中 10:13.24 4 13 431 石坂　悠真(2) 久米中 9:52.16
ﾏﾂﾀﾞ ﾜﾀﾙ 鳥　取 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 鳥　取

5 10 377 松田　航(2) 北溟中 10:18.12 5 2 678 荻原　諒也(2) 鳥取北中 9:55.65
ｲｿｶﾞﾐ ﾏｻﾔ 鳥　取 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾄ 鳥　取

6 12 397 磯上　麻沙也(2) 大栄中 10:25.78 6 1 650 山田　健人(2) 鳥取南中 9:58.77
ｻｻｷ ﾕｳﾀ 鳥　取 ﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ 鳥　取

7 6 114 佐々木　湧丈(2) 後藤ヶ丘中 10:38.00 7 12 368 田村　巧(2) 北溟中 10:01.96
ｵｵﾀ ｴｲｷ 鳥　取 ﾏｴﾀ ﾊﾔﾄ 鳥　取

8 3 465 太田　栄輝(2) 鴨川中 10:38.78 8 10 370 前田　颯斗(2) 北溟中 10:29.39
ﾅｶﾆｼ ﾃﾙﾐﾂ 鳥　取 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥　取

9 11 353 中西　輝充(1) 倉吉東中 10:45.35 9 4 324 林　健太郎(1) 倉吉西中 10:29.60
ﾑﾗﾀ ｼﾝｼﾞ 鳥　取 ﾓﾘ ｶｽﾞﾏｻ 鳥　取

10 5 170 村田　慎治(2) 大山中 10:45.99 10 11 663 森　一将(2) 鳥大附属中 10:29.69
ｱｵﾒ ﾀﾞｲｷ 鳥　取 ﾔﾏｼﾀ ｹｲｷ 鳥　取

11 15 340 青目　大樹(2) 河北中 10:50.10 11 9 871 山下　敬輝(2) 高草中 10:32.23
ﾌｼﾞｲ ｶﾝｽｹ 鳥　取 ｲｹｶﾞﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ 鳥　取

12 9 341 藤井　幹介(2) 河北中 10:52.32 12 5 711 池上　祥太朗(2) 鳥取東中 10:32.53
ﾖｼｵｶ ｹﾝﾀ 鳥　取 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 鳥　取

13 14 111 吉岡　兼汰(2) 後藤ヶ丘中 11:15.88 13 14 560 馬場　一博(2) 鴨川中 10:57.67
ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲ 鳥　取 ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾅﾘ 鳥　取

14 1 338 宮﨑　伶(2) 河北中 11:31.15 14 8 651 木下　天響(2) 鳥取南中 11:17.24
ｲﾜｻｷ ｶｾﾞﾁｶ 鳥　取 ﾀﾆﾑﾗ ｴｲｷ 鳥　取

8 714 岩崎　風新(1) 鳥取東中 DNS 15 749 谷村　映季(1) 智頭中 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

凡例  DNS:欠場



中学１年男子100mH
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学１年記録(TCR)     13.2      戸田　孝一(鳥取・東伯中)              1976 9月20日 09:55 予　選
大会記録(GR)            14.66     加藤　研三(鳥取・三朝中)              2009 9月20日 13:05 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 (風:0.0) 2組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾖｼﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 鳥　取 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 鳥　取

1 8 691 吉田　怜治(1) 鳥取西中 16.74 q 1 8 669 松井　秀憲(1) 鳥大附属中 17.37 q
ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾔ 鳥　取 ｻﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ 鳥　取

2 1 57 下村　聖也(1) 福米中 17.97 q 2 4 810 澤田　拓実(1) 八頭中 17.55 q
ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ 鳥　取 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｽｹ 鳥　取

3 7 90 遠藤　新大(1) 箕蚊屋中 18.05 q 3 5 327 奥村　悠介(1) 倉吉西中 18.15 q
ｻﾄｳ ﾙｶ 鳥　取 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾄ 鳥　取

4 4 822 佐藤　瑠海(1) 気高中 18.95 q 4 3 659 山下　直人(1) 鳥取南中 19.03 q
ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ 鳥　取 ｺﾀﾆ ｺｳﾍｲ 鳥　取

5 3 323 井上　瑞葵(1) 倉吉西中 19.73 5 6 272 小谷　光平(1) 鳥取北中 20.42
ｼﾊﾞﾀ ｾｲﾄ 鳥　取 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀ 鳥　取

6 5 470 柴田　聖斗(1) 倉吉西中 20.75 6 7 718 谷口　駿太(1) 鳥取東中 20.88
ｽﾐﾄﾓ ﾕｳﾏ 鳥　取 ｸﾛﾀﾞ ｹﾝﾀ 鳥　取

2 469 住友　悠馬(1) 鴨川中 DNS 1 716 黒田　賢太(1) 鳥取東中 DNS
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ 鳥　取 ｷﾉｼﾀ ｶｹﾙ 鳥　取

6 717 松本　悠人(1) 鳥取東中 DNS 2 227 木下　颯(1) 後藤ヶ丘中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学１年男子100mH
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学１年記録(TCR)     13.2      戸田　孝一(鳥取・東伯中)              1976 9月20日 09:55 予　選
大会記録(GR)            14.66     加藤　研三(鳥取・三朝中)              2009 9月20日 13:05 決　勝

決　勝　

(風:-1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ 鳥　取

1 6 810 澤田　拓実(1) 八頭中 17.05
ﾖｼﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 鳥　取

2 4 691 吉田　怜治(1) 鳥取西中 17.18
ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 鳥　取

3 3 669 松井　秀憲(1) 鳥大附属中 17.92
ｵｸﾑﾗ ﾕｳｽｹ 鳥　取

4 7 327 奥村　悠介(1) 倉吉西中 19.45
ｻﾄｳ ﾙｶ 鳥　取

5 2 822 佐藤　瑠海(1) 気高中 20.73
ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾄ 鳥　取

6 1 659 山下　直人(1) 鳥取南中 21.53
ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾔ 鳥　取

7 5 57 下村　聖也(1) 福米中 22.42
ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ 鳥　取

8 90 遠藤　新大(1) 箕蚊屋中 DQ,T10

凡例  DQ:失格 T10:(R168-7(c))故意にハードルを倒した



中学２年男子110mH
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学２年記録(TCR)     14.30     加藤　研三(鳥取・三朝中)              2011 9月20日 10:05 予　選
大会記録(GR)            15.31     田邊　剛(鳥取・鳥取北中)              1999 9月20日 13:10 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 (風:-1.7) 2組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｳｴﾉ ﾌﾐﾔ 鳥　取 ｽｷﾞﾉﾌﾞ ﾋｶﾙ 鳥　取

1 5 709 上野　文也(2) 鳥取東中 17.52 q 1 5 432 杉信　光(2) 久米中 16.64 q
ｲﾁﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 鳥　取 ﾔﾏﾏｽ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

2 3 336 市村　知弘(2) 河北中 17.88 q 2 2 405 山桝　大輝(2) 北条中 16.77 q
ｷﾇｶﾞｻ ｺｳｲﾁ 鳥　取 ﾓﾛﾕ ﾛｲ 鳥　取

3 4 466 衣笠　功一(2) 鴨川中 18.52 q 3 4 172 諸遊　呂偉(2) 大山中 17.42 q
ﾀﾆﾓﾄ ｷｲﾁ 鳥　取 ﾐﾉｳﾗ ﾊﾔﾄ 鳥　取

4 6 665 谷本　葵一(2) 鳥大附属中 19.03 q 4 6 88 箕浦　颯人(2) 箕蚊屋中 18.96 q
ﾌｸｲ ﾏｻﾄ 鳥　取 ﾋﾗｷﾞ ﾕｳﾄ 鳥　取

5 7 56 福井　誠人(2) 福米中 20.50 5 3 800 平木　明優杜(2) 八頭中 19.55
ﾀｸﾜ ﾅｵﾕｷ 鳥　取

6 7 54 宅和　尚之(2) 福米中 21.87



中学２年男子110mH
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学２年記録(TCR)     14.30     加藤　研三(鳥取・三朝中)              2011 9月20日 10:05 予　選
大会記録(GR)            15.31     田邊　剛(鳥取・鳥取北中)              1999 9月20日 13:10 決　勝

決　勝　

(風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽｷﾞﾉﾌﾞ ﾋｶﾙ 鳥　取

1 4 432 杉信　光(2) 久米中 16.38
ﾔﾏﾏｽ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

2 6 405 山桝　大輝(2) 北条中 16.70
ﾓﾛﾕ ﾛｲ 鳥　取

3 5 172 諸遊　呂偉(2) 大山中 17.51
ｲﾁﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 鳥　取

4 7 336 市村　知弘(2) 河北中 17.57
ｳｴﾉ ﾌﾐﾔ 鳥　取

5 3 709 上野　文也(2) 鳥取東中 18.10
ﾐﾉｳﾗ ﾊﾔﾄ 鳥　取

6 2 88 箕浦　颯人(2) 箕蚊屋中 18.12
ｷﾇｶﾞｻ ｺｳｲﾁ 鳥　取

7 8 466 衣笠　功一(2) 鴨川中 18.25
ﾀﾆﾓﾄ ｷｲﾁ 鳥　取

8 1 665 谷本　葵一(2) 鳥大附属中 19.19



中学男子4X100mR
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         44.26     松原・加藤・田中・松尾(鳥取・三朝中)  2011 9月19日 16:20 予　選
大会記録(GR)            46.59     伊田・田子・瀬尾・山崎(鳥取・倉吉東中)2011 9月20日 15:20 決　勝

予　選　4組0着＋8

1組
1着 49.08 2着 52.51 3着 53.80
7ﾚｰﾝ q 3ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
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 87 1 43 1 411

2 85 2 44 2 410

3 88 3 45 3 413

4 280 4 46 4 414

4ﾚｰﾝ DNS 5ﾚｰﾝ DNS 6ﾚｰﾝ 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 (    ) 1 (    ) 1 (    )

2 (    ) 2 (    ) 2 (    )

3 (    ) 3 (    ) 3 (    )

4 (    ) 4 (    ) 4 (    )

2組
1着 45.80 2着 49.47 3着 49.87
5ﾚｰﾝ q GR 8ﾚｰﾝ q 6ﾚｰﾝ q
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 55 1 227 1 373

2 53 2 106 2 371

3 57 3 112 3 372

4 52 4 114 4 375

4着 50.30 5着 50.47 6着 50.67
4ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
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

1 667 1 444 1 468

2 664 2 432 2 466

3 666 3 433 3 467

4 668 4 436 4 465

2ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

箕蚊屋中

ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ
松本　海虎(2)

鳥　取
箕蚊屋中

ｵｵﾐﾈ ﾀｶﾄｼ
大峯　敬俊(2)

鳥　取
箕蚊屋中

ﾐﾉｳﾗ ﾊﾔﾄ
箕浦　颯人(2)

鳥　取
箕蚊屋中

箕蚊屋中

米子北斗中

ｳﾗｶﾜ ﾘｮｳｴｲ
浦川　凌英(2)

ｶﾔﾉ ﾎｳｾｲ
茅野　宝清(1)

鳥　取
米子北斗中

ｲｹﾌﾞﾁ ｶﾅﾀ
池淵　叶泰(1)

鳥　取
米子北斗中
鳥　取
米子北斗中

ﾀﾅｶ ﾀｶﾄ
田中　崇登(1)

鳥　取
米子北斗中

赤崎中

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ
中村　浩幸(2)

鳥　取
赤碕中

ﾀｶﾂｶ ﾋﾛﾔ
高塚　裕也(2)

鳥　取
赤碕中

ｶｼﾞｷ ｱﾔﾄ
鍛冶木　彩仁(1)

鳥　取
赤碕中

ｼｷﾞｮｳ ｺｳﾀ
執行　浩太(1)

鳥　取
赤碕中

三朝中 桜ヶ丘中 高草中

ｲﾜﾀ ﾊﾙﾋｻ
岩田　悠久(1)

鳥　取

福米中

ﾊﾔｼ ﾘｮｳｾｲ
林　凌生(2)

鳥　取
福米中

ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ 鳥　取
福米中

ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾔ
下村　聖也(1)

鳥　取
福米中

ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ
下村　翔太(2)

鳥　取
福米中

後藤ヶ丘中

ｷﾉｼﾀ ｶｹﾙ
木下　颯(1)

ｳﾗﾔﾏ ｾｲｼﾞ
浦山　誠二(2)

廣瀬　歩真(2)

鳥　取
後藤ヶ丘中

ｲﾜｻｷ ﾖｳ
岩﨑　陽(2)

鳥　取
後藤ヶ丘中
鳥　取
後藤ヶ丘中

ｻｻｷ ﾕｳﾀ
佐々木　湧丈(2)

鳥　取
後藤ヶ丘中

北溟中

ﾅｶﾉ ﾚﾝﾀ
中野　蓮太(2)

鳥　取
北溟中

ﾑﾗｶﾜ ﾊﾙｷ
村川　春輝(2)

鳥　取
北溟中

ｽﾔﾏ ﾄﾓｱｷ
陶山　知明(2)

鳥　取
北溟中

ﾏｷﾉ ｱｷﾋﾛ
牧野　晃大(1)

鳥　取
北溟中

鳥大附中

ﾔﾏｻｷ ｺｳﾍｲ

久米中

ｳｼﾛｺｳｼﾞ ｻｸﾔ

鴨川中

ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ
山﨑　公平(2)

鳥　取
鳥大附属中

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ
田中　悠暉(2)

鳥　取
鳥大附属中

ﾓﾘ ｻﾄｼ
森　聡史(2)

鳥　取
鳥大附属中

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ
松本　侑斗(2)

鳥　取
鳥大附属中

後小路　朔也(2)
鳥　取
久米中

ｽｷﾞﾉﾌﾞ ﾋｶﾙ
杉信　光(2)

鳥　取
久米中

ﾀﾌﾞｻ ﾕｳｽｹ
田總　祐介(2)

鳥　取
久米中

ﾔﾏｻｷ ﾊﾔﾄ
山﨑　隼大(2)

鳥　取
久米中

田中　光(2)
鳥　取
鴨川中

ｷﾇｶﾞｻ ｺｳｲﾁ
衣笠　功一(2)

鳥　取
鴨川中

ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ
田中　大地(2)

鳥　取
鴨川中

ｵｵﾀ ｴｲｷ
太田　栄輝(2)

鳥　取
鴨川中

中ノ郷中

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



中学男子4X100mR
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         44.26     松原・加藤・田中・松尾(鳥取・三朝中)  2011 9月19日 16:20 予　選
大会記録(GR)            46.59     伊田・田子・瀬尾・山崎(鳥取・倉吉東中)2011 9月20日 15:20 決　勝

予　選　4組0着＋8

3組
1着 48.39 2着 49.99 3着 53.44
6ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
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

1 831 1 328 1 221

2 829 2 322 2 223

3 827 3 316 3 225

4 828 4 323 4 220

4着 55.64
4ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ DQ,R3 3ﾚｰﾝ 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

1 272 1 200 1 346

2 674 2 195 2 336

3 677 3 199 3 339

4 679 4 197 4 344

4組
1着 49.32 2着 49.40 3着 49.89
2ﾚｰﾝ q 7ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ q
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 76 1 2 1 717

2 77 2 3 2 709

3 78 3 8 3 718

4 271 4 11 4 710

4着 50.82 5着 51.90
3ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 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

1 918 1 174 1 (    )

2 915 2 167 2 (    )

3 851 3 172 3 (    )

4 838 4 166 4 (    )

国府中

ﾉﾉｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ
野々口　真紘(1)

鳥　取
国府中

山本　涼雅(2)
鳥　取
国府中

ｳｽｲ ﾕｳｷ
臼井　優稀(2)

鳥　取
国府中

ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ
福庭　陽成(2)

鳥　取
国府中

倉吉西中

ﾊﾅｲｹ ﾚﾝ
花池　蓮(1)

ﾔﾏﾈ ｺｳｽｹ
山根　浩輔(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ

鳥　取
倉吉西中

ｲﾜﾓﾄ ｺｽﾓ
岩本　輝星(2)

鳥　取
倉吉西中
鳥　取
倉吉西中

ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ
井上　瑞葵(1)

鳥　取
倉吉西中

福生中

ｶｹﾞﾔﾏ ﾋｼﾞﾘ
影山　聖(2)

