
成年男子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 11:40 予選
7月12日 12:55 決勝

予選　3組0着＋8

1組 (風:-0.6) 2組 (風:-3.6)

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
ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ 鳥　取 ｻｻｶ ｱｷﾋﾛ 鳥　取

1 4 2810 前垣　雅哉(4) 鳥大医学部 11.06 q 1 6 645 笹鹿　晶裕 鳥取ＡＳ 11.29 q
ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 鳥　取 ﾌｶｻﾞﾜ ﾄﾑ 鳥　取

2 5 646 石原　寛之 鳥取ＡＳ 11.16 q 2 7 2807 深澤　豊武(2) 鳥取大 11.59 q
ｵｶｲ ﾖｳﾍｲ 鳥　取 ﾂﾏｷ ﾕｳﾀﾛｳ 鳥　取

3 6 2800 岡井　陽平(2) 鳥取大 11.33 q 3 4 2812 妻木　裕太郎(3) 鳥大医学部 11.85
ﾏｴﾀ ｺｳｷ 鳥　取 ﾅｶﾞｵｶ ﾏｻﾌﾐ 鳥　取

4 7 3056 前田　浩輝(1) 岡山商科大 11.41 q 4 8 649 長岡　真史 鳥取ＡＳ 12.09
ｲｼｸﾞﾛ ﾀｶﾄｼ 鳥　取 ｶｻﾊﾗ ｹﾝﾀ 鳥　取

5 3 2793 石黒　貴利(3) 鳥取大 12.32 5 3 2801 笠原　健太(2) 鳥取大 13.07
ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ 鳥　取 ｶﾄｳ ｹﾝｿﾞｳ 鳥　取

6 8 2796 竹内　瞭(3) 鳥取大 12.50 5 5220 加藤　研三(1) 筑波大 DNS

3組 (風:-4.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾋﾛﾀ ﾏｻﾀｶ 鳥　取

1 5 1859 廣田　将孝(3) 大東文化大 11.32 q
ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ 鳥　取

2 6 3066 石川　智也(1) 岡山商科大 11.78 q
ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｲﾁ 鳥　取

3 7 643 前畑　良一 鳥取ＡＳ 11.79
ｲﾁﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

4 4 2820 市原　大輝(3) 鳥取大 12.11
ﾜﾀﾞ ﾅｵﾔ 鳥　取

5 8 3437 和田　直也(1) 鳥取大 12.25
ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 鳥　取

3 287 長谷川　健太(3) 立命館大 DNS

凡例  DNS:欠場



成年男子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 11:40 予選
7月12日 12:55 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
ｻｻｶ ｱｷﾋﾛ 鳥　取

1 6 645 笹鹿　晶裕 鳥取ＡＳ 10.99
ﾋﾛﾀ ﾏｻﾀｶ 鳥　取

2 3 1859 廣田　将孝(3) 大東文化大 11.00
ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ 鳥　取

3 5 2810 前垣　雅哉(4) 鳥大医学部 11.26
ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 鳥　取

4 4 646 石原　寛之 鳥取ＡＳ 11.30
ﾌｶｻﾞﾜ ﾄﾑ 鳥　取

5 2 2807 深澤　豊武(2) 鳥取大 11.42
ｵｶｲ ﾖｳﾍｲ 鳥　取

6 8 2800 岡井　陽平(2) 鳥取大 11.57
ﾏｴﾀ ｺｳｷ 鳥　取

7 7 3056 前田　浩輝(1) 岡山商科大 11.58
ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ 鳥　取

1 3066 石川　智也(1) 岡山商科大 DNS

凡例  DNS:欠場



成年男子400m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 15:15 決勝

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾞ ﾅｵﾔ 鳥　取

1 5 3437 和田　直也(1) 鳥取大 55.16
ｱｵｴ ﾔｽﾀｶ 鳥　取

6 2813 青江　康貴(3) 鳥大医学部 DNS

凡例  DNS:欠場



成年男子800m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12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
ｵｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ 鳥　取

1 2 689 岡本　渉 鳥取陸協 1:54.71
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ 鳥　取

2 4 5000 漆原　聖人(3) 都留文科大 1:55.43
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 鳥　取

3 7 2792 小林　毅司(4) 鳥取大 2:04.45
ｲｶﾜ ﾘｮｳ 鳥　取

4 3 657 居川　凌 鳥取陸協 2:05.38
ｲﾀﾞ ﾋﾛｷ 鳥　取

5 5 3035 井田　大貴(5) 米子高専 2:10.75
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ 鳥　取

6 8 3038 宮本　裕也(4) 米子高専 2:11.12
ﾀｺﾞ　ﾔｽﾋﾛ 鳥　取

6 746 田子　康宏 西伯郡陸協 DNS

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



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

7月12日 13:20 決勝

決勝　

(風:-1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾄｳ ｹﾝｿﾞｳ 鳥　取

1 6 5220 加藤　研三(1) 筑波大 15.84



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

7月12日 14:50 決勝

決勝　

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

1 6 519 鍜治木　崚(2) 城西大 52.31



成年男子走高跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

7月12日 10:00 決勝

決勝　

ﾌｼﾞｲ ｼﾞｮｳ － － × ○ × × ×

1 3 73158 藤井　丈(1) 環太平洋大 1m90
ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲﾗ 鳥　取 － － － － － × × ×

1 522 濱田　平良(3) 中京大 NM
ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取 × × ×

2 2799 伊藤　諒祐(2) 鳥取大 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m70

ｺﾒﾝﾄ
1m75 1m90 1m95 1m98 2m01

記録

凡例  NM:記録なし



成年男子棒高跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

7月12日 10:00 決勝

決勝　

ｻｲｷ ﾕｳｷ 鳥　取 ○ ○ × × ×

1 1 693 齊木　勇輝 鳥取陸協 5m00

5m00 5m10
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

4m80



成年男子走幅跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

7月12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

ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ 鳥　取 6m97 7m03 6m76 7m03 6m89 7m07 6m98 7m07
1 1 2810 前垣　雅哉(4) 鳥大医学部 +1.4 +1.9 +0.2 +1.9 +1.8 +1.0 +1.7 +1.0

ﾏﾂｳﾗ ｹﾝｺﾞ 鳥　取 × 6m95 × 6m95 7m01 × 6m56 7m01
2 7 2396 松浦　憲吾(4) 美作大 +2.4 +2.4 +2.6 +2.6 +2.6

ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｾｲ 鳥　取 6m84 6m83 6m58 6m84 6m91 6m89 6m97 6m97
3 3 990 森山　大成(1) 中京大 +2.3 +1.5 +1.9 +2.3 +3.1 +1.8 +2.1 +2.1

ﾔﾏﾜｷ ｶﾂﾐ 鳥　取 6m45 6m50 6m61 6m61 6m67 6m16 － 6m67
4 4 3032 山脇　克海(5) 米子高専 +3.0 +3.3 +1.6 +1.6 +2.0 +2.0 +2.0

ﾏﾂｵ ﾅｵｷ 鳥　取 × × 6m14 6m14 × 6m60 × 6m60
5 5 2395 松尾　直樹(1) 美作大 +1.1 +1.1 +1.8 +1.8

ｶﾝﾍﾞ ﾘｷﾄ 鳥　取 × × 6m12 6m12 5m94 5m98 6m29 6m29
6 8 3069 神戸　力斗(1) 岡山商科大 +2.0 +2.0 +1.5 +2.4 +2.4 +2.4

ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 鳥　取 6m19 6m16 6m09 6m19 × － － 6m19
7 2 819 安田　昌弘 鳥取陸協 +2.9 +2.8 +0.2 +2.9 +2.9

ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 鳥　取

6 653 石田　康介 鳥取ＡＳ DNS

凡例  DNS:欠場



成年男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

7月12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

ｱｺｳ ﾋﾛｷ 鳥　取

1 3 691 赤穂　弘樹 鳥取陸協 13m55 13m92 13m84 13m92 14m21 × 14m12 14m21
ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 鳥　取