鳥　取
福生中

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｷ
藤村　勇希(2)

鳥　取
福生中

ﾀﾑﾗ ﾅﾂｷ
田村　夏輝(1)

鳥　取
福生中

ﾏﾂﾀﾞ ｼｬﾉﾝ
松田　志亜音(2)

鳥　取
福生中

鳥取北中

ｺﾀﾆ ｺｳﾍｲ

中山中

ｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ

河北中

ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾔ
小谷　光平(1)

鳥　取
鳥取北中

ﾀｶﾀﾞ ｲﾌﾞｷ
高田　壱吹(1)

鳥　取
鳥取北中

ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾀ
木下　翔太(1)

鳥　取
鳥取北中

ﾏｴﾀ ｺｳｾｲ
前田　絋生(1)

鳥　取
鳥取北中

佐川　隼也(1)
鳥　取
中山中

ｻｺ ﾘｷﾄ
佐子　理輝人(2)

鳥　取
中山中

尾古　愛斗(1)
鳥　取
中山中

ﾓﾘﾅｶﾞ ﾋｶﾙ
森長　輝(2)

鳥　取
中山中

山本　直矢(1)
鳥　取
河北中

ｲﾁﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ
市村　知弘(2)

鳥　取
河北中

ｽﾐ ｹｲﾀ

ｺﾀﾞﾏ ｿｳｼ
児玉　壮志(2)

鳥　取
河北中

ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ
井之上　匠(1)

鳥　取
河北中

ｵｺ ﾏﾅﾄ

境港第二中
ﾀｶﾀ ﾕｳｾｲ
高田　悠成(1)

鳥　取
境港第二中

境港第二中

ｶﾂﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 
勝部　和磨(2)

鳥　取
境港第二中

武良　耕大(2)
鳥　取
境港第二中

境港第一中

ｵｵﾂｶ ﾏｼｭｳ
大塚　磨周(2)

ﾀｶｼﾏ ﾕｳｷ
髙島　悠暉(1)

角　啓汰(2)
鳥　取

鳥　取
境港第一中

ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭｳ
石飛　秀(2)

鳥　取
境港第一中
鳥　取
境港第一中

ｸﾗ ｹｲﾀ
蔵　圭汰(1)

鳥　取
境港第一中

鳥取東中

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ
松本　悠人(1)

鳥　取
鳥取東中

ｳｴﾉ ﾌﾐﾔ
上野　文也(2)

鳥　取
鳥取東中

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀ
谷口　駿太(1)

鳥　取
鳥取東中

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ
山本　純嗣(2)

鳥　取
鳥取東中

岩美中

ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲﾔ

大山中

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ

岸本中

ﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ

山口　聖矢(1)
鳥　取
岩美中

ﾔﾏｼﾀ ｲｸﾐ
山下　育己(1)

鳥　取
岩美中

ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾀ
村上　将太(2)

鳥　取
岩美中

ﾀｶｶﾞｷ ﾘｸ
髙垣　來空(2)

鳥　取
岩美中

柳川　大和(2)
鳥　取
大山中

ﾀｶﾀ ﾘｭｳ
高田　龍(2)

鳥　取
大山中

ﾓﾛﾕ ﾛｲ
諸遊　呂偉(2)

鳥　取
大山中

ｷｭｳﾌﾞﾝ ﾀｸﾐ
久文　拓海(2)

鳥　取
大山中

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



中学男子4X100mR
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         44.26     松原・加藤・田中・松尾(鳥取・三朝中)  2011 9月19日 16:20 予　選
大会記録(GR)            46.59     伊田・田子・瀬尾・山崎(鳥取・倉吉東中)2011 9月20日 15:20 決　勝

決　勝　

1着 46.35 2着 48.78 3着 48.90
4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
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 55 1 831 1 76

2 53 2 829 2 77

3 57 3 827 3 78

4 52 4 828 4 271

4着 49.13 5着 49.16 6着 49.63
7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
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

1 233 1 2 1 87

2 106 2 3 2 85

3 112 3 8 3 88

4 114 4 11 4 280

7着 49.95 8着 52.02
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
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

1 373 1 717

2 371 2 709

3 372 3 718

4 375 4 719

福米中

ﾊﾔｼ ﾘｮｳｾｲ
林　凌生(2)

鳥　取
福米中

ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ 鳥　取
福米中

ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾔ
下村　聖也(1)

鳥　取
福米中

ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ
下村　翔太(2)

鳥　取
福米中

国府中

ﾉﾉｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ
野々口　真紘(1)

ｳｽｲ ﾕｳｷ
臼井　優稀(2)

廣瀬　歩真(2)

鳥　取
国府中

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ
山本　涼雅(2)

鳥　取
国府中
鳥　取
国府中

ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ
福庭　陽成(2)

鳥　取
国府中

境港第二中

ｶﾂﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 
勝部　和磨(2)

鳥　取
境港第二中

ｽﾐ ｹｲﾀ
角　啓汰(2)

鳥　取
境港第二中

ﾀｶﾀ ﾕｳｾｲ
高田　悠成(1)

鳥　取
境港第二中

ﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ
武良　耕大(2)

鳥　取
境港第二中

後藤ヶ丘中

ﾊﾅﾔﾏ ﾕｳｾｲ

境港第一中

ｵｵﾂｶ ﾏｼｭｳ

箕蚊屋中

ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ
花山　由晟(1)

鳥　取
後藤ヶ丘中

ｲﾜｻｷ ﾖｳ
岩﨑　陽(2)

鳥　取
後藤ヶ丘中

ｳﾗﾔﾏ ｾｲｼﾞ
浦山　誠二(2)

鳥　取
後藤ヶ丘中

ｻｻｷ ﾕｳﾀ
佐々木　湧丈(2)

鳥　取
後藤ヶ丘中

大塚　磨周(2)
鳥　取
境港第一中

ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭｳ
石飛　秀(2)

鳥　取
境港第一中

ﾀｶｼﾏ ﾕｳｷ
髙島　悠暉(1)

鳥　取
境港第一中

ｸﾗ ｹｲﾀ
蔵　圭汰(1)

鳥　取
境港第一中

松本　海虎(2)
鳥　取
箕蚊屋中

ｵｵﾐﾈ ﾀｶﾄｼ
大峯　敬俊(2)

鳥　取
箕蚊屋中

ﾐﾉｳﾗ ﾊﾔﾄ
箕浦　颯人(2)

鳥　取
箕蚊屋中

ｲﾜﾀ ﾊﾙﾋｻ
岩田　悠久(1)

鳥　取
箕蚊屋中

北溟中

ﾅｶﾉ ﾚﾝﾀ
中野　蓮太(2)

鳥　取
北溟中

ﾑﾗｶﾜ ﾊﾙｷ 鳥　取
北溟中

ｽﾔﾏ ﾄﾓｱｷ
陶山　知明(2)

鳥　取
北溟中

ﾏｷﾉ ｱｷﾋﾛ
牧野　晃大(1)

鳥　取
北溟中

鳥取東中

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ
松本　悠人(1)

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀ
谷口　駿太(1)

村川　春輝(2)

鳥　取
鳥取東中

ｳｴﾉ ﾌﾐﾔ
上野　文也(2)

鳥　取
鳥取東中
鳥　取
鳥取東中

ﾔｽﾓﾄ ﾕｳｾｲ
安本　雄星(1)

鳥　取
鳥取東中



中学男子走高跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         2m00      小谷　彰(鳥取・岩美中)                1997
大会記録(GR)            1m85      阿部　雄一(鳥取・境港第二中)          1990 9月20日 10:00 決　勝

決　勝　

ｽﾐ ｹｲﾀ 鳥　取 ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ×

1 15 77 角　啓汰(2) 境港第二中 1m71
ｶﾅｻﾞﾜ ﾄﾓﾅﾘ 鳥　取 ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

2 3 109 金澤　友生(2) 後藤ヶ丘中 1m65
ｵｵﾂｶ ﾏｼｭｳ 鳥　取 ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

3 12 2 大塚　磨周(2) 境港第一中 1m60
ｷﾇｶﾞｻ ｺｳｲﾁ 鳥　取 － ○ × × ○ × × ×

4 8 466 衣笠　功一(2) 鴨川中 1m55
ﾓﾛﾕ ﾛｲ 鳥　取 － ○ × × ×

5 11 172 諸遊　呂偉(2) 大山中 1m50
ｵﾝﾀﾞ ﾚｷ 鳥　取 × ○ × ○ × × ×

6 4 448 音田　澪希(2) 東郷中 1m50
ﾀｶﾞ ｼﾝﾉｽｹ 鳥　取 ○ × × ○ × × ×

7 14 119 多賀　慎之介(2) 日野中 1m50
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾄ 鳥　取 × × ○ × × ○ × × ×

8 6 343 西村　優人(1) 河北中 1m50
ｳｴﾉ ﾌﾐﾔ 鳥　取 － × × ×

1 709 上野　文也(2) 鳥取東中 NM
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 鳥　取 × × ×

2 399 松原　拓未(1) 大栄中 NM
ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ 鳥　取 × × ×

5 135 岡田　大海(1) 尚徳中 NM
ﾏﾂﾀﾞ ｼｬﾉﾝ 鳥　取 × × ×

7 220 松田　志亜音(2) 福生中 NM
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 鳥　取 × × ×

9 467 田中　大地(2) 鴨川中 NM
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾔ 鳥　取 × × ×

10 346 山本　直矢(1) 河北中 NM
ﾐﾖｼ ｺｳｾｲ 鳥　取 × × ×

13 252 三好　洸正(1) 尚徳中 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m45 1m75

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m50 1m55 1m60 1m65 1m68 1m71

凡例  NM:記録なし



中学男子走幅跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         6m88      門脇　正吾(鳥取・河北中)              1977
大会記録(GR)            6m31      森山　大成(鳥取・大山中)              2010 9月19日 10:00 決勝

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 鳥　取 5m83 6m03 6m14 6m14 5m90 6m17 6m07 6m17
1 19 468 田中　光(2) 鴨川中 +0.5 +0.4 +0.8 +0.8 -0.5 0.0 +0.7 0.0

ｻｺ ﾘｷﾄ 鳥　取 × 6m00 5m76 6m00 5m44 × 5m85 6m00
2 6 195 佐子　理輝人(2) 中山中 +0.6 -0.3 +0.6 +0.2 -0.2 +0.6

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ 鳥　取 5m66 5m65 × 5m66 5m20 5m60 5m64 5m66
3 8 174 柳川　大和(2) 大山中 -0.9 +0.8 -0.9 0.0 +0.5 +0.2 -0.9

ｽﾐ ｹｲﾀ 鳥　取 5m38 5m38 5m39 5m39 5m11 4m83 5m48 5m48
4 38 77 角　啓汰(2) 境港第二中 +1.2 0.0 +0.1 +0.1 -0.7 +0.4 +0.9 +0.9

ｽｷﾞﾉﾌﾞ ﾋｶﾙ 鳥　取 5m35 4m94 5m34 5m35 5m17 5m12 5m22 5m35
5 14 432 杉信　光(2) 久米中 +1.0 +0.2 +0.1 +1.0 +0.5 +1.0 +0.6 +1.0

ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 鳥　取 5m35 5m32 5m21 5m35 5m25 5m18 × 5m35
6 11 69 清水　龍哉(2) 岸本中 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.4 +0.7 0.0

ﾀｸﾜ ﾅｵﾕｷ 鳥　取 4m89 × 5m27 5m27 4m88 5m01 5m12 5m27
7 2 54 宅和　尚之(2) 福米中 +0.4 +1.2 +1.2 -0.3 +1.0 0.0 +1.2

ﾅｶﾉ ﾚﾝﾀ 鳥　取 5m16 4m60 5m12 5m16 5m18 5m16 5m20 5m20
8 4 373 中野　蓮太(2) 北溟中 -0.4 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 +0.3 +0.3

ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ 鳥　取 5m15 4m85 4m90 5m15 5m15
9 18 818 中山　敬太(1) 八頭中 +0.4 +0.2 +0.8 +0.4 +0.4

ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ 鳥　取 4m86 4m47 5m07 5m07 5m07
10 15 87 松本　海虎(2) 箕蚊屋中 +0.4 0.0 +0.3 +0.3 +0.3

ﾖﾈﾊﾗ ﾜﾀﾙ 鳥　取 4m79 5m04 4m78 5m04 5m04
11 5 658 米原　渉(1) 鳥取南中 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0

ｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 鳥　取 5m00 4m84 5m00 5m00 5m00
12 28 200 佐川　隼也(1) 中山中 +1.4 +1.1 +0.3 +1.4 +0.3

ﾐﾖｼ ｺｳｾｲ 鳥　取 4m68 4m94 4m91 4m94 4m94
13 51 252 三好　洸正(1) 尚徳中 +1.1 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾊﾅｲｹ ﾚﾝ 鳥　取 4m83 4m93 × 4m93 4m93
14 13 328 花池　蓮(1) 倉吉西中 +1.2 +0.8 +0.8 +0.8

ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾀ 鳥　取 4m91 3m54 4m40 4m91 4m91
15 46 851 村上　将太(2) 岩美中 +0.2 0.0 +1.0 +0.2 +0.2

ｲﾜｻｷ ﾖｳ 鳥　取 4m79 4m84 4m68 4m84 4m84
16 22 106 岩﨑　陽(2) 後藤ヶ丘中 +0.7 -0.2 0.0 -0.2 -0.2

ｼｷﾞｮｳ ｺｳﾀ 鳥　取 3m65 3m69 4m81 4m81 4m81
17 33 414 執行　浩太(1) 赤碕中 -0.4 -0.3 0.0 0.0 0.0

ﾓﾘ ｻﾄｼ 鳥　取 4m71 4m63 4m78 4m78 4m78
18 16 666 森　聡史(2) 鳥大附属中 +0.4 +0.2 +0.1 +0.1 +0.1

ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 鳥　取 4m75 4m50 4m65 4m75 4m75
19 58 262 加藤　巧(1) 弓ヶ浜中 +0.2 +0.7 +0.5 +0.2 +0.2

ｲｹﾌﾞﾁ ｶﾅﾀ 鳥　取 × 4m74 4m74 4m74 4m74
20 49 44 池淵　叶泰(1) 米子北斗中 +0.2 +0.1 +0.2 +0.1

ﾀﾅｶ ｾｲﾔ 鳥　取 × 4m56 × 4m56 4m56
21 45 898 田中　聖也(2) 福部中 +0.5 +0.5 +0.5

ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ 鳥　取 4m54 × × 4m54 4m54
22 23 337 加藤　広晃(2) 河北中 +1.3 +1.3 +1.3

ﾌｸｲ ﾏｻﾄ 鳥　取 4m52 4m51 4m53 4m53 4m53
23 25 56 福井　誠人(2) 福米中 0.0 +0.4 0.0 0.0 0.0

ﾀﾅｶ ｱﾂｷ 鳥　取 4m18 4m26 4m51 4m51 4m51
24 1 196 田中　惇貴(2) 中山中 0.0 +0.2 +1.0 +1.0 +1.0

ﾊﾗﾀﾞ ｱﾑ 鳥　取 4m32 4m50 × 4m50 4m50
25 48 342 原田　歩武(1) 河北中 +0.6 0.0 0.0 0.0

ﾀﾅｶ ﾀｶﾄ 鳥　取 4m34 4m20 4m44 4m44 4m44
26 39 46 田中　崇登(1) 米子北斗中 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0

ﾐﾉｳﾗ ﾊﾔﾄ 鳥　取 × 4m36 4m25 4m36 4m36
27 36 88 箕浦　颯人(2) 箕蚊屋中 +1.0 -0.4 +1.0 +1.0

ｸﾛﾐ ｹｲｽｹ 鳥　取 4m32 4m21 4m35 4m35 4m35
28 44 58 黒見　圭佑(1) 福米中 +0.3 0.0 +0.4 +0.4 +0.4

ﾔﾏｻｷ ｺｳﾍｲ 鳥　取 2m45 4m28 4m33 4m33 4m33
29 3 667 山﨑　公平(2) 鳥大附属中 0.0 0.0 +0.1 +0.1 +0.1

ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓｷ 鳥　取 4m28 4m12 4m20 4m28 4m28
30 27 137 前田　知希(1) 尚徳中 +0.9 -0.4 -0.1 +0.9 +0.9

ﾉﾌﾞｾ ｺｳｼ 鳥　取 × 4m17 4m26 4m26 4m26
31 32 177 信瀬　浩志(1) 大山中 0.0 +0.4 +0.4 +0.4

ﾀｹﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 鳥　取 3m92 4m26 4m15 4m26 4m26
32 30 246 竹本　大希(1) 美保中 +0.1 -1.0 +0.9 -1.0 -1.0

ﾀｶｼﾏ ﾕｳｷ 鳥　取 3m50 4m08 4m26 4m26 4m26
33 9 8 髙島　悠暉(1) 境港第一中 +0.3 +1.0 +0.2 +0.2 +0.2

ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｷ 鳥　取 3m97 4m05 4m23 4m23 4m23
34 31 904 宮本　雅生(1) 福部中 +0.2 -0.7 +1.2 +1.2 +1.2

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学男子走幅跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         6m88      門脇　正吾(鳥取・河北中)              1977
大会記録(GR)            6m31      森山　大成(鳥取・大山中)              2010 9月19日 10:00 決勝

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾏ 鳥　取 4m20 3m86 3m68 4m20 4m20
35 24 5 松本　拓磨(2) 境港第一中 +0.1 +0.3 +0.2 +0.1 +0.1

ﾅｲﾄｳ ｱｸｱ 鳥　取 4m18 × 4m08 4m18 4m18
36 20 249 内藤　亜玖爽(1) 溝口中 +0.9 +0.3 +0.9 +0.9

ﾆｼｵｶ ﾕｳｷ 鳥　取 4m17 4m14 2m94 4m17 4m17
37 29 396 西岡　悠稀(2) 大栄中 +0.3 +0.7 +0.8 +0.3 +0.3

ｶﾜﾊﾗ ﾕｳｾｲ 鳥　取 3m79 4m06 3m41 4m06 4m06
38 12 320 河原　優星(2) 倉吉西中 +0.2 -0.3 +0.6 -0.3 -0.3

ﾔｽﾓﾄ ﾕｳｾｲ 鳥　取 3m70 4m06 × 4m06 4m06
39 54 719 安本　雄星(1) 鳥取東中 0.0 +0.7 +0.7 +0.7

ｲｻﾞﾜ ﾐﾂﾉﾘ 鳥　取 3m81 3m87 4m04 4m04 4m04
40 35 68 井澤　三教(2) 岸本中 0.0 +0.4 -0.3 -0.3 -0.3

ｵｻﾞｻ ｺｳｷ 鳥　取 3m79 3m99 3m91 3m99 3m99
41 47 113 小笹　亘輝(2) 後藤ヶ丘中 +0.7 0.0 +1.7 0.0 0.0

ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ 鳥　取 3m99 3m87 3m60 3m99 3m99
42 26 318 河本　優太(2) 倉吉西中 +0.3 +0.7 -0.1 +0.3 +0.3

ｶﾄｳ ｶｲ 鳥　取 3m98 3m83 － 3m98 3m98
43 59 179 加藤　快(1) 大山中 0.0 +2.3 0.0 0.0

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 鳥　取 3m63 3m82 3m85 3m85 3m85
44 53 745 小林　隼人(1) 智頭中 +0.1 +0.3 0.0 0.0 0.0

ﾀﾌﾞｻ ﾕｳｽｹ 鳥　取 3m80 3m85 3m78 3m85 3m85
45 34 433 田總　祐介(2) 久米中 -0.1 +0.7 -0.5 +0.7 +0.7

ﾑﾗｵｶ ﾊﾔﾄ 鳥　取 2m96 3m47 3m85 3m85 3m85
46 10 464 村岡　隼人(1) 東伯中 +1.1 -0.3 +0.3 +0.3 +0.3

ﾓﾘｷ ﾊﾙﾋｺ 鳥　取 3m77 3m64 × 3m77 3m77
47 41 839 森木　晴彦(1) 八頭中 +1.0 +0.6 +1.0 +1.0

ｻﾜﾀﾞ ｹｲ 鳥　取 3m73 3m52 × 3m73 3m73
48 42 244 澤田　恵(1) 美保中 +1.0 0.0 +1.0 +1.0

ﾀﾆｶﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ 鳥　取 3m72 3m59 × 3m72 3m72
49 40 136 谷川　孟(1) 尚徳中 -0.5 +0.8 -0.5 -0.5

ｲﾜﾀ ｼﾝﾔ 鳥　取 3m52 3m05 3m20 3m52 3m52
50 55 237 岩田　慎也(1) 米子北斗中 +1.1 +0.3 +0.1 +1.1 +1.1

ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾏ 鳥　取 × 3m33 3m43 3m43 3m43
51 57 441 杉本　颯馬(1) 久米中 +1.4 0.0 0.0 0.0

ﾐﾔﾍﾞ ﾅﾙﾄ 鳥　取 2m98 2m91 3m40 3m40 3m40
52 52 345 宮部　稔仁(1) 河北中 +0.1 +0.1 0.0 0.0 0.0

ﾅｶﾊﾗ ｱﾔｷ 鳥　取 2m60 3m21 3m00 3m21 3m21
53 56 374 中原　彩貴(1) 北溟中 +1.3 -0.5 +0.1 -0.5 -0.5

ﾏｴﾀ ﾐｻｷ 鳥　取 2m60 2m58 3m10 3m10 3m10
54 37 261 前田　岬希(1) 岸本中 +0.3 0.0 +0.1 +0.1 +0.1

ﾓﾘ ｺｳﾍｲ 鳥　取 × × ×
17 306 森　光平(2) 三朝中 NM

ｼﾏﾀﾞ ｲｵﾘ 鳥　取

7 909 島田　伊織(1) 桜ヶ丘中 DNS
ｱﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾀ 鳥　取

21 6 安達　純太(2) 境港第一中 DNS
ﾊﾀｸﾞﾁ ﾗｲｷ 鳥　取

43 731 畑口　来輝(1) 鳥取東中 DNS
ｽｷﾞﾊﾗ ﾄｷｵ 鳥　取

50 911 杉原　トキオ(1) 桜ヶ丘中 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学男子棒高跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         4m40      礒江　裕一(鳥取・北溟中)              1991
大会記録(GR)            3m80      茅原　雅人(鳥取・倉吉西中)            2010 9月19日 11:00 決　勝

決　勝　

ﾔﾏﾏｽ ﾀﾞｲｷ 鳥　取 ○ ○ × × ○ × × ×

1 1 405 山桝　大輝(2) 北条中 3m40

3m00 3m20 3m40 3m60
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属



中学男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         14m74     田川　諒(鳥取・鳥大附属中)            2007
大会記録(GR)            12m87     田川　諒(鳥取・鳥大附属中)            2006 9月19日 13:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾃﾗﾁ ﾕｳｷ 鳥　取

1 12 456 寺地　裕紀(2) 東郷中 7m72 7m80 8m77 8m77 8m15 9m45 7m50 9m45
ﾀｶﾂｶ ﾋﾛﾔ 鳥　取

2 9 410 高塚　裕也(2) 赤碕中 8m41 8m98 8m89 8m98 9m11 8m83 × 9m11
ｲｼﾊﾗ ﾀｲｾｲ 鳥　取

3 4 96 石原　大聖(2) 日南中 9m06 8m70 8m81 9m06 8m99 8m77 8m62 9m06
ｽﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 鳥　取

4 10 372 陶山　知明(2) 北溟中 8m58 7m57 8m79 8m79 8m45 8m40 8m69 8m79
ﾑﾗｶﾜ ﾊﾙｷ 鳥　取

5 5 371 村川　春輝(2) 北溟中 6m81 × 6m90 6m90 6m17 × 6m86 6m90
ｶﾈﾀﾆ ｱｷﾗ 鳥　取

6 6 746 金谷　晃(1) 智頭中 6m53 6m09 6m27 6m53 6m64 6m64 6m51 6m64
ﾋﾛﾊｼ ﾘｭｳﾔ 鳥　取

7 2 442 広橋　龍弥(1) 久米中 5m29 5m57 6m01 6m01 5m94 5m69 × 6m01
ｺﾀﾞﾏ ｿｳｼ 鳥　取

8 13 339 児玉　壮志(2) 河北中 5m86 × 5m40 5m86 × 5m69 5m54 5m86
ﾊﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 鳥　取

9 1 780 濱本　洸明(1) 青谷中 5m59 5m35 5m41 5m59 5m59
ﾀｶｼﾏ ﾕｳｷ 鳥　取

10 7 8 髙島　悠暉(1) 境港第一中 × 5m35 5m55 5m55 5m55
ｽﾐ ｶｽﾞﾏ 鳥　取

11 8 245 角　和真(1) 美保中 4m63 4m46 5m09 5m09 5m09
ﾓﾘｺ ｳﾀﾞｲ 鳥　取

12 3 4 森　広大(2) 境港第一中 4m71 4m62 4m81 4m81 4m81
ﾆｼｵ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鳥　取

11 859 西尾　綾太郎(1) 桜ヶ丘中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学１年女子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学１年記録(TCR)     12.52     吉田　明香里(鳥取・河原中)            2015 9月19日 10:05 予　選
大会記録(GR)            12.90     山根　絵美(鳥取・鳥大附属中)          2000 9月19日 14:10 決　勝

予　選　10組0着＋8

1組 (風:+1.2) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾌﾞﾁ ﾂｸﾞﾐ 鳥　取 ﾄﾞｲ ｱｶﾘ 鳥　取

1 6 69 馬淵　つぐみ(1) 箕蚊屋中 13.54 q 1 4 349 土井　あかり(1) 河北中 13.72 q
ｽﾐﾀﾞ ｺﾄﾐ 鳥　取 ｵｵｲｼ ﾏｲｺ 鳥　取

2 7 201 住田　琴海(1) 後藤ヶ丘中 14.18 2 5 197 大石　真唯子(1) 後藤ヶ丘中 14.48
ﾓﾘｷ ﾏﾕ 鳥　取 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｺ 鳥　取

3 5 563 森木　まゆ(1) 八頭中 14.30 3 6 322 足立　優子(1) 北条中 14.50
ﾀﾅｶ ｱﾘｱ 鳥　取 ﾌｸｵｶ ｻﾄﾈ 鳥　取

4 4 657 田中　アリア(1) 河原中 14.62 4 1 233 福岡　里音(1) 境港第三中 14.71
ﾊｼﾓﾄ ﾘｺ 鳥　取 ｶｻﾀﾞ ﾅﾅ 鳥　取

5 3 344 橋本　莉子(1) 河北中 15.20 5 7 287 笠田　菜夏(1) 北溟中 14.96
ﾏﾂｲ ﾅﾂﾎ 鳥　取 ｺｼﾞﾏ ﾙﾅ 鳥　取

6 8 636 松井　夏帆(1) 高草中 15.42 6 3 729 小嶋　留奈(1) 鳥取東中 15.06
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｺ 鳥　取 ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ 鳥　取

7 2 81 西村　優子(1) 日野中 17.99 7 8 4 佐藤　日和(1) 境港第一中 15.73
ﾀﾅｶ ｿﾗ 鳥　取

8 2 641 田中　そら(1) 青谷中 16.48

3組 (風:+0.4) 4組 (風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾗﾀ ﾓｴﾘ 鳥　取 ﾓﾘﾓﾄ ｻｷ 鳥　取

1 3 165 荒田　萌里(1) 中山中 14.08 1 5 264 森本　咲(1) 倉吉西中 13.77
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾝ 鳥　取 ﾐﾔｳﾁ ｻﾔｶ 鳥　取

2 4 179 渡邉　佳穏(1) 加茂中 14.20 2 3 318 宮内　彩也伽(1) 大栄中 14.74
ﾆｼﾑﾗ ｶﾉ 鳥　取 ｻｻｷ ﾓﾓｴ 鳥　取

3 6 329 西村　華乃(1) 河北中 14.30 3 6 288 佐々木　桃愛(1) 北溟中 15.10
ｼﾐｽﾞ ﾐｻﾄ 鳥　取 ﾂﾉﾀﾞ ﾚﾅ 鳥　取

4 8 579 清水　美郷(1) 気高中 14.69 4 2 28 角田　玲奈(1) 名和中 15.10
ｶﾐﾄｸ ｼｽﾞｶ 鳥　取 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛﾐ 鳥　取

5 5 309 紙德　静香(1) 赤碕中 15.37 5 8 728 石橋　弘美(1) 鳥取東中 15.33
ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 鳥　取 ﾊﾗ ﾁﾋﾛ 鳥　取

6 7 647 長谷川　春菜(1) 青谷中 15.94 6 7 5 原　千尋(1) 境港第一中 15.60
ﾅｶﾑﾗ ﾘｶ 鳥　取 ﾊﾗ ｱﾕﾘ 鳥　取

7 2 220 仲村　梨花(1) 溝口中 16.40 4 204 原　あゆり(1) 後藤ヶ丘中 DNS

5組 (風:+3.3) 6組 (風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷﾀﾏﾄﾞ ﾚﾅ 鳥　取 ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥　取

1 6 117 北窓　玲奈(1) 尚徳中 13.88 1 5 659 吉田　明香里(1) 河原中 12.71 GR q
ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ 鳥　取 ﾐﾔﾋﾗ ｱﾐ 鳥　取

2 5 265 山本　明香理(1) 倉吉西中 13.92 2 6 225 宮平　亜美(1) 弓ヶ浜中 14.18
ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ 鳥　取 ﾀﾆﾓﾄ ﾓｴ 鳥　取

3 3 328 竹内　綾香(1) 鴨川中 14.21 3 4 166 谷本　萌(1) 中山中 14.28
ｵｶﾀﾞ ﾓﾓｶ 鳥　取 ｷｼ ｺﾄﾐ 鳥　取

4 1 217 岡田　百花(1) 溝口中 14.35 4 7 218 岸　琴美(1) 溝口中 14.86
ﾑﾗｶﾐ ｱﾔﾗ 鳥　取 ｼﾏﾀﾆ ﾘﾎ 鳥　取

5 4 175 村上　あやら(1) 加茂中 14.42 5 3 178 島谷　莉帆(1) 加茂中 14.87
ｺﾔﾏ ﾐｸ 鳥　取 ｻｶﾓﾄ ｽﾐｶ 鳥　取

6 8 235 小山　未來(1) 箕蚊屋中 14.82 6 2 596 坂本　透夏(1) 国府中 15.26
ﾓﾄﾊﾞ ﾈﾈ 鳥　取 ﾀｶﾊｼ ｱﾐ 鳥　取

7 7 667 元塲　ねね(1) 湖東中 15.37 7 8 544 高橋　愛美(1) 鳥取西中 15.43
ｾﾀ ｺﾄﾐ 鳥　取

2 79 瀨田　琴未(1) 日野中 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学１年女子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学１年記録(TCR)     12.52     吉田　明香里(鳥取・河原中)            2015 9月19日 10:05 予　選
大会記録(GR)            12.90     山根　絵美(鳥取・鳥大附属中)          2000 9月19日 14:10 決　勝

予　選　10組0着＋8

7組 (風:+1.2) 8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
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾝｶ 鳥　取 ｵｻｷ ｱｶﾘ 鳥　取

1 6 306 杉本　鈴夏(1) 赤碕中 13.44 q 1 3 540 尾﨑　星(1) 鳥取西中 13.16 q
ﾅｶﾞﾀ ｱﾝﾅ 鳥　取 ﾎﾘｵ ﾙﾅ 鳥　取

2 4 266 長田　杏奈(1) 倉吉西中 13.73 q 2 6 192 堀尾　月奈(1) 福生中 14.83
ｵｶﾀﾞ ｺﾅﾂ 鳥　取 ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ 鳥　取

3 5 153 岡田　小夏(1) 大山中 14.44 3 4 471 柴田　結衣(1) 鳥取北中 14.84
ﾓﾘｼﾀ ﾐﾉﾘ 鳥　取 ｽﾐ ｱﾔｶ 鳥　取

4 8 669 森下　みのり(1) 湖東中 15.28 4 8 212 角　彩花(1) 美保中 15.44
ｲｹﾀﾞ ｻｸﾗｺ 鳥　取 ｲｼｻﾞｶ ﾓﾓｺ 鳥　取