2 1 3075 伊藤　剛史(1) 岡山商科大 8m62 8m29 8m65 8m65 8m99 8m67 8m06 8m99
ｸﾛﾏﾂ ﾅｵﾄ 鳥　取

2 655 黒松　直人 鳥取ＡＳ DNS

凡例  DNS:欠場



成年男子やり投(0.800kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

7月12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

ﾊｾ ﾕｳﾀ 鳥　取

1 2 816 長谷　祐太 鳥取ＡＳ × 60m70 × 60m70 61m12 × 62m41 62m41
ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 鳥　取

2 3 819 安田　昌弘 鳥取陸協 47m93 － 43m56 47m93 × 41m79 － 47m93
ﾔﾏｼﾞ ﾀｸﾔ 鳥　取

1 2806 山地　拓也(2) 鳥取大 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ａ男子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 11:20 予選
7月12日 12:45 決勝

予選　6組0着＋8

1組 (風:-1.9) 2組 (風:-2.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀﾆﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ 鳥　取 ｻｶﾀ ｲｸﾄ 鳥　取

1 4 66 谷本　恵太郎(2) 米子東高 11.75 1 6 217 坂田　育斗(2) 鳥取育英高 11.16 q
ｲｲﾀﾞ ｱﾂｼ 鳥　取 ｲﾄｳ ﾑﾂｷ 鳥　取

2 5 38 飯田　淳史(3) 鳥取商高 11.77 2 7 172 伊藤　睦希(2) 鳥取東高 11.80
ｲｸﾀ ﾏｻｷ 鳥　取 ｵﾁｱｲ ﾕｳﾀ 鳥　取

3 7 34 生田　将己(2) 米子西高 11.85 3 9 92 落合　祐太(3) 米子北高 12.11
ﾂﾁｴ ﾖｼﾀｶ 鳥　取 ｷﾇﾐ ﾙｲ 鳥　取

4 6 353 土江　由高(2) 鳥取西高 11.93 4 8 238 絹見　流生(2) 八頭高 12.47
ｷｸｲ ﾋﾛｷ 鳥　取 ｸｻｶﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 鳥　取

5 9 157 菊井　大輝(2) 倉吉東高 12.04 5 3 271 日下部　翔一(2) 米子北斗高 13.34
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 鳥　取 ﾂﾑﾗ ﾀﾂﾔ 鳥　取

6 3 239 竹内　湧貴(2) 八頭高 13.42 4 319 津村　竜也(3) 鳥取湖陵高 DNS
ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ 鳥　取 ｼﾝﾉｷ ｺｳﾀ 鳥　取

2 325 井上　陽生(3) 鳥取湖陵高 DNS 5 158 進木　康汰(2) 倉吉東高 DNS

3組 (風:-2.6) 4組 (風:-2.3)

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
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 鳥　取 ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ 鳥　取

1 6 37 小林　太一(3) 鳥取商高 11.10 q 1 4 194 塩川　圭吾(2) 鳥取育英高 11.51 q
ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取 ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻｷ 鳥　取

2 9 193 岩本　恭平(2) 鳥取育英高 11.69 q 2 7 146 北島　昌樹(3) 倉吉東高 11.67 q
ｸﾛﾐ ﾘｮｳﾀ 鳥　取 ｵｸﾞﾗ ｹﾝｼﾞ 鳥　取

3 5 24 黒見　亮太(3) 米子西高 11.76 3 9 132 小椋　健司(3) 米子高専 12.07
ﾋﾗｵ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取 ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥　取

4 7 302 平尾　希望(2) 鳥取城北高 11.87 4 5 81 竹本　和生(2) 境総合高 12.18
ｷｯｶﾜ ｴｲｼﾞ 鳥　取 ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀ 鳥　取

5 4 93 吉川　瑛士(3) 米子北高 11.94 5 8 167 竹内　翔太(2) 鳥取東高 12.21
ｲｼﾄﾋﾞ ｼｭﾝ 鳥　取 ﾔｻﾞﾏ ｶｲ 鳥　取

6 8 53 石飛　駿(2) 境高 12.14 6 3 90 矢間　快(2) 倉吉西高 12.72
ﾋﾗｵ ﾅｵｷ 鳥　取 ﾃﾗｵ ｶｽﾞﾋﾛ 鳥　取

7 3 241 平尾　尚稀(2) 八頭高 12.65 6 323 寺尾　和浩(3) 鳥取湖陵高 DNS

5組 (風:-0.7) 6組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏｴﾀ ｼﾝｻｸ 鳥　取 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 鳥　取

1 7 346 前田　真作(3) 鳥取西高 11.23 q 1 7 148 村上　拓哉(2) 倉吉東高 11.48 q
ﾌｸﾀ ﾄﾓﾔ 鳥　取 ﾏﾂｼﾀ ｶｵﾙ 鳥　取

2 6 227 福田　智也(3) 八頭高 11.69 q 2 5 270 松下　薫(3) 米子北斗高 11.68 q
ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾔ 鳥　取 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 鳥　取

3 5 106 柴田　賢弥(3) 岩美高 11.72 3 4 332 中嶋　一貴(2) 鳥取工高 11.73
ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 鳥　取 ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾑ 鳥　取

4 4 190 林　佑亮(2) 鳥取育英高 12.04 4 8 349 伊藤　臨(2) 鳥取西高 11.76
ｱｵﾄ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 鳥　取 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取

5 8 142 青戸　淳之介(2) 米子高専 12.15 5 9 144 山本　龍星(3) 米子高専 12.03
ｳｴｼﾞﾏ ｺﾀﾛｳ 鳥　取 ｱﾀﾗｼ ｺｳﾀ 鳥　取

6 3 326 植嶋　児太朗(2) 鳥取湖陵高 12.68 6 6 224 新　幸汰(3) 八頭高 12.50
ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾄ 鳥　取 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 鳥　取

9 272 田中　秀登(2) 米子北斗高 DNS 3 79 清水　勇介(2) 境総合高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ａ男子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 11:20 予選
7月12日 12:45 決勝

決勝　

(風:-4.2)

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 6 217 坂田　育斗(2) 鳥取育英高 11.03
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 鳥　取

2 5 37 小林　太一(3) 鳥取商高 11.28
ﾏｴﾀ ｼﾝｻｸ 鳥　取

3 3 346 前田　真作(3) 鳥取西高 11.30
ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 鳥　取

4 4 148 村上　拓哉(2) 倉吉東高 11.54
ﾏﾂｼﾀ ｶｵﾙ 鳥　取

5 7 270 松下　薫(3) 米子北斗高 11.63
ｼｵｶﾜ ｹｲｺﾞ 鳥　取

6 9 194 塩川　圭吾(2) 鳥取育英高 11.71
ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取

7 2 193 岩本　恭平(2) 鳥取育英高 11.88
ﾌｸﾀ ﾄﾓﾔ 鳥　取

8 1 227 福田　智也(3) 八頭高 11.92
ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻｷ 鳥　取

9 8 146 北島　昌樹(3) 倉吉東高 11.95



少年Ａ男子400m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 09:50 予選
7月12日 15:05 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

ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 鳥　取 ﾌｸﾀ ﾄﾓﾔ 鳥　取

1 6 148 村上　拓哉(2) 倉吉東高 52.33 q 1 7 227 福田　智也(3) 八頭高 53.82 q
ﾓﾄｲｹ ｶｲ 鳥　取 ｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ 鳥　取

2 7 55 本池　開(3) 境高 52.33 q 2 5 99 伊田　幸司(3) 倉吉北高 53.96 q
ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 鳥　取 ｷﾀｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ 鳥　取

3 5 350 木下　祐貴(2) 鳥取西高 53.10 q 3 6 223 北崎　虎雅(2) 日野高 54.04
ｲｼｲ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ 鳥　取

4 4 41 石井　峻介(2) 鳥取商高 53.46 q 4 4 39 谷口　瞬也(3) 鳥取商高 54.21
ﾏｴﾀ ﾘｭｳﾔ 鳥　取 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾞｸ 鳥　取

8 214 前田　隆冶(2) 鳥取育英高 DNS 5 3 215 松本　岳(2) 鳥取育英高 54.51
ﾂﾁｴ ﾖｼﾀｶ 鳥　取

6 8 353 土江　由高(2) 鳥取西高 55.75

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取

1 4 193 岩本　恭平(2) 鳥取育英高 53.75 q
ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 鳥　取