5 2 128 池田　桜香(1) 東山中 15.67 5 7 633 石坂　桃子(1) 高草中 15.56
ﾏﾙｲ ﾐﾕ 鳥　取 ｵｶﾀﾞ ｷﾗ 鳥　取

6 7 532 圓井　美友(1) 中ノ郷中 16.03 6 2 23 岡田　綺羅(1) 名和中 15.62
ﾋｬｸﾅ ﾀｹﾐ 鳥　取 ｶﾄﾞﾜｷ ﾐｸ 鳥　取

7 3 211 百名　竹弥(1) 米子北斗中 17.39 7 1 231 門脇　美空(1) 境港第三中 16.33
ﾅｶｼﾏ ｺｺﾛ 鳥　取

5 643 中島　心(1) 青谷中 DNS

9組 (風:+1.1) 10組 (風:+0.9)

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
ｶﾒｲ ｻﾔｶ 鳥　取 ﾆｼｵﾉ ﾘｺ 鳥　取

1 6 147 亀居　紗楓(1) 湊山中 13.52 q 1 4 193 西小野　莉子(1) 福生中 13.42 q
ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾋﾞｱ 鳥　取 ｵｵﾀ ｴﾚﾝ 鳥　取

2 4 308 森本　響亜(1) 赤碕中 14.29 2 5 615 大田　絵恋(1) 桜ヶ丘中 13.79
ｵｵﾏｴ ｼｮｳｺ 鳥　取 ﾓﾘﾀ ﾏｲ 鳥　取

3 3 155 大前　翔子(1) 大山中 14.83 3 6 234 森田　真依(1) 箕蚊屋中 14.67
ﾀｸﾞﾁ ｱｲﾘ 鳥　取 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙﾅ 鳥　取

4 5 541 田口　愛梨(1) 鳥取西中 14.84 4 3 214 松永　明奈(1) 美保中 15.08
ﾊﾏﾀﾞ ｶﾅ 鳥　取 ﾊｯﾀ ｱｲｶ 鳥　取

5 2 232 濵田　佳奈(1) 境港第三中 15.68 5 8 605 八田　愛香(1) 岩美中 15.50
ｸﾜﾓﾄ ﾎﾉｶ 鳥　取 ｻﾜﾀﾞ ﾗﾑ 鳥　取

6 7 324 桑本　歩ノ花(1) 東伯中 15.90 6 7 597 澤田　羅夢(1) 国府中 15.59
ﾑﾗｵｶ ﾕｳﾅ 鳥　取 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾎ 鳥　取

7 8 595 村岡　優菜(1) 国府中 16.27 7 1 209 出口　幸穂(1) 米子北斗中 18.94
ﾊﾀ ｱｷﾈ 鳥　取 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾓｴ 鳥　取

1 224 畑　昭音(1) 岸本中 DNS 8 2 82 藤原　もえ(1) 日野中 22.96

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学１年女子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学１年記録(TCR)     12.52     吉田　明香里(鳥取・河原中)            2015 9月19日 10:05 予　選
大会記録(GR)            12.90     山根　絵美(鳥取・鳥大附属中)          2000 9月19日 14:10 決　勝

決　勝　

(風:-1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥　取

1 6 659 吉田　明香里(1) 河原中 12.82
ｵｻｷ ｱｶﾘ 鳥　取

2 5 540 尾﨑　星(1) 鳥取西中 13.24
ｶﾒｲ ｻﾔｶ 鳥　取

3 8 147 亀居　紗楓(1) 湊山中 13.59
ﾅｶﾞﾀ ｱﾝﾅ 鳥　取

4 1 266 長田　杏奈(1) 倉吉西中 13.79
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾝｶ 鳥　取

5 4 306 杉本　鈴夏(1) 赤碕中 13.80
ﾆｼｵﾉ ﾘｺ 鳥　取

6 3 193 西小野　莉子(1) 福生中 13.83
ﾏﾌﾞﾁ ﾂｸﾞﾐ 鳥　取

7 7 69 馬淵　つぐみ(1) 箕蚊屋中 13.95
ﾄﾞｲ ｱｶﾘ 鳥　取

8 2 349 土井　あかり(1) 河北中 14.09



中学２年女子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学２年記録(TCR)     12.36     上田　理湖(鳥取・河原中)              2015 9月19日 10:35 予　選
大会記録(GR)            12.64     角　尚子(鳥取・境港第一中)            1995 9月19日 14:15 決　勝

予　選　9組0着＋8

1組 (風:0.0) 2組 (風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀﾅｶ ﾓｶ 鳥　取 ｱﾘﾓﾄ ﾘﾘ 鳥　取

1 4 535 田中　萌香(2) 鳥取西中 13.30 q 1 6 163 有本　吏里(2) 中山中 12.93 q
ﾊｼﾓﾄ ｱﾔﾅ 鳥　取 ｸﾛﾀﾞ ｱﾔﾉ 鳥　取

2 3 465 橋本　彩那(2) 鳥大附属中 13.34 q 2 5 3 黒田　彩乃(2) 境港第一中 13.84
ﾏｴﾀ ｶﾅ 鳥　取 ｲﾄｳ ｻﾔｶ 鳥　取

3 6 524 前田　花奈(2) 中ノ郷中 14.50 3 4 46 伊藤　沙耶果(2) 岸本中 13.94
ﾆｼﾑﾗ ﾐﾘ 鳥　取 ﾀﾆｶﾜ ﾎﾉｶ 鳥　取

4 8 74 西村　実梨(2) 日野中 14.51 4 3 336 谷川　穂果(2) 河北中 14.12
ﾏﾂﾀﾞ ﾜｶﾅ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾕｳｶ 鳥　取

5 5 614 松田　若菜(2) 桜ヶ丘中 14.55 5 8 655 田中　優花(2) 河原中 14.42
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭｶ 鳥　取 ｱﾀﾞﾁ ｱﾐ 鳥　取

6 2 602 川口　珠佳(2) 岩美中 17.09 6 2 61 足立　あみ(2) 境港第二中 15.15
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 鳥　取 ｲｼﾀﾆ ﾐｶ 鳥　取

7 60 阿部　有希(2) 境港第二中 DNS 7 7 593 石谷　美香(2) 国府中 15.17

3組 (風:+1.1) 4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
ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥　取 ｷﾀﾏﾄﾞ ﾘｵ 鳥　取

1 3 654 上田　理湖(2) 河原中 12.59 GR q 1 5 112 北窓　莉央(2) 尚徳中 13.82
ﾐﾊﾗ ｴﾘﾅ 鳥　取 ﾖｺﾔﾏ ｺﾖﾐ 鳥　取

2 6 488 三原　絵利奈(2) 湖東中 14.13 2 3 613 横山　暦(2) 桜ヶ丘中 14.03
ﾋﾗｲ ﾏﾘｱ 鳥　取 ﾖﾈｴ ﾊﾙｶ 鳥　取

3 4 111 平井　茉莉愛(2) 尚徳中 14.42 3 4 107 米江　遥果(2) 後藤ヶ丘中 14.45
ｺｼﾞﾏ ﾏﾘﾝ 鳥　取 ｵｶｻﾞｷ ｶﾉﾝ 鳥　取

4 5 38 児島　麻鈴(2) 福米中 14.64 4 6 2 岡崎　果音(2) 境港第一中 14.70
ﾀｶﾄﾘ ﾓﾓﾉ 鳥　取 ﾋﾛｲﾜ ﾘﾎ 鳥　取

5 8 454 高取　桃乃(2) 鳥取南中 15.04 5 8 49 廣岩　莉穂(2) 岸本中 15.14
ﾅｶﾓﾄ ﾕﾅ 鳥　取 ﾀｹｳﾁ ﾚﾅ 鳥　取

6 2 298 中本　結奈(2) 大栄中 15.95 6 2 528 武内　怜奈(2) 中ノ郷中 16.59
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾘ 鳥　取 ｻﾜ ｶﾚﾝ 鳥　取

7 7 587 安田　里梨(2) 国府中 16.09 7 601 澤　花恋(2) 岩美中 DNS

5組 (風:+1.0) 6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
ﾆｼﾑﾗ ﾎﾉｶ 鳥　取 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾅ 鳥　取

1 5 21 西村　穂花(2) 名和中 13.16 q 1 5 538 渡邉　かんな(2) 鳥取西中 13.33 q
ﾏﾙﾔﾏ ｻﾖ 鳥　取 ｵｶﾀﾞ ﾏﾅｶ 鳥　取

2 6 340 丸山　紗代(2) 河北中 14.03 2 4 32 岡田　舞菜香(2) 米子北斗中 13.44
ﾑﾗﾀ ﾐｷ 鳥　取 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｻﾐ 鳥　取

3 4 530 村田　瑞希(2) 中ノ郷中 14.04 3 6 341 藤原　麻美(2) 河北中 13.79
ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｽﾞｷ 鳥　取 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ 鳥　取

4 3 502 德永　瑞希(2) 智頭中 14.54 4 3 726 山下　里奈(2) 鳥取東中 14.41
ﾂﾎﾞｸﾗ ﾕｷﾉ 鳥　取 ﾅｽ ﾋﾒﾈ 鳥　取

5 8 92 坪倉　由妃乃(2) 日南中 14.75 5 7 67 奈須　姫音(2) 箕蚊屋中 14.93
ｷﾀﾉ ﾕｳｶ 鳥　取 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鳥　取

6 1 305 北野　ゆうか(2) 赤碕中 15.03 6 8 490 中村　朱里(2) 湖東中 14.96
ﾔﾏﾓﾄ ｱｽﾅ 鳥　取 ｽﾐ ｻｸﾗ 鳥　取

7 7 33 山本　明日菜(2) 米子北斗中 15.58 1 190 角　桜花(2) 福生中 DNS
ﾀｶﾉ ﾜｶﾅ 鳥　取 ｱｵｷ ﾘｴ 鳥　取

8 2 590 髙野　和奏(2) 国府中 16.21 2 170 青木　里衣(2) 境港第三中 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学２年女子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学２年記録(TCR)     12.36     上田　理湖(鳥取・河原中)              2015 9月19日 10:35 予　選
大会記録(GR)            12.64     角　尚子(鳥取・境港第一中)            1995 9月19日 14:15 決　勝

予　選　9組0着＋8

7組 (風:+1.6) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 鳥　取 ｾﾄｶﾞﾜ ｻｷ 鳥　取

1 6 325 福田　夏生(2) 鴨川中 14.03 1 5 464 瀬戸川　咲(2) 鳥大附属中 13.22 q
ﾆｼﾑﾗ ｻﾘ 鳥　取 ｽﾐﾀﾞ ﾕｳｶ 鳥　取

2 5 73 西村　沙梨(2) 日野中 14.40 2 3 105 住田　優香(2) 後藤ヶ丘中 13.84
ｼｵﾊﾏ ﾐﾕｳ 鳥　取 ﾐﾂｲ ﾙｶ 鳥　取

3 4 599 塩濵　美優(2) 岩美中 14.66 3 6 283 光井　瑠花(2) 北溟中 14.22
ｲｹﾀﾞ ｴﾘｶ 鳥　取 ﾔﾏﾈ ﾚｲﾅ 鳥　取

4 2 34 池田　恵理香(2) 米子北斗中 15.58 4 4 484 山根　礼奈(2) 湖東中 14.52
ﾌｸﾔﾏ ｱｲﾗ 鳥　取 ﾀｹﾀ ｶﾘﾝ 鳥　取

3 285 福山　愛羅(2) 北溟中 DNS 5 7 724 竹田　夏梨(2) 鳥取東中 14.53
ﾔﾏｻｷ ｱﾔﾉ 鳥　取 ｲｲﾀﾞ ﾓﾓｶ 鳥　取

7 263 山崎　綾乃(2) 倉吉西中 DNS 6 8 68 飯田　桃加(2) 箕蚊屋中 14.74
ﾖﾈﾊﾗ ﾘｶ 鳥　取 ﾂｶﾓﾄ ｺｺﾛ 鳥　取

8 22 米原　緋菜(2) 名和中 DNS 7 1 476 柄本　こころ(2) 鳥取北中 14.81
ﾔｷﾞ ﾊﾙｶ 鳥　取

8 2 578 矢木　遥(2) 気高中 15.93

9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
ｲｽﾞﾐ ﾕﾘ 鳥　取

1 1 171 和泉　優里(2) 境港第三中 13.41 q
ﾖｼﾀﾞ ﾏｲ 鳥　取

2 4 106 吉田　舞(2) 後藤ヶ丘中 13.90
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾉｺ 鳥　取

3 6 299 松本　佳乃子(2) 大栄中 14.44
ﾀﾆﾓﾄ ﾏｲ 鳥　取

4 7 453 谷本　真衣(2) 鳥取南中 15.01
ﾓﾘﾀ ｷﾘ 鳥　取

5 8 115 森田　綺鈴(2) 尚徳中 15.09
ﾊﾏﾓﾄ ｻｸﾗ 鳥　取

6 5 286 濱本　さくら(2) 北溟中 15.39
ｷﾉｼﾀ ﾘﾅ 鳥　取

7 3 577 木下　莉那(2) 気高中 15.60
ﾏｻｷ ﾓﾓｶ 鳥　取

8 2 725 正木　桃香(2) 鳥取東中 17.06

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学２年女子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学２年記録(TCR)     12.36     上田　理湖(鳥取・河原中)              2015 9月19日 10:35 予　選
大会記録(GR)            12.64     角　尚子(鳥取・境港第一中)            1995 9月19日 14:15 決　勝

決　勝　

(風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥　取

1 6 654 上田　理湖(2) 河原中 12.70
ｱﾘﾓﾄ ﾘﾘ 鳥　取

2 5 163 有本　吏里(2) 中山中 13.25
ﾆｼﾑﾗ ﾎﾉｶ 鳥　取

3 4 21 西村　穂花(2) 名和中 13.28
ｾﾄｶﾞﾜ ｻｷ 鳥　取

4 3 464 瀬戸川　咲(2) 鳥大附属中 13.33
ﾀﾅｶ ﾓｶ 鳥　取

5 7 535 田中　萌香(2) 鳥取西中 13.46
ｲｽﾞﾐ ﾕﾘ 鳥　取

6 2 171 和泉　優里(2) 境港第三中 13.47
ﾊｼﾓﾄ ｱﾔﾅ 鳥　取

7 1 465 橋本　彩那(2) 鳥大附属中 13.69
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾅ 鳥　取

8 8 538 渡邉　かんな(2) 鳥取西中 13.72



中学女子200m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         25.31     中澤　瑠衣子(鳥取・境港第二中)        1998 9月20日 10:25 予　選
大会記録(GR)            26.30     相生　七海(鳥取・三朝中)              2013 9月20日 13:30 決　勝

予　選　6組0着＋8

1組 (風:-2.9) 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
ｵｻｷ ｱｶﾘ 鳥　取 ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥　取

1 3 540 尾﨑　星(1) 鳥取西中 26.97 q 1 3 654 上田　理湖(2) 河原中 25.87 GR q
ｵｶﾀﾞ ﾏﾅｶ 鳥　取 ﾊｼﾓﾄ ｱﾔﾅ 鳥　取

2 4 32 岡田　舞菜香(2) 米子北斗中 28.31 q 2 2 465 橋本　彩那(2) 鳥大附属中 28.41
ﾓﾘﾓﾄ ｻｷ 鳥　取 ｽﾐﾀﾞ ﾕｳｶ 鳥　取

3 5 264 森本　咲(1) 倉吉西中 28.85 3 4 105 住田　優香(2) 後藤ヶ丘中 28.79
ｶｼﾜｷﾞ ﾁﾋﾛ 鳥　取 ﾆｼﾑﾗ ｻﾘ 鳥　取

4 1 230 柏木　千裕(1) 境港第三中 30.02 4 6 73 西村　沙梨(2) 日野中 29.17
ｵｶｻﾞｷ ｶﾉﾝ 鳥　取 ﾖｺﾔﾏ ｺﾖﾐ 鳥　取