2 5 236 河上　昌宏(2) 八頭高 54.02 q
ｵﾁｱｲ ﾕｳﾀ 鳥　取

3 6 92 落合　祐太(3) 米子北高 55.62
ﾀｶｶﾞｷ ｼｭﾝﾔ 鳥　取

4 7 413 高垣　駿弥(2) 岩美高 55.97
ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥　取

5 8 81 竹本　和生(2) 境総合高 57.17

凡例  DNS:欠場



少年Ａ男子400m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 09:50 予選
7月12日 15:05 決勝

決勝　

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

1 3 148 村上　拓哉(2) 倉吉東高 51.86
ﾓﾄｲｹ ｶｲ 鳥　取

2 4 55 本池　開(3) 境高 51.98
ｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ 鳥　取

3 1 99 伊田　幸司(3) 倉吉北高 52.77
ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取

4 7 193 岩本　恭平(2) 鳥取育英高 52.95
ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋﾛ 鳥　取

5 2 236 河上　昌宏(2) 八頭高 53.09
ｲｼｲ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取

6 5 41 石井　峻介(2) 鳥取商高 54.22
ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 鳥　取

7 6 350 木下　祐貴(2) 鳥取西高 54.55
ﾌｸﾀ ﾄﾓﾔ 鳥　取

8 8 227 福田　智也(3) 八頭高 54.66



少年Ａ男子5000m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 14:00 決勝

決勝　

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

1 5 73 福田　悠一(2) 米子東高 15:56.73
ﾓﾘｵ ﾅｵﾋｻ 鳥　取

2 11 135 森尾　直寿(3) 米子高専 16:35.65
ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥　取

3 18 181 川上　勇大(2) 鳥取東高 16:39.71
ﾐﾀﾆ ﾘｮｳ 鳥　取

4 26 352 三谷　諒(2) 鳥取西高 16:49.41
ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾍｲ 鳥　取

5 9 129 安達　康平(3) 米子高専 17:00.08
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ 鳥　取

6 3 42 岡田　光平(2) 鳥取商高 17:28.96
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｷﾉﾘ 鳥　取

7 25 171 西澤　幸則(2) 鳥取東高 17:29.66
ﾆｼﾀﾞ ﾄｳｲ 鳥　取

8 12 156 西田　倒生(2) 倉吉東高 17:33.79
ｶﾄｳ ｼｭﾝ 鳥　取

9 13 89 加藤　俊(2) 倉吉西高 17:37.60
ﾜﾀﾞ ﾄﾗﾉｼﾝ 鳥　取

10 16 137 和田　虎之慎(2) 米子高専 17:49.26
ｶｹﾞｲ ﾄﾓﾔ 鳥　取

11 10 169 影井　友哉(2) 鳥取東高 18:06.84
ﾀｶﾅｼ ｷｲﾁ 鳥　取

12 15 57 高梨　貴一(3) 境高 18:12.24
ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾔ 鳥　取

13 4 348 小倉　卓也(2) 鳥取西高 18:27.04
ｱﾗﾀ ｼｮｳｲ 鳥　取

14 21 155 荒田　翔惟(3) 倉吉東高 18:43.50
ｵｶﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

15 8 125 岡部　大樹(2) 倉吉西高 18:44.68
ﾄｸﾀﾞ ﾘｮｳ 鳥　取

16 24 422 徳田　諒(3) 鳥取工高 19:19.54
ｳﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ 鳥　取

17 7 105 宇野　圭一郎(3) 岩美高 19:44.44
ﾏﾂｵ ﾕｳﾉｽｹ 鳥　取

18 14 361 松尾　雄之介(2) 米子高専 19:44.45
ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 鳥　取

6 351 田中　庸介(2) 鳥取西高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ 鳥　取

17 344 渡邉　雅志(2) 鳥取西高 DNS
ｳﾗﾊﾏ ﾕｳｶﾞ 鳥　取

19 112 浦濵　勇雅(2) 岩美高 DNS
ﾓﾘｵ ｹﾝﾔ 鳥　取

20 339 森尾　拳弥(2) 鳥取工高 DNS
ﾔﾌﾞｳﾁ ﾅｵｷ 鳥　取

22 111 薮内　直樹(2) 岩美高 DNS
ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 鳥　取

23 147 山崎　隼太郎(2) 倉吉東高 DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



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

7月12日 14:40 決勝

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ 鳥　取

1 6 88 山崎　利洋(2) 倉吉西高 56.25
ﾀｺﾞ ﾋﾗｷ 鳥　取

2 4 145 田子　拓基(3) 倉吉東高 57.00
ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 鳥　取

3 7 213 寺田　享平(2) 鳥取育英高 58.92
ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ 鳥　取

4 5 242 本城　和貴(2) 八頭高 1:00.19
ｻｲﾄｳ ﾋｶﾘ 鳥　取

5 2 19 西藤　星(2) 米子西高 1:02.01
ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取

6 9 342 松本　省吾(2) 鳥取西高 1:02.54
ｷｸｲ ﾋﾛｷ 鳥　取

7 3 157 菊井　大輝(2) 倉吉東高 1:03.81
ｼﾝﾉｷ ｺｳﾀ 鳥　取

8 158 進木　康汰(2) 倉吉東高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ａ男子棒高跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

7月12日 10:00 決勝

決勝　

ﾃﾗﾀﾞ ｶｲ 鳥　取 ○ × × ×

1 1 123 寺田　魁(2) 倉吉総産高 3m80
ﾑｶｲ ﾀﾀﾞﾋﾛﾞ 鳥　取 － × × ×

2 118 向井　一鴻　　(3) 倉吉総産高 NM

4m00
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



少年Ａ男子走幅跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

7月12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

ﾆｼﾑﾗ ｾｲｺﾞ 鳥　取 6m17 6m27 6m18 6m27 6m17 5m86 6m09 6m27
1 9 286 西村　誠悟(2) 鳥取城北高 +1.5 +2.4 +0.9 +2.4 +0.8 +2.4 +0.3 +2.4

ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｷ 鳥　取 × × 5m49 5m49 × 6m18 6m20 6m20
2 3 283 北川　大稀(3) 鳥取城北高 +2.8 +2.8 +2.0 +1.9 +1.9

ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾔ 鳥　取 5m92 6m05 － 6m05 － 5m98 6m10 6m10
3 2 106 柴田　賢弥(3) 岩美高 +0.7 +1.3 +1.3 +3.2 +1.9 +1.9

ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 鳥　取 × 5m96 × 5m96 × × 5m95 5m96
4 1 67 秋山　智彦(2) 米子東高 +1.4 +1.4 +1.1 +1.4

ｳﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取 5m03 5m07 × 5m07 5m00 5m09 4m72 5m09
5 10 108 浦田　亮祐(2) 岩美高 +2.5 +1.2 +1.2 +0.8 +1.5 +0.6 +1.5

ｲｹﾏﾂ ﾕｳｷ 鳥　取 5m05 4m03 4m73 5m05 × 4m89 4m93 5m05
6 7 107 池松　優希(2) 岩美高 +3.2 +0.1 +2.2 +3.2 +3.6 +2.2 +3.2

ﾐﾅﾐ ﾋﾛﾄ 鳥　取

4 407 南　裕人(2) 米子工高 DNS
ｳｴｼﾞﾏ ｺﾀﾛｳ 鳥　取

5 326 植嶋　児太朗(2) 鳥取湖陵高 DNS
ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾄ 鳥　取

6 272 田中　秀登(2) 米子北斗高 DNS
ｲｸﾞﾁ ﾏｵ 鳥　取

8 183 井口　麻央(2) 鳥取東高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ａ男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

7月12日 14:30 決勝

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄﾞﾜｷ ｱｷﾉﾘ 鳥　取

1 3 98 門脇　昭憲(3) 倉吉北高 53m84 53m13 × 53m84 53m87 55m34 54m27 55m34
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ 鳥　取

2 4 230 山本　喬也(3) 八頭高 48m21 51m08 × 51m08 49m63 50m13 × 51m08
ﾔﾏﾜｸ ﾏｻﾔ 鳥　取

3 1 124 山涌　柾哉(2) 倉吉総産高 × 32m98 38m01 38m01 × 37m32 × 38m01
ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾔ 鳥　取

2 240 中島　優也(2) 八頭高 DNS
ﾖｺｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 鳥　取

5 114 横川　和真(2) 岩美高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ａ男子やり投(0.800kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

7月12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

ｲｼｻﾞｶ ﾘｷﾅﾘ 鳥　取

1 3 120 石坂　力成(3) 倉吉総産高 62m94 63m29 65m56 65m56 64m00 63m74 65m12 65m56
ﾀｶﾞ ﾘｮｳ 鳥　取

2 2 403 多賀　涼(3) 米子工高 54m35 53m43 55m80 55m80 54m59 51m34 × 55m80
ｵｶﾑﾗ ﾕｳｷ 鳥　取

3 4 103 岡村　勇輝(3) 岩美高 × 52m58 52m76 52m76 52m34 49m25 50m89 52m76
ﾏｴﾀ ﾕｳｽｹ 鳥　取

4 9 121 前田　裕介(2) 倉吉総産高 52m08 44m99 48m77 52m08 47m94 50m06 46m42 52m08
ｶﾜｶﾐ ｴｲｽｹ 鳥　取

5 7 28 川上　英輔(3) 米子西高 45m55 48m67 47m74 48m67 × 46m57 47m97 48m67
ｲｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 鳥　取

6 6 354 石田　祐介(2) 鳥取西高 45m47 40m78 47m64 47m64 42m95 37m48 × 47m64
ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ 鳥　取

7 5 325 井上　陽生(3) 鳥取湖陵高 × × 47m03 47m03 47m59 45m42 47m20 47m59
ｲｼﾜｷ ｺｳﾀ 鳥　取

8 8 327 石脇　皐汰(2) 鳥取湖陵高 × × 37m45 37m45 41m95 39m05 37m39 41m95
ﾑｶｲ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

9 1 104 向井　亮太(2) 岩美高 31m66 31m54 31m53 31m66 31m66



少年Ｂ男子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 10:50 予選
7月12日 12:35 決勝

予選　7組0着＋8

1組 (風:-2.0) 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
ｲｼｲ ﾄﾓﾔ 鳥　取 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

1 5 152 石井　智也(1) 倉吉東高 12.03 q 1 5 296 藤原　大輝(1) 鳥取城北高 11.37 q
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 鳥　取 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 鳥　取

2 4 212 中村　航大(1) 鳥取育英高 12.06 2 6 273 中村　大輔(1) 米子北斗高 11.96 q
ｻﾅｴ ﾀｸﾔ 鳥　取 ｲﾜﾑﾗ ﾏｻｷ 鳥　取

3 7 368 早苗　拓哉(1) 倉吉東高 12.40 3 2 313 岩村　真希(1) 境高 12.20
ﾖﾄｳ ｶﾝﾀ 鳥　取 ﾓﾄｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ 鳥　取

4 6 312 世登　寛大(1) 鳥取城北高 12.68 4 7 448 本泉　侑真(1) 倉吉西高 12.78
ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾄ 鳥　取 ｱﾗｲｼ ｼｮｳﾀ 鳥　取

5 8 437 中嶋　勇人(1) 八頭高 12.84 5 9 159 荒石　翔太(1) 倉吉東高 12.83
ﾖﾈｲ ｳﾙﾌ 鳥　取 ﾃﾗｵｶ ﾋﾛｱｷ 鳥　取

6 9 384 米井　潤風(1) 鳥取東高 13.02 6 4 393 寺岡　宏晃(1) 鳥取商高 13.10
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 鳥　取 ｷﾑﾗ ｹｲﾀ 鳥　取

3 375 山本　和寛(1) 鳥取西高 DNS 7 8 429 木村　恵大(1) 境総合高 13.27
ﾖｺﾔ ﾏｺｳﾀﾞｲ 鳥　取

3 379 横山　皓大(1) 鳥取西高 DNS

3組 (風:-2.0) 4組 (風:-1.6)

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

1 4 309 東岡　晃生(1) 鳥取城北高 11.60 q 1 5 314 福田　昴大(1) 鳥取城北高 12.03 q
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾏ 鳥　取 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ 鳥　取

2 8 251 中村　優真(1) 八頭高 12.16 2 2 116 山田　洋輔(1) 境高 12.27
ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 鳥　取 ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 鳥　取

3 5 440 岡本　直也(1) 米子高専 12.32 3 7 385 金澤　一毅(1) 鳥取東高 12.63
ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾞﾝｷ 鳥　取 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 鳥　取

4 6 151 遠藤　彦輝(1) 倉吉東高 12.57 4 8 410 遠藤　康平(1) 倉吉東高 13.03
ｵﾉ ﾎﾀﾞｶ 鳥　取 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ 鳥　取

5 9 463 小野　穂高(1) 鳥取城北高 13.10 5 9 359 高橋　直也(1) 米子高専 13.16
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ 鳥　取 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾃﾙ 鳥　取

6 3 261 山田　裕人(1) 倉吉総産高 13.39 3 268 秋山　友輝(1) 倉吉総産高 DNS
ﾊﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 鳥　取 ﾏｴﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥　取

7 96 濱本　康平(1) 鳥取商高 DNS 4 700 前田　健太朗(3) 鳥取東中 DNS
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 鳥　取

6 160 清水　一生(1) 倉吉東高 DNS

5組 (風:-2.6) 6組 (風:-3.8)

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
ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ 鳥　取 ｺｲｽﾞﾐ ｶｹﾙ 鳥　取

1 4 202 塩川　直人(1) 鳥取育英高 11.63 q 1 6 294 小泉　健(1) 鳥取城北高 12.37
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 鳥　取

2 7 292 米澤　尚宏(1) 鳥取城北高 11.97 q 2 3 378 山本　明大(1) 鳥取西高 12.86
ｵｶ ﾚｵ 鳥　取 ｸﾗﾏｽ ﾘｮｳ 鳥　取

3 3 259 岡　怜央(1) 倉吉総産高 12.21 3 8 360 藏増　諒(1) 米子高専 13.08
ｽｷﾞﾔﾏ ｼｭﾝ 鳥　取 ｵｵﾆｼ ﾊﾙﾄ 鳥　取

4 6 150 杉山　駿(1) 倉吉東高 12.45 4 4 153 大西　遥人(1) 倉吉東高 13.39
ｱｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取 ﾕﾀﾆ ﾕｳｻｸ

5 5 361 芦田　将吾(1) 米子高専 12.52 5 2 371 湯谷　祐作(1) 鳥取工高 13.63
ﾐｽﾞｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 鳥　取 ｺﾑﾗ ﾕｳｽｹ 鳥　取

6 9 415 水川　笙吾(1) 岩美高 12.63 6 9 390 小村　優介(1) 八頭高 13.93
ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｷﾖｼ 鳥　取 ｵｵｲｼ ﾅｵﾄ 鳥　取

8 438 萩原　彰省(1) 八頭高 FS1 5 102 大石　直徹(3) 後藤ヶ丘中 DNS
ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾔｽ 鳥　取

7 161 安藤　宏泰(1) 倉吉東高 DNS

凡例  DNS:欠場 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート



少年Ｂ男子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 10:50 予選
7月12日 12:35 決勝

予選　7組0着＋8

7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
ﾂﾑﾗ ﾏﾅﾄ 鳥　取

1 3 265 津村　愛斗(1) 倉吉総産高 11.98 q
ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｹﾙ 鳥　取

2 2 95 谷口　飛翔(1) 鳥取商高 12.05
ｳﾗｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 鳥　取