5 6 2 岡崎　果音(2) 境港第一中 30.82 5 5 613 横山　暦(2) 桜ヶ丘中 29.55
ﾋﾛｲﾜ ﾘﾎ 鳥　取 ﾏﾙﾔﾏ ｻﾖ 鳥　取

6 8 49 廣岩　莉穂(2) 岸本中 31.66 6 1 340 丸山　紗代(2) 河北中 29.96
ﾏｴﾊﾗ ｺﾋﾒ 鳥　取 ｵｵﾏｴ ｼｮｳｺ 鳥　取

7 7 236 前原　小姫(1) 箕蚊屋中 33.36 7 8 155 大前　翔子(1) 大山中 31.09
ｽﾐﾀﾞ ﾕｲﾅ 鳥　取 ﾑﾗｵｶ ﾕｳﾅ 鳥　取

8 2 78 住田　有衣菜(1) 日野中 33.42 8 7 595 村岡　優菜(1) 国府中 34.11

3組 (風:-2.2) 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
ｾﾄｶﾞﾜ ｻｷ 鳥　取 ｵｵﾀ ｴﾚﾝ 鳥　取

1 3 464 瀬戸川　咲(2) 鳥大附属中 27.22 q 1 6 615 大田　絵恋(1) 桜ヶ丘中 28.18 q
ﾆｼﾑﾗ ﾎﾉｶ 鳥　取 ｸﾛﾀﾞ ｱﾔﾉ 鳥　取

2 5 21 西村　穂花(2) 名和中 27.72 q 2 5 3 黒田　彩乃(2) 境港第一中 29.26
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾝ 鳥　取 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾘ 鳥　取

3 6 179 渡邉　佳穏(1) 加茂中 28.96 3 4 74 西村　実梨(2) 日野中 29.66
ｲﾉｳｴ ﾖｼﾉ 鳥　取 ｵｵｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 鳥　取

4 2 525 井上　佳乃(2) 中ノ郷中 31.02 4 8 31 大内　萌愛(2) 米子北斗中 30.65
ﾀｶﾄﾘ ﾓﾓﾉ 鳥　取 ｻﾜﾀﾞ ﾗﾑ 鳥　取

5 8 454 高取　桃乃(2) 鳥取南中 31.28 5 2 597 澤田　羅夢(1) 国府中 32.76
ｱｲｻｶ ｿﾗ 鳥　取 ﾖｼﾀﾞ ﾏｲ 鳥　取

6 1 17 相坂　空(2) 弓ヶ浜中 31.64 3 106 吉田　舞(2) 後藤ヶ丘中 DNS
ｲｹﾀﾞ ｴﾘｶ 鳥　取 ﾖﾈﾊﾗ ﾘｶ 鳥　取

7 7 34 池田　恵理香(2) 米子北斗中 32.77 7 22 米原　緋菜(2) 名和中 DNS
ﾌｸﾔﾏ ｱｲﾗ 鳥　取

4 285 福山　愛羅(2) 北溟中 DNS

5組 (風:-1.3) 6組 (風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾓｶ 鳥　取

1 4 659 吉田　明香里(1) 河原中 26.76 q 1 3 535 田中　萌香(2) 鳥取西中 27.49 q
ﾅｶﾞﾀ ｱﾝﾅ 鳥　取 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｻﾐ 鳥　取

2 5 266 長田　杏奈(1) 倉吉西中 28.42 2 5 341 藤原　麻美(2) 河北中 29.01
ｻｶﾓﾄ ｺﾄ 鳥　取 ﾑﾗﾀ ﾐｷ 鳥　取

3 2 338 坂本　琴(2) 河北中 30.13 3 2 530 村田　瑞希(2) 中ノ郷中 29.15
ﾑﾗｶﾐ ｱﾔﾗ 鳥　取 ﾂｶﾓﾄ ｺｺﾛ 鳥　取

4 6 175 村上　あやら(1) 加茂中 30.20 4 6 476 柄本　こころ(2) 鳥取北中 30.05
ﾊｯﾀ ｱｲｶ 鳥　取 ﾂﾎﾞｸﾗ ｻﾘﾅ 鳥　取

5 7 605 八田　愛香(1) 岩美中 32.43 5 7 174 坪倉　沙里奈(1) 加茂中 30.46
ﾏﾂﾓﾄ ｵﾄﾊ 鳥　取 ｲﾏｲ ｻｷ 鳥　取

6 1 203 松本　音羽(1) 後藤ヶ丘中 32.85 4 600 今井　沙紀(2) 岩美中 DNS
ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ 鳥　取 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵ 鳥　取

7 8 4 佐藤　日和(1) 境港第一中 33.54 8 591 橋本　菜央(2) 国府中 DNS
ｷﾀﾏﾄﾞ ﾘｵ 鳥　取

3 112 北窓　莉央(2) 尚徳中 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学女子200m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         25.31     中澤　瑠衣子(鳥取・境港第二中)        1998 9月20日 10:25 予　選
大会記録(GR)            26.30     相生　七海(鳥取・三朝中)              2013 9月20日 13:30 決　勝

決　勝　

(風:-4.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥　取

1 6 654 上田　理湖(2) 河原中 26.33
ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥　取

2 5 659 吉田　明香里(1) 河原中 26.92
ｵｻｷ ｱｶﾘ 鳥　取

3 4 540 尾﨑　星(1) 鳥取西中 26.97
ｾﾄｶﾞﾜ ｻｷ 鳥　取

4 3 464 瀬戸川　咲(2) 鳥大附属中 27.56
ﾆｼﾑﾗ ﾎﾉｶ 鳥　取

5 7 21 西村　穂花(2) 名和中 27.94
ﾀﾅｶ ﾓｶ 鳥　取

6 8 535 田中　萌香(2) 鳥取西中 28.27
ｵｶﾀﾞ ﾏﾅｶ 鳥　取

7 2 32 岡田　舞菜香(2) 米子北斗中 28.48
ｵｵﾀ ｴﾚﾝ 鳥　取

8 1 615 大田　絵恋(1) 桜ヶ丘中 29.45



中学女子800m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         2:11.73   青山　真知子(鳥取・河北中)            1990 9月19日 13:05 予　選
大会記録(GR)            2:16.20   大塚　茜(鳥取・河北中)                1990 9月20日 12:35 決　勝

予　選　6組0着＋8

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

ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ 鳥　取 ﾄﾏﾂ ﾓｴ 鳥　取

1 5 539 岸本　百桃(1) 鳥取西中 2:16.99 q 1 3 727 戸松　もえ(1) 鳥取東中 2:37.61
ｶﾄﾞﾜｷ ﾕﾒ 鳥　取 ﾂﾎﾞｸﾗ ｻﾘﾅ 鳥　取

2 3 321 門脇　優夢(1) 北条中 2:35.50 q 2 6 174 坪倉　沙里奈(1) 加茂中 2:40.83
ｲﾜﾓﾄ ﾏﾐｺ 鳥　取 ﾖｺﾔﾏ ﾚｱﾉ 鳥　取

3 4 523 岩本　麻実子(2) 中ノ郷中 2:39.25 3 5 98 横山　玲希(1) 福米中 2:50.49
ｲﾀｸﾗ ﾕｶ 鳥　取 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾐ 鳥　取

4 8 606 板倉　由佳(1) 岩美中 2:39.53 4 8 55 長島　優実(2) 美保中 2:50.54
ﾖﾈﾓﾄ ｿﾗ 鳥　取 ﾊｾｶﾞﾜ ｺﾕｷ 鳥　取

5 1 467 米本　颯来(1) 鳥大附属中 2:41.15 5 1 226 長谷川　小雪(1) 弓ヶ浜中 2:59.46
ﾀﾅｶ ｶｵﾘ 鳥　取 ｱｻﾀﾞ ﾅﾂｷ 鳥　取

6 6 219 田中　桜里(1) 溝口中 2:46.47 6 2 35 淺田　夏光(1) 米子北斗中 3:08.62
ｲﾜﾔﾏ ｺﾉｶ 鳥　取 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 鳥　取

7 7 177 岩山　小乃佳(1) 加茂中 2:58.35 4 452 山口　桃佳(2) 鳥取南中 DNS
ﾐﾔﾜｷ ｶﾅﾒ 鳥　取 ｳｴﾀ ﾎﾉｶ 鳥　取

8 2 645 宮脇　奏芽(1) 青谷中 3:00.79 7 639 植田　帆乃夏(1) 青谷中 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

ｲﾜｻｷ ｺﾄﾈ 鳥　取 ﾊｼﾀﾆ ﾕｳﾅ 鳥　取

1 6 176 岩﨑　琴音(1) 加茂中 2:36.68 q 1 3 323 橋谷　優奈(2) 東伯中 2:30.18 q
ｲｹｲ ﾘﾝﾈ 鳥　取 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌｳｶ 鳥　取

2 1 531 池井　鈴音(2) 中ノ郷中 2:37.11 2 6 487 長谷川　楓花(2) 湖東中 2:39.67
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取 ｱｵﾔﾏ ｷｮｳｶ 鳥　取

3 5 215 宮崎　望(1) 美保中 2:37.23 3 2 347 青山　京可(1) 河北中 2:41.33
ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾈ 鳥　取 ｺｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ 鳥　取

4 2 342 中村　風音(1) 河北中 2:43.72 4 4 97 小澤　日茉理(1) 福米中 2:52.19
ｷﾀｵ ｷﾗ 鳥　取 ﾏﾂﾓﾄ ｶｵﾘ 鳥　取

5 7 47 北尾　きら(2) 岸本中 2:55.04 5 8 536 松本　香織(2) 鳥取西中 2:58.81
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ 鳥　取 ﾋﾛｻﾜ ｴﾐ 鳥　取

6 8 589 遠藤　茉奈(2) 国府中 2:58.07 6 7 664 廣澤　衣美(1) 国府中 3:03.10
ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 鳥　取 ｵｶﾀﾞ ｶﾘﾝ 鳥　取

3 39 鈴木　里実(2) 福米中 DNS 7 1 208 岡田　華鈴(1) 米子北斗中 3:20.27
ﾂﾙｷ ﾏｵ 鳥　取 ﾓﾘﾔﾏ ｶﾅ 鳥　取

4 665 鶴木　麻央(1) 福部中 DNS 5 191 森山　佳南(2) 福生中 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

ﾌｸﾀ ﾘﾂｶ 鳥　取 ﾕｶﾜ ﾚﾅ 鳥　取

1 6 594 福田　りつか(2) 国府中 2:34.95 q 1 5 482 湯川　令奈(2) 湖東中 2:18.99 q
ｺﾞﾝﾀﾞｲ ﾐﾕｷ 鳥　取 ｻﾜ ｶﾖｺ 鳥　取

2 5 139 権代　美由紀(2) 溝口中 2:35.88 q 2 6 533 澤　佳代子(1) 中ノ郷中 2:40.86
ｲｹｵｶ ｱｽﾞｻ 鳥　取 ﾅｶﾔﾏ ｲﾂｷ 鳥　取

3 2 91 池岡　杏都紗(2) 日南中 2:36.26 q 3 3 603 中山　樹(2) 岩美中 2:41.11
ｵｶﾞﾜ ｾﾘ 鳥　取 ｽｷﾞｶﾜ ｱｷ 鳥　取

4 4 326 小川　瀬莉(1) 鴨川中 2:37.26 4 4 297 杉川　愛希(2) 大栄中 2:41.12
ﾏｴﾀ ｶﾎ 鳥　取 ﾊﾀ ｲﾌﾞｷ 鳥　取

5 3 300 前田　佳穂(2) 大栄中 2:44.26 5 7 194 秦　伊吹(1) 福生中 2:50.46
ﾊﾏﾊｼ ｵﾄﾊ 鳥　取 ﾅｶﾞﾐ ﾁﾖﾉ 鳥　取

6 7 668 濵橋　音波(1) 湖東中 2:51.19 6 1 210 永見　千代乃(1) 米子北斗中 2:56.22
ﾓﾘﾓﾄ ｶﾚﾝ 鳥　取 ｵｵｲ ﾊﾙﾅ 鳥　取

7 8 118 森本　樺恋(1) 尚徳中 2:55.72 7 2 198 大井　遥愛(1) 後藤ヶ丘中 3:04.99
ﾓﾘﾓﾄ ﾓﾓｶ 鳥　取 ﾌﾅｷ ﾐｻ 鳥　取

8 1 616 森本　桃華(1) 桜ヶ丘中 3:04.10 8 730 船木　美砂(1) 鳥取東中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子800m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         2:11.73   青山　真知子(鳥取・河北中)            1990 9月19日 13:05 予　選
大会記録(GR)            2:16.20   大塚　茜(鳥取・河北中)                1990 9月20日 12:35 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾕｶﾜ ﾚﾅ 鳥　取

1 4 482 湯川　令奈(2) 湖東中 2:18.45
ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ 鳥　取

2 3 539 岸本　百桃(1) 鳥取西中 2:23.78
ﾊｼﾀﾆ ﾕｳﾅ 鳥　取

3 5 323 橋谷　優奈(2) 東伯中 2:30.88
ｶﾄﾞﾜｷ ﾕﾒ 鳥　取

4 8 321 門脇　優夢(1) 北条中 2:32.82
ﾌｸﾀ ﾘﾂｶ 鳥　取

5 6 594 福田　りつか(2) 国府中 2:35.40
ｺﾞﾝﾀﾞｲ ﾐﾕｷ 鳥　取

6 7 139 権代　美由紀(2) 溝口中 2:36.41
ｲｹｵｶ ｱｽﾞｻ 鳥　取

7 1 91 池岡　杏都紗(2) 日南中 2:37.88
ｲﾜｻｷ ｺﾄﾈ 鳥　取

8 2 176 岩﨑　琴音(1) 加茂中 2:42.14

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝



中学女子1500m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         4:33.30   三橋　里子(鳥取・境港第二中)          1993 9月19日 14:40 予　選
大会記録(GR)            4:41.47   山本　亜里沙(鳥取・東伯中)            2010 9月20日 11:45 決　勝

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

ﾕｶﾜ ﾚﾅ 鳥　取 ｳｴﾀﾞ ﾓｴ 鳥　取

1 2 482 湯川　令奈(2) 湖東中 4:57.27 Q 1 14 223 植田　萌恵(1) 岸本中 5:06.23 Q
ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ 鳥　取 ﾆｼｵ ｶﾉ 鳥　取

2 12 539 岸本　百桃(1) 鳥取西中 4:57.35 Q 2 11 483 西尾　香乃(2) 湖東中 5:08.17 Q
ｸﾛｾ ｶｵﾙ 鳥　取 ｼﾐｽﾞ ﾊﾅ 鳥　取

3 4 252 黒瀬　薫(2) 三朝中 5:02.92 Q 3 2 114 清水　花(2) 尚徳中 5:09.42 Q
ﾏｻﾀﾞ ｱｲﾘ 鳥　取 ﾌｸﾀ ﾘﾂｶ 鳥　取

4 14 468 政田　愛梨(1) 鳥大附属中 5:03.95 Q 4 1 594 福田　りつか(2) 国府中 5:14.55 Q
ｱｻﾀﾞ ﾐｵ 鳥　取 ｲｹｵｶ ｱｽﾞｻ 鳥　取

5 8 474 浅田　海生(2) 鳥取北中 5:06.40 Q 5 20 91 池岡　杏都紗(2) 日南中 5:15.23 Q
ﾅｶｲ ｱﾔｶ 鳥　取 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾕ 鳥　取

6 6 337 中井　彩香(2) 河北中 5:07.39 Q 6 15 624 片山　美優(1) 中ノ郷中 5:16.88 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 鳥　取 ﾔｽﾀﾞ ｶﾘﾝ 鳥　取

7 19 452 山口　桃佳(2) 鳥取南中 5:13.51 q 7 17 267 保田　夏凜(1) 倉吉西中 5:18.84 q
ﾊｼﾀﾆ ﾕｳﾅ 鳥　取 ﾂﾑﾗ ｱﾐ 鳥　取

8 10 323 橋谷　優奈(2) 東伯中 5:14.04 q 8 16 343 津村　碧美(1) 河北中 5:23.95
ｻｻｷ ﾋﾅ 鳥　取 ﾊｼﾓﾄ ｸﾙﾐ 鳥　取

9 16 116 佐々木　飛南(1) 尚徳中 5:15.80 q 9 18 292 橋本　空瑠美(2) 北溟中 5:25.85
ｲﾜｻｷ ｺﾄﾈ 鳥　取 ﾀｶﾀ ﾐｸ 鳥　取

10 13 176 岩﨑　琴音(1) 加茂中 5:22.14 q 10 7 307 髙田　未来(1) 赤碕中 5:28.59
ﾄﾏﾂ ﾓｴ 鳥　取 ｻﾜ ｶﾖｺ 鳥　取

11 5 727 戸松　もえ(1) 鳥取東中 5:22.21 q 11 6 533 澤　佳代子(1) 中ノ郷中 5:32.28
ｸﾙﾏｲ ﾙﾅ 鳥　取 ｱｵﾔﾏ ｷｮｳｶ 鳥　取

12 11 625 車井　瑠菜(1) 中ノ郷中 5:29.19 12 4 347 青山　京可(1) 河北中 5:38.40
ｶﾄﾞﾜｷ ﾕﾒ 鳥　取 ｱｵｷ ﾐｻﾄ 鳥　取

13 7 321 門脇　優夢(1) 北条中 5:29.50 13 13 466 青木　美里(1) 鳥大附属中 5:38.45
ｽｷﾞｶﾜ ｱｷ 鳥　取 ｲﾜﾓﾄ ﾕｶ 鳥　取

14 3 297 杉川　愛希(2) 大栄中 5:30.08 14 12 357 岩本　優香(1) 三朝中 5:38.86
ﾊｾｶﾞﾜ ﾌｳｶ 鳥　取 ﾏｴﾀ ｶﾎ 鳥　取

15 15 487 長谷川　楓花(2) 湖東中 5:30.57 15 19 300 前田　佳穂(2) 大栄中 5:42.60
ﾖﾈﾀﾞ ｱﾔｶ 鳥　取 ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ 鳥　取

16 17 289 米田　彩夏(1) 北溟中 5:34.03 16 10 472 中村　瑠良(1) 鳥取北中 5:47.16
ﾊﾔｼ ｱﾐ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾔﾏﾄ 鳥　取

17 18 592 林　亜海(2) 国府中 5:42.31 17 5 631 田中　弥和(1) 高草中 5:55.43
ﾊﾀﾉ ｱｲｶ 鳥　取 ｺﾀﾞﾆ ｻﾄ 鳥　取

18 1 598 波多野　愛佳(1) 国府中 5:43.26 3 274 小谷　さと(2) 倉吉東中 DNS
ｻｶﾞﾜ ｶﾉ 鳥　取 ﾃﾗﾜｷ ﾘｻ 鳥　取

19 9 213 佐川　花野(1) 美保中 6:11.92 8 294 寺脇　莉沙(1) 北溟中 DNS
ｺｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ 鳥　取

9 97 小澤　日茉理(1) 福米中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子1500m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         4:33.30   三橋　里子(鳥取・境港第二中)          1993 9月19日 14:40 予　選
大会記録(GR)            4:41.47   山本　亜里沙(鳥取・東伯中)            2010 9月20日 11:45 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾕｶﾜ ﾚﾅ 鳥　取

1 15 482 湯川　令奈(2) 湖東中 4:44.75
ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ 鳥　取

2 2 539 岸本　百桃(1) 鳥取西中 4:46.49
ｳｴﾀﾞ ﾓｴ 鳥　取

3 17 223 植田　萌恵(1) 岸本中 4:58.38
ﾏｻﾀﾞ ｱｲﾘ 鳥　取

4 12 468 政田　愛梨(1) 鳥大附属中 5:01.79
ｸﾛｾ ｶｵﾙ 鳥　取

5 5 252 黒瀬　薫(2) 三朝中 5:01.79
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅ 鳥　取

6 10 114 清水　花(2) 尚徳中 5:03.68
ﾆｼｵ ｶﾉ 鳥　取

7 14 483 西尾　香乃(2) 湖東中 5:07.64
ﾊｼﾀﾆ ﾕｳﾅ 鳥　取

8 11 323 橋谷　優奈(2) 東伯中 5:07.96
ｱｻﾀﾞ ﾐｵ 鳥　取

9 18 474 浅田　海生(2) 鳥取北中 5:09.30
ﾌｸﾀ ﾘﾂｶ 鳥　取

10 1 594 福田　りつか(2) 国府中 5:10.33
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 鳥　取

11 13 452 山口　桃佳(2) 鳥取南中 5:11.59
ｲｹｵｶ ｱｽﾞｻ 鳥　取

12 8 91 池岡　杏都紗(2) 日南中 5:12.25
ｻｻｷ ﾋﾅ 鳥　取

13 7 116 佐々木　飛南(1) 尚徳中 5:12.75
ｲﾜｻｷ ｺﾄﾈ 鳥　取

14 16 176 岩﨑　琴音(1) 加茂中 5:13.63
ｶﾀﾔﾏ ﾐﾕ 鳥　取

15 6 624 片山　美優(1) 中ノ郷中 5:13.73
ﾅｶｲ ｱﾔｶ 鳥　取

16 9 337 中井　彩香(2) 河北中 5:15.25
ﾄﾏﾂ ﾓｴ 鳥　取

17 3 727 戸松　もえ(1) 鳥取東中 5:24.50
ﾔｽﾀﾞ ｶﾘﾝ 鳥　取

18 4 267 保田　夏凜(1) 倉吉西中 5:24.57

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝



中学女子3000m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         9:44.80   三橋　里子(鳥取・境港第二中)          1993
大会記録(GR)            10:06.44  山本　亜里沙(鳥取・東伯中)            2010 9月20日 14:15 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼｲ ｴﾘﾅ 鳥　取

1 9 282 石井　永理奈(2) 北溟中 10:35.63
ﾆｼｵ ｶﾉ 鳥　取

2 7 483 西尾　香乃(2) 湖東中 11:07.34
ｺﾀﾞﾆ ｻﾄ 鳥　取

3 2 274 小谷　さと(2) 倉吉東中 11:17.55
ｽｷﾞﾑﾗ ﾜｶ 鳥　取

4 4 501 杉村　和香(2) 智頭中 11:20.82
ﾅｶｲ ｱﾔｶ 鳥　取

5 3 337 中井　彩香(2) 河北中 11:24.86
ﾄｸｲ ｻｴ 鳥　取

6 6 290 徳井　紗英(2) 北溟中 11:26.93
ﾂﾑﾗ ｱﾐ 鳥　取

7 8 343 津村　碧美(1) 河北中 11:32.00
ｱｻﾀﾞ ﾐｵ 鳥　取

8 5 474 浅田　海生(2) 鳥取北中 11:42.96
ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 鳥　取

9 1 39 鈴木　里実(2) 福米中 11:51.33



中学１年女子80mH
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学１年記録(TCR)     12.1      花本　登紀子(鳥取・東伯中)            1971 9月20日 09:30 予　選
大会記録(GR)            12.76     青砥　奈々美(鳥取・境港第一中)        1997 9月20日 12:50 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 (風:+1.0) 2組 (風:+0.9)

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
ﾐﾔﾋﾗ ｱﾐ 鳥　取 ﾐﾀﾆ ﾙﾅ 鳥　取

1 3 225 宮平　亜美(1) 弓ヶ浜中 13.40 q 1 5 345 三谷　琉月(1) 河北中 13.61 q
ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ 鳥　取 ﾆｼﾑﾗ ｶﾉ 鳥　取

2 4 265 山本　明香理(1) 倉吉西中 13.87 q 2 8 329 西村　華乃(1) 河北中 13.63 q
ﾏﾂｲ ﾎﾟｴﾑ 鳥　取 ｵｻｷ ﾅﾂﾐ 鳥　取

3 7 346 松井　歩笑(1) 河北中 14.31 q 3 4 640 尾﨑　菜都美(1) 青谷中 15.12 q
ﾅﾜﾓﾄ ｽｽﾞ 鳥　取 ﾖﾈﾑﾗ ｼｭﾝﾅ 鳥　取

4 8 200 縄本　すず(1) 後藤ヶ丘中 14.54 q 4 6 319 米村　駿花(1) 大栄中 15.85
ｼﾐｽﾞ ﾐｻﾄ 鳥　取 ﾀｸﾜ ﾂｸﾞﾐ 鳥　取

5 5 579 清水　美郷(1) 気高中 14.78 q 5 3 199 多久和　亜美(1) 後藤ヶ丘中 16.30
ﾏｷ ﾊﾙｶ 鳥　取 ｶﾈﾐﾂ ｻｸﾗ 鳥　取

6 6 154 牧　はるか(1) 大山中 17.41 6 7 327 金光　桜(1) 鴨川中 17.88
ﾖｺﾔﾏ ﾚｱﾉ 鳥　取

7 2 98 横山　玲希(1) 福米中 17.95



中学１年女子80mH
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学１年記録(TCR)     12.1      花本　登紀子(鳥取・東伯中)            1971 9月20日 09:30 予　選
大会記録(GR)            12.76     青砥　奈々美(鳥取・境港第一中)        1997 9月20日 12:50 決　勝

決　勝　

(風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾔﾋﾗ ｱﾐ 鳥　取

1 3 225 宮平　亜美(1) 弓ヶ浜中 13.26
ﾆｼﾑﾗ ｶﾉ 鳥　取

2 4 329 西村　華乃(1) 河北中 13.58
ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ 鳥　取

3 6 265 山本　明香理(1) 倉吉西中 13.62
ﾐﾀﾆ ﾙﾅ 鳥　取

4 5 345 三谷　琉月(1) 河北中 13.65
ﾏﾂｲ ﾎﾟｴﾑ 鳥　取

5 7 346 松井　歩笑(1) 河北中 14.67
ｵｻｷ ﾅﾂﾐ 鳥　取

6 1 640 尾﨑　菜都美(1) 青谷中 15.07
ｼﾐｽﾞ ﾐｻﾄ 鳥　取

7 2 579 清水　美郷(1) 気高中 15.10
ﾅﾜﾓﾄ ｽｽﾞ 鳥　取

8 200 縄本　すず(1) 後藤ヶ丘中 DQ,T10

凡例  DQ:失格 T10:(R168-7(c))故意にハードルを倒した



中学女子100mH
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         14.40     青砥　奈々美(鳥取・境港第一中)        1999 9月20日 09:45 予　選
大会記録(GR)            14.86     安達　香奈(鳥取・弓ヶ浜中)            2014 9月20日 13:00 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 (風:-2.1) 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
ﾀﾆｶﾜ ﾎﾉｶ 鳥　取 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾅ 鳥　取

1 4 336 谷川　穂果(2) 河北中 17.33 q 1 3 538 渡邉　かんな(2) 鳥取西中 16.34 q
ｲｼﾀﾆ ﾐｶ 鳥　取 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 鳥　取

2 7 593 石谷　美香(2) 国府中 19.30 q 2 4 325 福田　夏生(2) 鴨川中 18.81 q
ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 鳥　取 ｺﾀﾞﾏ ｿﾗ 鳥　取

3 6 491 吉澤　美月(2) 湖東中 20.03 q 3 7 335 児玉　大空(2) 河北中 18.97 q
ﾀｹﾀ ｶﾘﾝ 鳥　取 ﾀﾆｼｹﾞ ﾏﾅﾐ 鳥　取

4 5 724 竹田　夏梨(2) 鳥取東中 20.31 4 6 656 谷繁　愛美(2) 河原中 19.18 q
ｷﾉｼﾀ ﾘﾅ 鳥　取 ﾄﾀﾞ ﾅﾅｶ 鳥　取

5 8 577 木下　莉那(2) 気高中 21.24 5 5 489 戸田　菜々香(2) 湖東中 19.80 q
ﾅﾘﾀ ﾕｳｶ 鳥　取 ﾎﾘｵ ﾙﾅ 鳥　取

6 2 99 成田　柚佳(1) 福生中 23.22 6 2 192 堀尾　月奈(1) 福生中 20.78
ｵｵｻｷ ｱﾝﾅ 鳥　取 ﾀｶﾉ ﾜｶﾅ 鳥　取

3 486 大崎　杏那(2) 湖東中 DNS 7 8 590 髙野　和奏(2) 国府中 21.44

凡例  DNS:欠場



中学女子100mH
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         14.40     青砥　奈々美(鳥取・境港第一中)        1999 9月20日 09:45 予　選
大会記録(GR)            14.86     安達　香奈(鳥取・弓ヶ浜中)            2014 9月20日 13:00 決　勝

決　勝　

(風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾅ 鳥　取

1 6 538 渡邉　かんな(2) 鳥取西中 15.95
ﾀﾆｶﾜ ﾎﾉｶ 鳥　取

2 5 336 谷川　穂果(2) 河北中 16.59
ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 鳥　取

3 2 491 吉澤　美月(2) 湖東中 18.27
ﾀﾆｼｹﾞ ﾏﾅﾐ 鳥　取

4 7 656 谷繁　愛美(2) 河原中 18.37
ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 鳥　取

5 3 325 福田　夏生(2) 鴨川中 18.39
ﾄﾀﾞ ﾅﾅｶ 鳥　取

6 1 489 戸田　菜々香(2) 湖東中 19.03
ｺﾀﾞﾏ ｿﾗ 鳥　取

7 4 335 児玉　大空(2) 河北中 19.50
ｲｼﾀﾆ ﾐｶ 鳥　取

8 8 593 石谷　美香(2) 国府中 19.51



中学女子4X100mR
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         48.86     大岩・樋野・曽田・遠藤(鳥取・後藤ヶ丘中)2013 9月19日 16:05 予　選
大会記録(GR)            51.38     浦富・池田・馬屋原・田淵(鳥取・河北中)2003 9月20日 15:15 決　勝

予　選　4組0着＋8

1組
1着 53.63 2着 53.74 3着 57.45
3ﾚｰﾝ q 7ﾚｰﾝ q 4ﾚｰﾝ
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

1 233 1 164 1 287

2 170 2 163 2 283

3 171 3 166 3 286

4 230 4 165 4 288

4着 57.90 5着 58.72
6ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 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

1 212 1 596 1 (    )

2 54 2 593 2 (    )

3 214 3 588 3 (    )

4 215 4 591 4 (    )

2組
1着 51.02 2着 51.87 3着 57.36
2ﾚｰﾝ q GR 6ﾚｰﾝ q 4ﾚｰﾝ
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

1 539 1 655 1 31

2 540 2 657 2 32

3 538 3 654 3 34

4 535 4 659 4 33

4着 57.62 5着 57.72 6着 57.74
3ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
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 99 1 605 1 235

2 192 2 603 2 236

3 194 3 606 3 234

4 193 4 599 4 69

7着 59.22
5ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 474

2 471

3 472

4 476

ｱｵｷ ﾘｴ
境港第三中

ｲｽﾞﾐ ﾕﾘ
和泉　優里(2)

鳥　取
境港第三中

境港第三中

ﾌｸｵｶ ｻﾄﾈ
福岡　里音(1)

鳥　取
境港第三中

柏木　千裕(1)
鳥　取
境港第三中

中山中

ﾀｶﾂｶ ﾋﾅ
高塚　陽菜(2)

ﾀﾆﾓﾄ ﾓｴ
谷本　萌(1)

青木　里衣(2)
鳥　取

鳥　取
中山中

ｱﾘﾓﾄ ﾘﾘ
有本　吏里(2)

鳥　取
中山中
鳥　取
中山中

ｱﾗﾀ ﾓｴﾘ
荒田　萌里(1)

鳥　取
中山中

北溟中

ｶｻﾀﾞ ﾅﾅ
笠田　菜夏(1)

鳥　取
北溟中

ﾐﾂｲ ﾙｶ
光井　瑠花(2)

鳥　取
北溟中

ﾊﾏﾓﾄ ｻｸﾗ
濱本　さくら(2)

鳥　取
北溟中

ｻｻｷ ﾓﾓｴ
佐々木　桃愛(1)

鳥　取
北溟中

美保中

ｽﾐ ｱﾔｶ

国府中

ｻｶﾓﾄ ｽﾐｶ

岸本中

ｶｼﾜｷﾞ ﾁﾋﾛ

角　彩花(1)
鳥　取
美保中

ｽﾐ ﾉﾄﾞｶ
角　和香(2)

鳥　取
美保中

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙﾅ
松永　明奈(1)

鳥　取
美保中

ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ
宮崎　望(1)