3 6 308 浦島　大典(1) 鳥取城北高 12.07
ﾌｸﾐ ｶｽﾞｷ 鳥　取

4 7 197 福見　一城(1) 鳥取育英高 12.10
ﾌｸｷ ｹﾝﾄ 鳥　取

5 5 164 福木　健人(1) 倉吉東高 12.57
ﾅｶﾞﾀ ｲｯｷ 鳥　取

6 4 449 永田　一輝(1) 倉吉西高 12.71
ｱｻｲ ﾘｵ 鳥　取

7 8 436 淺井　理央(1) 八頭高 13.59
ﾖﾈﾀﾞ ﾀｹｼ 鳥　取

9 165 米田　丘司(1) 倉吉東高 DNS

凡例  DNS:欠場 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート



少年Ｂ男子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 10:50 予選
7月12日 12:35 決勝

決勝　

(風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

1 3 296 藤原　大輝(1) 鳥取城北高 11.37
ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ 鳥　取

2 5 202 塩川　直人(1) 鳥取育英高 11.55
ﾋｶﾞｼｵｶ ﾕｳｷ 鳥　取

3 6 309 東岡　晃生(1) 鳥取城北高 11.72
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取

4 7 292 米澤　尚宏(1) 鳥取城北高 11.81
ﾂﾑﾗ ﾏﾅﾄ 鳥　取

5 8 265 津村　愛斗(1) 倉吉総産高 12.00
ｲｼｲ ﾄﾓﾔ 鳥　取

6 1 152 石井　智也(1) 倉吉東高 12.07
ﾌｸﾀ ｺｳﾀ 鳥　取

7 2 314 福田　昴大(1) 鳥取城北高 12.09
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 鳥　取

8 4 273 中村　大輔(1) 米子北斗高 12.12



少年Ｂ男子3000m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 13:45 決勝

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅﾝｺﾞ ｶｲﾘ 鳥　取

1 8 311 南後　海里(1) 鳥取城北高 9:13.22
ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾅｵ 鳥　取

2 5 383 川上　柾尚(1) 鳥取東高 9:17.58
ｵｸﾓﾄ ﾕｳｷ 鳥　取

3 4 381 奥本　裕貴(1) 鳥取西高 9:18.25
ｽﾞｼ ﾕｳｽｹ 鳥　取

4 11 386 厨子　祐介(1) 鳥取東高 9:39.14
ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取

5 2 388 吉村　隆盛(1) 鳥取東高 9:42.05
ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取

6 21 358 永田　崇弘(1) 米子高専 9:43.49
ﾀﾆﾓﾄ ﾏｺﾄ 鳥　取

7 25 253 谷本　真(1) 八頭高 9:49.22
ﾅｶﾔﾏ ｶｲﾄ 鳥　取

8 3 439 中山　魁仁(1) 八頭高 9:57.53
ｲｼｲ ｿｳｲﾁ 鳥　取

9 16 162 石井　聡一(1) 倉吉東高 9:58.72
ﾐｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ 鳥　取

10 20 852 三浦　智紘(3) 桜ヶ丘中 9:59.45
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 鳥　取

11 7 255 山本　裕己(1) 八頭高 10:04.82
ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓﾋﾄ 鳥　取

12 14 416 中谷　知仁(1) 岩美高 10:26.67
ﾐﾔｲｼ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取

13 24 387 宮石　遼祐(1) 鳥取東高 10:27.81
ﾋﾀﾞ ﾊﾔﾄ 鳥　取

14 6 433 比田　羽矢登(1) 境総合高 10:36.83
ﾅｶｼﾏ ｺｳｷ 鳥　取

15 13 853 中島　滉貴(3) 桜ヶ丘中 10:41.17
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 鳥　取

16 18 382 中林　廉(1) 鳥取東高 10:43.28
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 鳥　取

17 15 369 山本　将大(1) 鳥取工高 11:06.82
ｶﾝﾊﾞ ｶｽﾞｷ 鳥　取

18 10 432 神庭　一樹(1) 境総合高 11:15.17
ﾄﾞｲ ﾀｶﾄｼ 鳥　取

19 23 425 土井　天智(1) 鳥取工高 11:22.58
ﾋﾃﾞｼﾏ ﾊﾔﾃ 鳥　取

20 26 435 秀島　駿人(1) 境総合高 11:26.57
ｵｵｼﾀ ﾎｸ 鳥　取

21 1 443 大下　帆空(1) 米子高専 12:07.41
ﾅｶｼﾏ ﾊﾙﾀｶ 鳥　取

22 22 417 中島　玄貴(1) 岩美高 12:09.98
ｸﾛﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 鳥　取

12 426 黒田　晋之介(1) 鳥取工高 DNF
ﾅｶﾑﾗ ｶﾝｴｲ 鳥　取

9 370 中村　神栄(1) 鳥取工高 DNS
ｻｻｷ ｼｭﾝ 鳥　取

17 424 佐々木　駿(1) 鳥取工高 DNS
ﾖｼﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 鳥　取

19 256 吉田　寛治(1) 八頭高 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



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

7月12日 13:10 決勝

決勝　

(風:-1.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸﾄ 鳥　取

1 7 196 小林　陸丘登(1) 鳥取育英高 16.62
ｲｼｲ ﾄﾓﾔ 鳥　取

2 5 152 石井　智也(1) 倉吉東高 17.42
ﾀｶﾏﾂ ｼｭﾝ 鳥　取

3 4 263 高松　駿(1) 倉吉総産高 18.35
ﾖﾈｲ ｳﾙﾌ 鳥　取

4 2 384 米井　潤風(1) 鳥取東高 20.20
ｱﾗｲｼ ｼｮｳﾀ 鳥　取

5 9 159 荒石　翔太(1) 倉吉東高 21.12
ﾅｶﾞｵ ﾀｶﾓﾄ 鳥　取

3 423 長尾　隆基(1) 鳥取工高 DNS
ﾏﾔﾏ ﾅｵｷ 鳥　取

6 407 眞山　尚輝(3) 赤崎中 DNS
ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾃﾙ 鳥　取

8 258 藤田　保輝(1) 倉吉総産高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ｂ男子走幅跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

7月12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

ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ 鳥　取 6m36 － 6m86 6m86 6m62 6m69 － 6m86
1 9 202 塩川　直人(1) 鳥取育英高 +0.6 +1.2 +1.2 +1.9 +2.2 +1.2

ﾖﾈﾀﾞ ﾜﾀﾙ 鳥　取 6m07 6m00 6m17 6m17 5m94 5m87 6m23 6m23
2 13 198 米田　渉(1) 鳥取育英高 +1.9 +0.2 +3.7 +3.7 +1.8 +0.2 +2.9 +2.9

ﾌｸﾐ ｶｽﾞｷ 鳥　取 5m84 － × 5m84 6m05 6m17 × 6m17
3 6 197 福見　一城(1) 鳥取育英高 +1.4 +1.4 +2.4 +3.4 +3.4

ｸﾜﾓﾄ ｿｳﾀﾞｲ 鳥　取 5m93 5m93 5m84 5m93 6m02 5m85 5m78 6m02
4 12 100 鍬本　聡大(1) 倉吉北高 +3.7 +1.1 +1.8 +3.7 +2.1 +2.5 +0.3 +2.1

ｷﾇﾐ ﾘｸ 鳥　取 5m44 5m71 5m62 5m71 5m67 5m69 5m86 5m86
5 3 290 絹見　利来(1) 鳥取城北高 +1.6 +2.5 +2.8 +2.5 +1.1 +1.1 +2.0 +2.0

ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｻｸ 鳥　取 5m41 × 5m32 5m41 5m28 － 5m66 5m66
6 7 97 吉田　舟作(1) 鳥取商高 +4.2 +0.8 +4.2 +1.8 +2.7 +2.7

ｸﾗﾏｽ ﾘｮｳ 鳥　取 5m61 － × 5m61 5m30 5m47 5m32 5m61
7 10 360 藏増　諒(1) 米子高専 +1.7 +1.7 +0.1 +2.6 +1.7 +1.7

ﾑﾗﾀ ﾖﾘｱｷ 鳥　取 5m39 5m53 5m32 5m53 5m22 5m39 5m33 5m53
8 1 376 村田　賴昭(1) 鳥取西高 +2.5 +0.6 +2.0 +0.6 +0.4 +2.4 +2.3 +0.6

ｲｹﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 鳥　取 5m34 5m15 5m27 5m34 5m34
9 4 450 池本　修平(1) 倉吉北高 +3.0 +1.2 +1.0 +3.0 +3.0