鳥　取
美保中

坂本　透夏(1)
鳥　取
国府中

ｲｼﾀﾆ ﾐｶ
石谷　美香(2)

鳥　取
国府中

ｳﾗｶﾜ ﾘﾎ
浦川　莉歩(2)

鳥　取
国府中

ﾊｼﾓﾄ ﾅｵ
橋本　菜央(2)

鳥　取
国府中

鳥取西中

ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ
岸本　百桃(1)

鳥　取
鳥取西中

ｵｻｷ ｱｶﾘ 鳥　取
鳥取西中

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾅ
渡邉　かんな(2)

鳥　取
鳥取西中

ﾀﾅｶ ﾓｶ
田中　萌香(2)

鳥　取
鳥取西中

河原中

ﾀﾅｶ ﾕｳｶ
田中　優花(2)

ｳｴﾀ ﾘｺ
上田　理湖(2)

尾﨑　星(1)

鳥　取
河原中

ﾀﾅｶ ｱﾘｱ
田中　アリア(1)

鳥　取
河原中
鳥　取
河原中

ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ
吉田　明香里(1)

鳥　取
河原中

米子北斗中

ｵｵｳﾁ ﾒｸﾞﾐ
大内　萌愛(2)

鳥　取
米子北斗中

ｵｶﾀﾞ ﾏﾅｶ
岡田　舞菜香(2)

鳥　取
米子北斗中

ｲｹﾀﾞ ｴﾘｶ
池田　恵理香(2)

鳥　取
米子北斗中

ﾔﾏﾓﾄ ｱｽﾅ
山本　明日菜(2)

鳥　取
米子北斗中

福生中

ﾅﾘﾀ ﾕｳｶ

岩美中

ﾊｯﾀ ｱｲｶ

箕蚊屋中

ｺﾔﾏ ﾐｸ
成田　柚佳(1)

鳥　取
福生中

ﾎﾘｵ ﾙﾅ
堀尾　月奈(1)

鳥　取
福生中

ﾊﾀ ｲﾌﾞｷ
秦　伊吹(1)

鳥　取
福生中

ﾆｼｵﾉ ﾘｺ
西小野　莉子(1)

鳥　取
福生中

八田　愛香(1)
鳥　取
岩美中

ﾅｶﾔﾏ ｲﾂｷ
中山　樹(2)

鳥　取
岩美中

ｲﾀｸﾗ ﾕｶ
板倉　由佳(1)

鳥　取
岩美中

ｼｵﾊﾏ ﾐﾕｳ
塩濵　美優(2)

鳥　取
岩美中

小山　未來(1)
鳥　取
箕蚊屋中

ﾏｴﾊﾗ ｺﾋﾒ
前原　小姫(1)

鳥　取
箕蚊屋中

ﾓﾘﾀ ﾏｲ
森田　真依(1)

鳥　取
箕蚊屋中

ﾏﾌﾞﾁ ﾂｸﾞﾐ
馬淵　つぐみ(1)

鳥　取
箕蚊屋中

鳥取北中

ｱｻﾀﾞ ﾐｵ
浅田　海生(2)

鳥　取
鳥取北中

ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ
柴田　結衣(1)

鳥　取
鳥取北中

ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ
中村　瑠良(1)

鳥　取
鳥取北中

ﾂｶﾓﾄ ｺｺﾛ
柄本　こころ(2)

鳥　取
鳥取北中

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学女子4X100mR
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         48.86     大岩・樋野・曽田・遠藤(鳥取・後藤ヶ丘中)2013 9月19日 16:05 予　選
大会記録(GR)            51.38     浦富・池田・馬屋原・田淵(鳥取・河北中)2003 9月20日 15:15 決　勝

予　選　4組0着＋8

3組
1着 53.11 2着 56.25 3着 56.54
6ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
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

1 262 1 306 1 75

2 265 2 308 2 74

3 264 3 305 3 73

4 266 4 309 4 80

4着 57.33 5着 57.82 6着 59.56
2ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
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

1 616 1 2 1 325

2 613 2 3 2 328

3 614 3 4 3 326

4 615 4 5 4 327

4組
1着 53.72 2着 53.90 3着 54.68
3ﾚｰﾝ q 5ﾚｰﾝ q 6ﾚｰﾝ q
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

1 341 1 107 1 484

2 349 2 106 2 491

3 336 3 105 3 489

4 329 4 197 4 488

4着 55.09 5着 56.39 6着 1:04.90
8ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
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

1 113 1 728 1 319

2 111 2 726 2 318

3 117 3 729 3 298

4 112 4 724 4 300

2ﾚｰﾝ DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 (    )

2 (    )

3 (    )

4 (    )

倉吉西中

ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｶ
山下　遥(2)

鳥　取
倉吉西中

ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ
山本　明香理(1)

鳥　取
倉吉西中

ﾓﾘﾓﾄ ｻｷ 
森本　咲(1)

鳥　取
倉吉西中

ﾅｶﾞﾀ ｱﾝﾅ
長田　杏奈(1)

鳥　取
倉吉西中

赤崎中

ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾝｶ
杉本　鈴夏(1)

鳥　取
赤碕中

ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾋﾞｱ 鳥　取
赤碕中

ｷﾀﾉ ﾕｳｶ
北野　ゆうか(2)

鳥　取
赤碕中

ｶﾐﾄｸ ｼｽﾞｶ
紙德　静香(1)

鳥　取
赤碕中

日野中

ｶｹﾞﾔﾏ ｱﾐ
景山　杏海(1)

ﾆｼﾑﾗ ｻﾘ
西村　沙梨(2)

森本　響亜(1)

鳥　取
日野中

ﾆｼﾑﾗ ﾐﾘ
西村　実梨(2)

鳥　取
日野中
鳥　取
日野中

ﾆｼﾑﾗ ｽｽﾞｶ
西村　涼花(1)

鳥　取
日野中

桜ヶ丘中

ﾓﾘﾓﾄ ﾓﾓｶ
森本　桃華(1)

鳥　取
桜ヶ丘中

ﾖｺﾔﾏ ｺﾖﾐ 鳥　取
桜ヶ丘中

ﾏﾂﾀﾞ ﾜｶﾅ
松田　若菜(2)

鳥　取
桜ヶ丘中

ｵｵﾀ ｴﾚﾝ
大田　絵恋(1)

鳥　取
桜ヶ丘中

境港第一中

ｵｶｻﾞｷ ｶﾉﾝ
岡崎　果音(2)

ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ
佐藤　日和(1)

横山　暦(2)

鳥　取
境港第一中

ｸﾛﾀﾞ ｱﾔﾉ
黒田　彩乃(2)

鳥　取
境港第一中
鳥　取
境港第一中

ﾊﾗ ﾁﾋﾛ
原　千尋(1)

鳥　取
境港第一中

鴨川中

ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂｷ
福田　夏生(2)

鳥　取
鴨川中

ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ
竹内　綾香(1)

鳥　取
鴨川中

ｵｶﾞﾜ ｾﾘ
小川　瀬莉(1)

鳥　取
鴨川中

ｶﾈﾐﾂ ｻｸﾗ
金光　桜(1)

鳥　取
鴨川中

河北中

ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｻﾐ

後藤ヶ丘中

ﾖﾈｴ ﾊﾙｶ

湖東中

ﾔﾏﾈ ﾚｲﾅ
藤原　麻美(2)

鳥　取
河北中

ﾄﾞｲ ｱｶﾘ
土井　あかり(1)

鳥　取
河北中

ﾀﾆｶﾜ ﾎﾉｶ
谷川　穂果(2)

鳥　取
河北中

ﾆｼﾑﾗ ｶﾉ
西村　華乃(1)

鳥　取
河北中

米江　遥果(2)
鳥　取
後藤ヶ丘中

ﾖｼﾀﾞ ﾏｲ
吉田　舞(2)

鳥　取
後藤ヶ丘中

ｽﾐﾀﾞ ﾕｳｶ
住田　優香(2)

鳥　取
後藤ヶ丘中

ｵｵｲｼ ﾏｲｺ
大石　真唯子(1)

鳥　取
後藤ヶ丘中

山根　礼奈(2)
鳥　取
湖東中

ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾂｷ
吉澤　美月(2)

鳥　取
湖東中

ﾄﾀﾞ ﾅﾅｶ
戸田　菜々香(2)

鳥　取
湖東中

ﾐﾊﾗ ｴﾘﾅ
三原　絵利奈(2)

鳥　取
湖東中

尚徳中

ｻｶﾓﾄ ｱｵｲ
坂本　葵(2)

鳥　取
尚徳中

ﾋﾗｲ ﾏﾘｱ 鳥　取
尚徳中

ｷﾀﾏﾄﾞ ﾚﾅ
北窓　玲奈(1)

鳥　取
尚徳中

ｷﾀﾏﾄﾞ ﾘｵ
北窓　莉央(2)

鳥　取
尚徳中

鳥取東中

ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛﾐ
石橋　弘美(1)

ｺｼﾞﾏ ﾙﾅ
小嶋　留奈(1)

平井　茉莉愛(2)

鳥　取
鳥取東中

鳥　取
鳥取東中

ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ
山下　里奈(2)

鳥　取
鳥取東中

大栄中

ﾖﾈﾑﾗ ｼｭﾝﾅ
米村　駿花(1)

鳥　取
大栄中

ﾐﾔｳﾁ ｻﾔｶ 鳥　取
大栄中

ﾅｶﾓﾄ ﾕﾅ
中本　結奈(2)

鳥　取
大栄中

ﾏｴﾀ ｶﾎ
前田　佳穂(2)

鳥　取
大栄中

中ノ郷中

宮内　彩也伽(1)
鳥　取
鳥取東中

ﾀｹﾀ ｶﾘﾝ
竹田　夏梨(2)

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学女子4X100mR
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         48.86     大岩・樋野・曽田・遠藤(鳥取・後藤ヶ丘中)2013 9月19日 16:05 予　選
大会記録(GR)            51.38     浦富・池田・馬屋原・田淵(鳥取・河北中)2003 9月20日 15:15 決　勝

決　勝　

1着 51.29 2着 51.87 3着 53.42
4ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
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

1 539 1 655 1 262

2 540 2 659 2 265

3 538 3 656 3 264

4 535 4 654 4 266

4着 53.56 5着 54.04 6着 54.07
5ﾚｰﾝ 1ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
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

1 233 1 107 1 341

2 170 2 106 2 349

3 171 3 105 3 336

4 230 4 197 4 329

7着 54.12 8着 55.28
7ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ
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

1 164 1 484

2 163 2 491

3 166 3 489

4 165 4 488

鳥取西中

ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ
岸本　百桃(1)

鳥　取
鳥取西中

ｵｻｷ ｱｶﾘ 鳥　取
鳥取西中

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾅ
渡邉　かんな(2)

鳥　取
鳥取西中

ﾀﾅｶ ﾓｶ
田中　萌香(2)

鳥　取
鳥取西中

河原中

ﾀﾅｶ ﾕｳｶ
田中　優花(2)

ﾀﾆｼｹﾞ ﾏﾅﾐ
谷繁　愛美(2)

尾﨑　星(1)

鳥　取
河原中

ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ
吉田　明香里(1)

鳥　取
河原中
鳥　取
河原中

ｳｴﾀ ﾘｺ
上田　理湖(2)

鳥　取
河原中

倉吉西中

ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｶ
山下　遥(2)

鳥　取
倉吉西中

ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ
山本　明香理(1)

鳥　取
倉吉西中

ﾓﾘﾓﾄ ｻｷ 
森本　咲(1)

鳥　取
倉吉西中

ﾅｶﾞﾀ ｱﾝﾅ
長田　杏奈(1)

鳥　取
倉吉西中

境港第三中

ﾌｸｵｶ ｻﾄﾈ

後藤ヶ丘中

ﾖﾈｴ ﾊﾙｶ

河北中

ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｻﾐ
福岡　里音(1)

鳥　取
境港第三中

ｱｵｷ ﾘｴ
青木　里衣(2)

鳥　取
境港第三中

ｲｽﾞﾐ ﾕﾘ
和泉　優里(2)

鳥　取
境港第三中

ｶｼﾜｷﾞ ﾁﾋﾛ
柏木　千裕(1)

鳥　取
境港第三中

米江　遥果(2)
鳥　取
後藤ヶ丘中

ﾖｼﾀﾞ ﾏｲ
吉田　舞(2)

鳥　取
後藤ヶ丘中

ｽﾐﾀﾞ ﾕｳｶ
住田　優香(2)

鳥　取
後藤ヶ丘中

ｵｵｲｼ ﾏｲｺ
大石　真唯子(1)

鳥　取
後藤ヶ丘中

藤原　麻美(2)
鳥　取
河北中

ﾄﾞｲ ｱｶﾘ
土井　あかり(1)

鳥　取
河北中

ﾀﾆｶﾜ ﾎﾉｶ
谷川　穂果(2)

鳥　取
河北中

ﾆｼﾑﾗ ｶﾉ
西村　華乃(1)

鳥　取
河北中

中山中

ﾀｶﾂｶ ﾋﾅ
高塚　陽菜(2)

鳥　取
中山中

ｱﾘﾓﾄ ﾘﾘ 鳥　取
中山中

ﾀﾆﾓﾄ ﾓｴ
谷本　萌(1)

鳥　取
中山中

ｱﾗﾀ ﾓｴﾘ
荒田　萌里(1)

鳥　取
中山中

湖東中

ﾔﾏﾈ ﾚｲﾅ
山根　礼奈(2)

ﾄﾀﾞ ﾅﾅｶ
戸田　菜々香(2)

有本　吏里(2)

鳥　取
湖東中

ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾂｷ
吉澤　美月(2)

鳥　取
湖東中
鳥　取
湖東中

ﾐﾊﾗ ｴﾘﾅ
三原　絵利奈(2)

鳥　取
湖東中



中学女子走高跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

大会記録(GR)            1m68      渡辺　ゆかり(鳥取・鳥取西中)          1981 9月19日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｶ 鳥　取 － － － ○ ○ ○ × × ○ × × ○

1 6 262 山下　遥(2) 倉吉西中 × × × 1m53
ｻｶﾓﾄ ｱｵｲ 鳥　取 ○ ○ ○ × ○ × × ×

2 7 113 坂本　葵(2) 尚徳中 1m35
ｶｶﾞﾐﾀﾆ ｱｵｲ 鳥　取 ○ ○ × ○ × ○ × × ×

3 4 110 鏡谷　葵(2) 尚徳中 1m35
ﾅﾜﾓﾄ ｽｽﾞ 鳥　取 ○ × ○ ○ × × ×

4 9 200 縄本　すず(1) 後藤ヶ丘中 1m30
ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ 鳥　取 ○ × × ×

5 2 334 吉田　萌衣(2) 河北中 1m20
ﾋｸﾞﾁ ﾐｻｷ 鳥　取 ○ × × ×

5 3 202 樋口　美咲(1) 後藤ヶ丘中 1m20
ｸﾜﾓﾄ ﾎﾉｶ 鳥　取 ○ × × ×

5 5 324 桑本　歩ノ花(1) 東伯中 1m20
ﾋﾗｲ ﾎﾉﾘ 鳥　取 × × ×

1 310 平井　穂紀(1) 赤碕中 NM
ｻｶﾓﾄ ｽﾐｶ 鳥　取

8 596 坂本　透夏(1) 国府中 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m20

1m55

1m53
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m25 1m30 1m35 1m40 1m48 1m50

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学女子走幅跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         5m65      湊　つばさ(鳥取・境港第一中)          1998
大会記録(GR)            5m30      小林　純子(鳥取・境港第三中)          1994 9月20日 10:00 決勝

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾘﾓﾄ ﾘﾘ 鳥　取 5m16 5m34 5m06 5m34 5m07 5m29 5m30 5m34
1 17 163 有本　吏里(2) 中山中 +0.4 -0.2 -0.6 -0.2 +0.3 0.0 0.0 -0.2 GR

ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾝｶ 鳥　取 4m72 4m94 4m76 4m94 4m92 × 4m81 4m94
2 28 306 杉本　鈴夏(1) 赤碕中 +0.4 -0.1 +0.2 -0.1 -0.7 +0.3 -0.1

ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｶ 鳥　取 3m89 4m09 4m51 4m51 4m36 4m50 4m62 4m62
3 6 262 山下　遥(2) 倉吉西中 0.0 0.0 +1.7 +1.7 -0.7 -0.4 +1.0 +1.0