ﾖﾈﾀﾞ ﾀｹｼ 鳥　取 4m99 4m45 4m84 4m99 4m99
10 11 165 米田　丘司(1) 倉吉東高 +2.1 +1.5 +1.7 +2.1 +2.1

ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 鳥　取 4m80 4m49 4m56 4m80 4m80
11 8 160 清水　一生(1) 倉吉東高 +2.8 +1.6 +2.4 +2.8 +2.8

ﾀﾅｶ ｿｳﾀ 鳥　取

2 409 田中　創太(3) 赤崎中 DNS
ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾔｽ 鳥　取

5 161 安藤　宏泰(1) 倉吉東高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ｂ男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

7月12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

ﾅｶﾑﾗ フミヤ 鳥　取

1 7 101 中村　文哉(1) 倉吉北高 12m92 × × 12m92 × × × 12m92
ﾌｸﾀﾞ　ｼｭﾝｽｹ 鳥　取

2 2 300 福田　俊介(3) 三朝中 10m67 9m44 10m01 10m67 10m16 10m12 10m10 10m67
ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

3 1 266 川本　大貴(1) 倉吉総産高 9m15 10m15 9m78 10m15 × 9m67 10m20 10m20
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 鳥　取

4 4 262 鈴木　真人(1) 倉吉総産高 9m11 9m78 8m62 9m78 9m65 9m46 9m85 9m85
ｲｼｶﾜ ﾀｸﾔ 鳥　取

5 3 392 石川　拓哉(1) 鳥取商高 8m68 9m02 8m98 9m02 8m49 8m67 8m42 9m02
ﾐﾉ ﾕｷﾉｼﾞｮｳ 鳥　取

6 6 260 美濃　雪乃丞(1) 倉吉総産高 7m72 7m73 7m37 7m73 7m56 8m02 8m26 8m26
ﾓﾘｼﾀ ｹﾞﾝﾔ 鳥　取

7 5 394 森下　玄也(1) 鳥取商高 6m89 6m49 6m82 6m89 6m08 × 5m42 6m89



少年男子800m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 12:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ｻﾅｴ ﾀｸﾔ 鳥　取 ﾅﾆﾜ ﾋﾛﾑ 鳥　取

1 7 368 早苗　拓哉(1) 倉吉東高 2:08.75 1 4 149 浪花　大夢(1) 倉吉東高 2:07.40
ｵｶﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 鳥　取 ﾊｷﾞﾊﾗ ｼｭﾝ 鳥　取

2 6 125 岡部　大樹(2) 倉吉西高 2:09.71 2 8 320 萩原　舜(2) 鳥取湖陵高 2:10.26
ﾋﾗｲ ﾊﾙｷ 鳥　取 ｵｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 鳥　取

3 4 109 平井　晴己(2) 岩美高 2:10.39 3 9 138 岡村　康平(2) 米子高専 2:14.65
ﾖｼﾓﾁ ﾏﾋﾛ 鳥　取 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳ 鳥　取

4 3 357 吉持　眞洸(1) 米子高専 2:17.88 4 5 441 藤元　悠(1) 米子高専 2:17.08
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾃﾞｷﾖ 鳥　取 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｭﾝ 鳥　取

5 9 409 西村　秀清(1) 倉吉東高 2:20.90 6 150 杉山　駿(1) 倉吉東高 DNS
ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾖｳ 鳥　取 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾔ 鳥　取

6 5 128 藤原　耕陽(1) 米子高専 2:25.96 7 377 松本　朋也(1) 鳥取西高 DNS
ﾏｴｶﾜ ｺｳｼ 鳥　取

8 335 前河　洸志(3) 鳥取工高 DNS

ラップ表 400m

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



少年男子5000mW
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 10:00 決勝

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾓﾃ ｾﾅ 鳥　取

1 2 274 表　瀬那(3) 鳥取城北高 24:14.73

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決勝



少年男子走高跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

7月12日 10:00 決勝

決勝　

ﾋﾉｷ ﾀｸﾔ 鳥　取 － ○ × ○ × ○ ○ × × ×

1 2 22 檜　拓哉(2) 米子西高 1m90
ﾊｼｲ ﾕｳﾏ 鳥　取 － － ○ × ○ × × ○ × × ×

2 9 189 橋井　勇磨(2) 鳥取育英高 1m90
ﾔﾏﾈ ﾏﾋﾛ 鳥　取 ○ ○ × ○ ○ × × ×

3 8 282 山根　真央(2) 鳥取城北高 1m85
ﾄﾀﾞ ﾋﾛｷ 鳥　取 ○ ○ ○ × × ×

4 6 128 戸田　皓紀(3) 米子高専 1m80
ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾞﾝｷ 鳥　取 × × ○ ○ × × ×

5 1 151 遠藤　彦輝(1) 倉吉東高 1m75
ﾊﾞﾝｷﾝ ﾊﾔﾃ 鳥　取 × × ○ × × ×

6 10 406 坂金　颯(1) 米子工高 1m70
ｵｵﾆｼ ﾊﾙﾄ 鳥　取 － × × ×

3 153 大西　遥人(1) 倉吉東高 NM
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾘｭｳｽｹ 鳥　取 × × ×

4 141 轟木　龍介(2) 米子高専 NM
ｳｴﾀ ｶｽﾞｱｷ 鳥　取 × × ×

5 182 上田　和昌(2) 鳥取東高 NM
ﾎﾘｵ ｿｳﾀ 鳥　取 × × ×

7 404 堀尾　壮汰(1) 米子工高 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m70

ｺﾒﾝﾄ
1m75 1m80 1m85 1m90 1m95

記録

凡例  NM:記録なし



少年男子三段跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

7月12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

ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ 鳥　取 × 13m28 － 13m28 － － － 13m28
1 1 226 小栗　拓海(3) 八頭高 +4.2 +4.2 +4.2

ﾆｼﾑﾗ ｾｲｺﾞ 鳥　取 12m47 12m54 12m82 12m82 12m73 12m58 13m01 13m01
2 8 286 西村　誠悟(2) 鳥取城北高 +1.5 +1.9 +1.4 +1.4 +1.6 +3.5 +4.9 +4.9

ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 鳥　取 12m84 12m98 × 12m98 × 12m43 12m39 12m98
3 6 20 木村　海登(2) 米子西高 +2.4 +3.4 +3.4 +3.4 +2.9 +3.4

ﾅｶｲ ﾚﾝ 鳥　取 12m71 12m72 12m26 12m72 12m57 12m52 11m92 12m72
4 2 307 中井　廉(2) 鳥取城北高 +2.4 +2.6 +3.5 +2.6 +0.1 +2.3 +3.3 +2.6

ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｷ 鳥　取 12m10 11m63 × 12m10 12m05 11m68 12m03 12m10
5 4 283 北川　大稀(3) 鳥取城北高 +2.6 +3.2 +2.6 +0.5 +2.3 +2.0 +2.6

ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｻｸ 鳥　取 11m62 11m35 11m52 11m62 11m17 11m18 × 11m62
6 5 97 吉田　舟作(1) 鳥取商高 +1.8 +1.3 +2.2 +1.8 +2.3 0.0 +1.8

ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 鳥　取 11m29 11m21 × 11m29 11m09 × × 11m29
7 7 410 遠藤　康平(1) 倉吉東高 +1.5 +3.2 +1.5 +1.5 +1.5

ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲｷ 鳥　取 × × ×
3 243 森田　大希(2) 八頭高 NM

ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 鳥　取 × × ×
10 362 伊藤　智洋(3) 鳥取敬愛高 NM

ﾌｸｷ ｹﾝﾄ 鳥　取

9 164 福木　健人(1) 倉吉東高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



少年男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

7月12日 12:00 決勝

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾆｼﾞﾘ ﾄﾓﾔ 鳥　取

1 2 287 谷尻　友也(2) 鳥取城北高 × 25m87 27m29 27m29 × 24m61 25m72 27m29
ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｽｹ 鳥　取