ｻｶﾓﾄ ｺﾄ 鳥　取 4m47 4m58 4m41 4m58 4m55 4m40 × 4m58
4 26 338 坂本　琴(2) 河北中 0.0 +0.8 +0.4 +0.8 +0.8 +0.8 +0.8

ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ 鳥　取 4m54 4m55 4m39 4m55 × 4m57 × 4m57
5 45 334 吉田　萌衣(2) 河北中 +0.1 +0.2 -0.7 +0.2 0.0 0.0

ﾆｼｵﾉ ﾘｺ 鳥　取 4m24 4m46 4m46 4m46 4m41 4m35 3m96 4m46
6 40 193 西小野　莉子(1) 福生中 -0.5 -0.7 0.0 -0.7 +0.3 +0.5 +0.1 -0.7

ｶｹﾞﾔﾏ ｱﾐ 鳥　取 4m25 4m32 4m28 4m32 4m17 4m46 4m13 4m46
7 49 75 景山　杏海(1) 日野中 +0.1 +0.6 -0.2 +0.6 -0.3 0.0 +0.4 0.0

ｾﾊﾗ ﾅﾅｺ 鳥　取 4m30 4m03 3m85 4m30 3m91 4m20 4m20 4m30
8 8 146 妹原　七虹(2) 湊山中 +0.3 -0.7 +0.1 +0.3 -0.5 0.0 0.0 +0.3

ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 鳥　取 4m28 4m27 × 4m28 4m28
9 29 491 吉澤　美月(2) 湖東中 +0.6 +1.0 +0.6 +0.6

ｲﾄｳ ｻﾔｶ 鳥　取 4m28 4m18 4m12 4m28 4m28
10 32 46 伊藤　沙耶果(2) 岸本中 0.0 +0.3 0.0 0.0 0.0

ﾐﾂｲ ﾙｶ 鳥　取 × 4m11 4m22 4m22 4m22
11 3 283 光井　瑠花(2) 北溟中 +0.6 -0.1 -0.1 -0.1

ﾄﾞｲ ｱｶﾘ 鳥　取 4m13 × 4m21 4m21 4m21
12 24 349 土井　あかり(1) 河北中 -0.2 +0.8 +0.8 +0.8

ｱﾗﾀ ﾓｴﾘ 鳥　取 4m19 4m15 3m97 4m19 4m19
13 51 165 荒田　萌里(1) 中山中 -0.7 +0.8 +0.4 -0.7 -0.7

ﾏﾂﾓﾄ ｶﾉｺ 鳥　取 3m34 3m98 4m14 4m14 4m14
14 1 299 松本　佳乃子(2) 大栄中 +0.4 0.0 +0.1 +0.1 +0.1

ｷﾀﾏﾄﾞ ﾚﾅ 鳥　取 4m06 3m88 4m00 4m06 4m06
15 9 117 北窓　玲奈(1) 尚徳中 +0.4 -0.9 +0.9 +0.4 +0.4

ｶｻﾀﾞ ﾅﾅ 鳥　取 3m04 3m78 4m04 4m04 4m04
16 12 287 笠田　菜夏(1) 北溟中 -0.3 +0.4 -0.1 -0.1 -0.1

ﾐﾔｳﾁ ｻﾔｶ 鳥　取 3m92 3m94 4m02 4m02 4m02
17 7 318 宮内　彩也伽(1) 大栄中 -0.2 -1.8 +0.7 +0.7 +0.7

ｶﾜｻｷ ﾚｲ 鳥　取 3m97 3m97 × 3m97 3m97
18 42 522 河崎　玲(2) 中ノ郷中 -0.3 +0.5 -0.3 -0.3

ﾂﾉﾀﾞ ﾐﾕ 鳥　取 × 3m86 3m97 3m97 3m97
19 19 26 角田　未悠(1) 名和中 0.0 -0.6 -0.6 -0.6

ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｽﾞｷ 鳥　取 3m91 3m82 3m88 3m91 3m91
20 35 502 德永　瑞希(2) 智頭中 -0.2 +0.1 -0.9 -0.2 -0.2

ｼﾏﾀﾆ ﾘﾎ 鳥　取 3m85 3m81 3m69 3m85 3m85
21 2 178 島谷　莉帆(1) 加茂中 0.0 +0.1 +0.2 0.0 0.0

ｽﾐ ﾉﾄﾞｶ 鳥　取 3m78 3m79 3m84 3m84 3m84
22 34 54 角　和香(2) 美保中 0.0 -0.5 -0.3 -0.3 -0.3

ｵｵｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 鳥　取 3m84 3m05 × 3m84 3m84
23 14 31 大内　萌愛(2) 米子北斗中 +0.6 0.0 +0.6 +0.6

ﾀﾆｼｹﾞ ﾏﾅﾐ 鳥　取 3m77 3m74 3m82 3m82 3m82
24 23 656 谷繁　愛美(2) 河原中 0.0 +1.6 -0.2 -0.2 -0.2

ｵｸﾞﾗ ｱﾔｶ 鳥　取 3m76 3m78 3m57 3m78 3m78
25 10 24 小椋　彩加(1) 名和中 0.0 -0.4 -1.6 -0.4 -0.4

ｶﾈﾐﾂ ｻｸﾗ 鳥　取 3m71 3m73 3m44 3m73 3m73
26 18 327 金光　桜(1) 鴨川中 +0.5 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2

ｲｲﾀﾞ ﾓﾓｶ 鳥　取 3m73 3m60 3m52 3m73 3m73
27 30 68 飯田　桃加(2) 箕蚊屋中 +0.4 +0.3 +0.4 +0.4 +0.4

ﾆｼﾑﾗ ｽｽﾞｶ 鳥　取 3m72 3m69 3m53 3m72 3m72
28 44 80 西村　涼花(1) 日野中 0.0 +0.5 -1.0 0.0 0.0

ｲﾁﾊﾞ ｶﾊﾅ 鳥　取 3m65 3m53 3m43 3m65 3m65
29 31 196 市場　果英(1) 後藤ヶ丘中 0.0 +0.4 +0.5 0.0 0.0

ﾀｸﾜ ﾂｸﾞﾐ 鳥　取 3m32 3m62 3m63 3m63 3m63
30 47 199 多久和　亜美(1) 後藤ヶ丘中 +0.2 -0.3 -0.6 -0.6 -0.6

ﾖﾈｴ ﾊﾙｶ 鳥　取 3m56 3m55 3m58 3m58 3m58
31 25 107 米江　遥果(2) 後藤ヶ丘中 -0.3 +0.4 +0.7 +0.7 +0.7

ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 鳥　取 3m37 3m52 3m58 3m58 3m58
32 46 93 高橋　菜桜(2) 日南中 -0.4 -0.1 -0.7 -0.7 -0.7

ﾓﾘﾓﾄ ｺﾄﾐ 鳥　取 3m52 3m47 3m39 3m52 3m52
33 38 542 森本　ことみ(1) 鳥取西中 0.0 -0.6 +0.8 0.0 0.0

ﾀﾆﾓﾄ ﾓｴ 鳥　取 3m20 3m48 3m45 3m48 3m48
34 11 166 谷本　萌(1) 中山中 -0.1 +0.1 -0.8 +0.1 +0.1

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 NM:記録なし



中学女子走幅跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         5m65      湊　つばさ(鳥取・境港第一中)          1998
大会記録(GR)            5m30      小林　純子(鳥取・境港第三中)          1994 9月20日 10:00 決勝

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｷ ﾊﾙｶ 鳥　取 3m29 3m40 3m34 3m40 3m40
35 50 154 牧　はるか(1) 大山中 -0.6 +1.3 -1.0 +1.3 +1.3

ｳﾗｶﾜ ﾘﾎ 鳥　取 3m39 3m30 3m29 3m39 3m39
36 43 588 浦川　莉歩(2) 国府中 0.0 0.0 -1.1 0.0 0.0

ｻｶﾀ ｱｶﾈ 鳥　取 2m65 2m82 3m33 3m33 3m33
37 5 205 坂田　明佳音(1) 湊山中 +0.3 0.0 -0.6 -0.6 -0.6

ｽｷﾞﾀ ﾐﾅﾐ 鳥　取 × 3m24 3m32 3m32 3m32
38 22 48 杉田　実名望(2) 岸本中 -0.1 +0.5 +0.5 +0.5

ｵｶﾞﾜ ｾﾘ 鳥　取 3m26 3m31 3m27 3m31 3m31
39 20 326 小川　瀬莉(1) 鴨川中 -0.2 +0.5 -0.5 +0.5 +0.5

ﾅｽ ﾋﾒﾈ 鳥　取 × 3m12 3m18 3m18 3m18
40 33 67 奈須　姫音(2) 箕蚊屋中 -1.6 0.0 0.0 0.0

ｻｻｷ ﾋｶﾙ 鳥　取 × 3m16 2m96 3m16 3m16
41 36 77 佐々木　ひかる(1) 日野中 -1.6 -0.4 -1.6 -1.6

ｺｽﾐ ｼﾉ 鳥　取 3m03 2m97 3m12 3m12 3m12
42 37 221 小角　志乃(1) 加茂中 +0.6 -1.1 +1.1 +1.1 +1.1

ﾔｽﾀﾞ ﾘﾘ 鳥　取 2m63 3m06 2m87 3m06 3m06
43 21 587 安田　里梨(2) 国府中 0.0 +0.7 +1.2 +0.7 +0.7

ｲﾜﾔﾏ ｺﾉｶ 鳥　取 2m70 2m77 2m80 2m80 2m80
44 48 177 岩山　小乃佳(1) 加茂中 -0.1 -1.0 -0.5 -0.5 -0.5

ｻｻｷ ﾓﾓｴ 鳥　取 × 2m59 × 2m59 2m59
45 15 288 佐々木　桃愛(1) 北溟中 +0.3 +0.3 +0.3

ﾆｼﾔﾏ ｴﾘ 鳥　取 × × ×
4 492 西山　絵理(2) 湖東中 NM

ｺｼﾞﾏ ﾏﾘﾝ 鳥　取 × × ×
52 38 児島　麻鈴(2) 福米中 NM

ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ 鳥　取

13 726 山下　里奈(2) 鳥取東中 DNS
ｵｶﾑﾗ ｽｽﾞｶ 鳥　取

16 634 岡村　涼香(1) 高草中 DNS
ｶﾄｳ ﾐﾋﾛ 鳥　取

27 635 加藤　未尋(1) 高草中 DNS
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾉ 鳥　取

39 206 山田　彩乃(1) 湊山中 DNS
ﾓﾘｷ ﾏﾕ 鳥　取

41 563 森木　まゆ(1) 八頭中 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 NM:記録なし



オープン中学女子走幅跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

9月20日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 鳥　取 5m22 5m59 5m44 5m59 5m34 5m45 5m51 5m59
1 1 250 岡崎　汀(3) 三朝中 0.0 +0.5 +0.4 +0.5 +0.4 +0.4 +0.4 +0.5



中学女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

県中学記録(TCR)         13m82     西村　京子(鳥取・倉吉西中)            1996
大会記録(GR)            13m42     西村　京子(鳥取・倉吉西中)            1995 9月19日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾘﾀ ｻｷ 鳥　取

1 14 653 有田　早希(2) 河原中 9m27 8m91 9m12 9m27 9m75 9m77 9m80 9m80
ﾀｶﾂｶ ﾋﾅ 鳥　取

2 21 164 高塚　陽菜(2) 中山中 9m17 8m78 9m14 9m17 8m61 8m65 9m77 9m77
ｵｶﾑﾗ ﾚﾅ 鳥　取

3 17 560 岡村　玲奈(2) 八頭中 8m62 8m47 × 8m62 9m01 8m91 8m99 9m01
ﾊﾏﾓﾄ ｻｸﾗ 鳥　取

4 8 286 濱本　さくら(2) 北溟中 8m70 8m92 8m89 8m92 8m58 8m72 8m99 8m99
ｶﾜｻｷ ﾚｲ 鳥　取

5 20 522 河崎　玲(2) 中ノ郷中 × 7m53 6m69 7m53 8m01 8m28 8m02 8m28
ﾀｸﾞﾁ ﾕｲ 鳥　取

6 23 537 田口　由依(2) 鳥取西中 6m88 7m34 7m21 7m34 7m00 7m43 7m02 7m43
ｷﾉｼﾀ ｱﾐ 鳥　取

7 9 527 木下　亜美(2) 中ノ郷中 7m08 6m96 7m27 7m27 7m05 7m00 7m23 7m27
ﾋﾗｲ ﾏﾘｱ 鳥　取

8 18 111 平井　茉莉愛(2) 尚徳中 6m99 6m80 7m08 7m08 － － － 7m08
ﾔﾏﾈ ﾚｲﾅ 鳥　取

9 26 484 山根　礼奈(2) 湖東中 6m82 6m13 6m84 6m84 6m84
ｷﾞﾝﾊﾞ ｼﾉ 鳥　取

10 16 72 銀羽　紫紀(2) 日野中 6m13 6m57 6m20 6m57 6m57
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾘ 鳥　取

11 24 62 山本　優理(2) 境港第二中 × 6m41 × 6m41 6m41
ｵｶﾓﾄ ﾙｶ 鳥　取

12 2 240 岡本　瑠花(1) 湊山中 6m40 5m48 4m44 6m40 6m40
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭｶ 鳥　取

13 25 602 川口　珠佳(2) 岩美中 4m76 6m19 5m84 6m19 6m19
ｵｵｼﾀ ﾒｸﾞﾐ 鳥　取

14 7 284 大下　芽生(2) 北溟中 5m52 5m86 6m16 6m16 6m16
ｵｶﾀﾞ ｴﾐ 鳥　取

15 19 734 岡田　恵美(2) 鳥取東中 6m07 5m61 5m99 6m07 6m07
ﾏﾙｲ ﾐﾕ 鳥　取

16 6 532 圓井　美友(1) 中ノ郷中 5m58 5m64 6m06 6m06 6m06
ｸﾗﾓﾄ ﾅﾐ 鳥　取

17 15 76 蔵本　奈美(1) 日野中 5m98 5m84 5m91 5m98 5m98
ｷﾀｵ ﾏｲﾐ 鳥　取

18 13 339 北尾　舞美(2) 河北中 4m65 5m63 5m30 5m63 5m63
ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾘ 鳥　取

19 10 239 山本　ひかり(2) 湊山中 5m37 5m53 5m59 5m59 5m59
ｱﾀﾞﾁ ﾚｲﾅ 鳥　取

20 1 19 足立　玲奈(2) 弓ヶ浜中 5m08 5m35 5m14 5m35 5m35
ﾀｹｳﾁ ｱｲﾘ 鳥　取

21 11 485 武内　愛莉(2) 湖東中 4m33 4m77 5m26 5m26 5m26
ﾅｶﾓﾄ ﾕﾅ 鳥　取

22 22 298 中本　結奈(2) 大栄中 3m49 4m20 5m24 5m24 5m24
ﾎｿﾀﾞ ｷﾗﾗ 鳥　取

23 27 50 細田　きらら(2) 岸本中 5m11 5m19 4m98 5m19 5m19
ﾖﾈﾑﾗ ｼｭﾝﾅ 鳥　取

24 28 319 米村　駿花(1) 大栄中 4m77 5m02 4m62 5m02 5m02
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｶ 鳥　取

25 3 94 西村　優花(2) 日南中 4m88 4m50 4m67 4m88 4m88
ﾊﾗ ﾁﾋﾛ 鳥　取

26 12 5 原　千尋(1) 境港第一中 4m23 4m71 4m65 4m71 4m71
ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙｶ 鳥　取

27 4 18 安達　晴香(2) 弓ヶ浜中 4m51 × 4m49 4m51 4m51
ﾓﾄｲｹ ﾐﾎ 鳥　取

5 56 本池　美穂(2) 美保中 DNS

凡例  DNS:欠場



ｵｰﾌﾟﾝ成年女子走幅跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

9月19日 10:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾗ ﾐﾊﾙ 鳥　取 5m62 × 3m52 5m62 × × × 5m62
1 1 3006 小原　未陽(3) 島根大 +0.6 0.0 +0.6 +0.6
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