2 3 356 花田　光佑(1) 米子高専 20m46 × 23m73 23m73 24m63 22m55 25m24 25m24
ﾀﾆ ｾｲﾀ 鳥　取

3 6 267 谷　清太(1) 倉吉総産高 × 24m55 × 24m55 × 23m79 23m55 24m55
ﾔｽﾀﾞ ｺｳｷ 鳥　取

4 5 84 安田　光希(2) 境総合高 17m17 17m82 20m45 20m45 21m07 × 19m99 21m07
ｵｶﾉ ﾘｸ 鳥　取

5 1 219 岡野　陸玖(1) 鳥取育英高 × 18m45 19m09 19m09 20m10 20m33 20m89 20m89
ﾀｸﾞﾁ ｺｳｷ 鳥　取

6 7 163 田口　光樹(1) 倉吉東高 × 17m32 18m17 18m17 × 15m81 14m47 18m17
ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ 鳥　取

4 237 川村　拓矢(2) 八頭高 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子四種競技(男子)
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 110mH 砲丸投 走高跳 400m 総合 ｺﾒﾝﾄ

19.63 8m36 1m51 56.83
1 160 -1.9 1690

(379) (388) (396) (527)
22.29 9m11 1m63 1:00.94

2 702 -1.9 1493
(191) (432) (488) (382)

氏名 所属

ﾏﾂｳﾗ ｹｲ 鳥　取

松浦　慧 湊山中

(3)

(2)
ｲﾜｻｷ ｶｲｾｲ 鳥　取

岩崎　開世 鳥取東中

凡例 



中学男子四種競技(男子) 400m
審 判 長：生田　秀正
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 15:20 決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂｳﾗ ｹｲ 鳥　取

1 5 160 松浦　慧(2) 湊山中 56.83 527
ｲﾜｻｷ ｶｲｾｲ 鳥　取

2 6 702 岩崎　開世(3) 鳥取東中 1:00.94 382



中学男子四種競技(男子) 110mH(0.914m)
審 判 長：生田　秀正
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 09:40 決勝

(風:-1.9)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂｳﾗ ｹｲ 鳥　取

1 4 160 松浦　慧(2) 湊山中 19.63 379
ｲﾜｻｷ ｶｲｾｲ 鳥　取

2 5 702 岩崎　開世(3) 鳥取東中 22.29 191



中学男子四種競技(男子) 走高跳
審 判 長：生田　秀正
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 13:30 決勝

ｲﾜｻｷ ｶｲｾｲ 鳥　取 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 1 702 岩崎　開世(3) 鳥取東中 ○ ○ × ○ × × ○ × × × 1m63 488
ﾏﾂｳﾗ ｹｲ 鳥　取 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ × × ○

2 2 160 松浦　慧(2) 湊山中 × × × 1m51 396

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m30

1m54

1m33

1m57

1m36

1m60

1m39

1m63
得点 ｺﾒﾝﾄ

1m42

1m66

1m45 1m48 1m51
記録



中学男子四種競技(男子) 砲丸投(4.000kg)
審 判 長：生田　秀正
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 11:30 決勝

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

ｲﾜｻｷ ｶｲｾｲ 鳥　取

1 1 702 岩崎　開世(3) 鳥取東中 8m60 8m81 9m11 9m11 432
ﾏﾂｳﾗ ｹｲ 鳥　取

2 2 160 松浦　慧(2) 湊山中 8m05 7m93 8m36 8m36 388



成年女子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 12:50 決勝

決勝　

(風:-3.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｴﾀ ﾓﾓｺ 鳥　取

1 6 7611 上田　桃子(2) 青山学院大 12.98
ｵｶｻﾞｷ ﾏｵ 鳥　取

5 2417 岡崎　麻央(1) 中京大 DNS

凡例  DNS:欠場



成年女子400m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 15:10 決勝

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄﾞｲ ｱﾕﾐ 鳥　取

1 6 3245 土居　あゆみ(2) 鳥取大 1:04.10



成年女子1500m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 12:00 決勝

決勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｻ 東　京

1 3288 山本　亜利沙 資生堂

記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決勝



成年女子5000m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 14:00 決勝

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂｻﾞｷ ｷｸﾖ 兵　庫

1 2 2154 津崎　紀久代 ノーリツ 16:50.77
ｱﾀﾞﾁ ﾕﾏ 鹿児島

1 49 足立　由真 京セラ DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



成年女子5000mW
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 10:00 決勝

決勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｱｻｵ ﾁｶ 鳥　取

1 3112 浅尾　知佳(2) 美作大

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決勝



成年女子走高跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

7月12日 10:00 決勝

決勝　

ﾃﾗﾀﾆ ｻﾄﾐ 鳥　取 － － － ○ ○ ○ ○ × × ×

1 6 7346 寺谷　諭美(1) 筑波大 1m73
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 鳥　取 － ○ × ○ × × ×

2 2 167 吉田　樹璃(2) 鳥取城北高 1m55
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｺ 鳥　取 × ○ × × ×

3 5 62 藤原　莉子(3) 岩美高 1m45
ｺｼﾞﾏ ﾓｴ 鳥　取 × × ×

1 3400 小島　萌絵(1) 鳥取大 NM
ﾀﾑﾗ ﾎﾉｶ 鳥　取 × × ×

3 83 田村　帆野佳(2) 倉吉東高 NM
ﾌﾙｶﾜ ｷｮｳｶ 鳥　取 × × ×

4 122 古川　京香(3) 鳥取育英高 NM
ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 鳥　取 × × ×

7 82 谷岡　景子(2) 倉吉東高 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m45 1m76

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m73

凡例  NM:記録なし



成年女子走幅跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

7月12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 5m72 × 5m72 5m72 5m57 × 5m82 5m82
1 1 3006 小原　未陽(3) 島根大 +2.0 +0.8 +2.0 +3.2 +3.0 +3.0

ｲﾜﾓﾄ ﾘｻ 鳥　取 5m65 × 5m15 5m65 5m43 5m26 5m60 5m65
2 3 750 岩本　理沙 ＳＭＴＣ +1.8 +1.7 +1.8 +5.2 +0.8 +3.5 +1.8

ﾌｸﾅｶﾞ ﾁﾋﾛ 鳥　取 5m40 5m44 4m90 5m44 5m19 5m37 × 5m44
3 2 624 福長　ちひろ 鳥取陸協 +1.8 +2.2 +0.2 +2.2 +0.2 +0.6 +2.2



成年女子やり投(0.600kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

7月12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

ﾓﾘﾀ ﾏｷ 鳥　取

1 1 7111 盛田　蒔 東京女体大 34m32 35m52 35m69 35m69 37m11 × 33m41 37m11



少年Ａ女子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 11:10 予選
7月12日 12:40 決勝

予選　3組0着＋8

1組 (風:-3.1) 2組 (風:-3.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｳｴﾀ ﾏﾕ 鳥　取 ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾉ 鳥　取

1 8 169 上田　真悠(2) 鳥取城北高 12.98 q 1 4 157 壹村　彩乃(3) 鳥取城北高 13.28 q
ｲﾜｻｷ ﾏｷ 鳥　取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ 鳥　取

2 6 123 岩崎　万季(3) 鳥取育英高 13.16 q 2 5 98 谷口　寧那(2) 倉吉東高 13.74 q
ﾏｷﾉ ｻﾄｶ 鳥　取 ﾊｼｸﾞﾁ ﾏｵ 鳥　取

3 7 85 牧野　里香(2) 倉吉東高 13.89 3 8 54 橋口　真音(2) 米子北高 13.92
ﾌｸｼﾏ ｻﾔ 鳥　取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｶ 鳥　取

4 9 96 福嶋　沙耶(2) 倉吉東高 14.02 4 6 117 谷口　涼香(2) 鳥取育英高 13.99
ﾌｸｼﾏ ﾐﾕｳ 鳥　取 ｺﾀﾞﾆ ﾕｷ 鳥　取

5 3 46 福島　美友(2) 境総合高 15.37 5 9 84 小谷　有紀(2) 倉吉東高 14.23
ﾌﾙｲ ﾊﾙﾅ 鳥　取 ﾔﾏﾏｽ ｻｴ 鳥　取

6 4 112 古井　春菜(2) 鳥取東高 15.98 6 3 139 山桝　瑳恵(2) 八頭高 14.84
ﾊｾｶﾞﾜ ｻｷ 鳥　取 ｱﾀﾞﾁ ｻｷ 鳥　取

5 55 長谷川　咲希(2) 米子北高 DNS 7 179 足立　紗輝(3) 鳥取西高 DNS

3組 (風:-2.3)

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

1 5 94 遠藤　菜々(2) 倉吉東高 13.18 q
ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥　取

2 4 40 岡崎　穗乃香(2) 米子東高 13.32 q
ﾆｼｵﾉ ｶｺ 鳥　取

3 2 59 西小野　佳子(2) 米子北高 13.39 q
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 鳥　取

4 7 79 松本　亜美(3) 倉吉東高 13.63 q
ｵｶﾑﾗ ﾚｲﾈ 鳥　取

5 6 164 岡村　玲音(2) 鳥取城北高 13.81
ﾀﾆｵｶ ｹｲｺ 鳥　取

6 9 82 谷岡　景子(2) 倉吉東高 14.08
ﾋﾗﾀ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取

7 3 47 平田　稀望(2) 境総合高 14.74
ｽﾔﾏ ｶﾅ 鳥　取

8 118 陶山　佳奈(2) 鳥取育英高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ａ女子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 11:10 予選
7月12日 12:40 決勝

決勝　

(風:-3.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｴﾀ ﾏﾕ 鳥　取

1 3 169 上田　真悠(2) 鳥取城北高 12.93
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 鳥　取

2 6 94 遠藤　菜々(2) 倉吉東高 13.01
ｲﾜｻｷ ﾏｷ 鳥　取

3 5 123 岩崎　万季(3) 鳥取育英高 13.18
ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 鳥　取

4 8 40 岡崎　穗乃香(2) 米子東高 13.23
ﾆｼｵﾉ ｶｺ 鳥　取

5 7 59 西小野　佳子(2) 米子北高 13.32
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾉ 鳥　取

6 4 157 壹村　彩乃(3) 鳥取城北高 13.36
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 鳥　取

7 2 79 松本　亜美(3) 倉吉東高 13.56
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ 鳥　取

8 1 98 谷口　寧那(2) 倉吉東高 13.85



少年Ａ女子400m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 15:00 決勝

決勝　

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

1 5 14 東上　紗耶(2) 鳥取商高 1:00.22
ｺﾀﾞﾆ ﾕｷ 鳥　取

2 3 84 小谷　有紀(2) 倉吉東高 1:01.28
ﾌｸｼﾏ ｻﾔ 鳥　取

3 4 96 福嶋　沙耶(2) 倉吉東高 1:03.40
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ 鳥　取

4 7 98 谷口　寧那(2) 倉吉東高 1:04.06
ｲﾜｻｷ ﾏｷ 鳥　取

6 123 岩崎　万季(3) 鳥取育英高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ａ女子3000m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 13:30 決勝

決勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷﾀﾜｷ ﾘｮｳｺ 鳥　取

1 9 104 北脇　亮子(3) 鳥取東高 9:56.96
ｵｸﾞﾗ ﾎﾉｶ 鳥　取

2 2 124 小倉　帆乃佳(3) 鳥取育英高 10:07.39
ｲﾂﾞﾂ ﾕｳｷ 鳥　取

3 7 162 井筒　結希(2) 鳥取城北高 10:12.25
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾘﾅ 鳥　取

4 6 116 宇田川　里奈(2) 鳥取育英高 10:18.77
ｱｼﾜ ﾐｻｷ 鳥　取

5 4 113 足羽　美咲(3) 鳥取育英高 10:20.00
ｵﾊﾞﾗ ｴｲｶ 鳥　取

6 8 120 小原　瑛花(2) 鳥取育英高 10:31.86
ｷﾀｵ ﾐﾕｷ 鳥　取

7 10 39 北尾　見優希(2) 米子東高 11:00.23
ﾌｸﾀ ｺﾄﾘ 鳥　取

8 11 111 福田　ことり(2) 鳥取東高 12:15.57
ｶﾅﾓﾘ ﾐｻ 鳥　取

9 1 97 金森　美紗(2) 倉吉東高 12:41.99
ﾊﾔｼ ﾋｶﾙ 鳥　取

3 180 林　ひかる(3) 鳥取西高 DNS
ｱﾘｻﾜ ﾘｶｺ 鳥　取

5 99 有沢　理香子(2) 倉吉東高 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



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

7月12日 14:30 決勝

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｼﾅ ﾖｳ 鳥　取

1 6 181 石名　遥(3) 鳥取西高 1:06.93
ｺﾀﾆ ﾏﾄﾞｶ 鳥　取

2 4 18 小谷　まどか(2) 米子南高 1:15.27
ｲｽﾞﾐ ﾘﾅ 鳥　取

3 5 44 和泉　里奈(2) 境総合高 1:17.88
ﾓﾘﾀ ｶｽﾞ 鳥　取

7 81 森田　和(3) 倉吉東高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ａ女子走幅跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

7月12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

ｼｼﾄﾞ ﾐｻｷ 鳥　取 × × 5m40 5m40 × 5m49 5m38 5m49
1 3 26 宍戸　美咲(3) 境高 -0.8 -0.8 +2.8 +3.4 +2.8

ﾏｷﾉ ｻﾄｶ 鳥　取 5m14 － － 5m14 5m18 5m07 5m00 5m18
2 7 85 牧野　里香(2) 倉吉東高 +2.9 +2.9 +1.0 +0.7 +2.5 +1.0

ﾖｼﾀﾞ ﾙｶ 鳥　取 5m04 5m06 － 5m06 － － － 5m06
3 1 74 吉田　瑠花(2) 倉吉総産高 +1.0 +2.6 +2.6 +2.6

ﾅｶｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 鳥　取 4m19 4m20 4m22 4m22 4m00 4m32 4m27 4m32
4 6 154 中川　涼香(2) 米子北斗高 +1.3 -2.5 +1.7 +1.7 +1.6 +2.0 +1.5 +2.0

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾊﾙ 鳥　取 × × 4m27 4m27 3m89 4m18 × 4m27
5 2 128 長谷川　美晴(2) 鳥取育英高 +3.4 +3.4 +1.7 +2.7 +3.4

ｼﾐｽﾞ ﾘｺ 鳥　取 3m98 3m79 3m80 3m98 3m74 3m95 4m02 4m02
6 4 177 清水　莉子(2) 鳥取湖陵高 +3.9 +3.6 +1.3 +3.9 +1.5 +3.4 +2.5 +2.5

ｳﾁﾀﾞ ｱｲﾘ 鳥　取

5 17 内田　愛里(2) 米子南高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ａ女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

7月12日 14:30 決勝

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 鳥　取

1 1 71 吉田　美月(3) 倉吉総産高 39m58 × × 39m58 39m49 40m27 39m67 40m27



少年Ｂ女子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 10:40 予選
7月12日 12:30 決勝

予選　3組0着＋8

1組 (風:-2.4) 2組 (風:-2.5)

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
ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ 鳥　取 ｳﾉ ｱｶﾈ 鳥　取

1 6 450 前田　夏美(3) 鳥取南中 13.06 q 1 4 163 宇野　茜(1) 鳥取城北高 13.33 q
ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾅ 鳥　取 ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ 鳥　取

2 5 193 足立　春菜(1) 鳥取西高 13.11 q 2 5 57 山田　葵(1) 米子北高 13.39 q
ｲﾉｳｴ ｶﾅ 鳥　取 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ 鳥　取

3 4 88 井上　佳奈(1) 倉吉東高 13.42 3 6 102 坂口　詩歩(1) 倉吉東高 13.40 q
ﾌｸｲ ﾋﾏﾜﾘ 鳥　取 ﾔｽﾀﾞ ﾘｵ 鳥　取

4 7 58 福井　向日葵(1) 米子北高 13.49 4 9 145 安田　里緒(1) 八頭高 14.01
ｶﾞﾓｳ ﾋﾅﾐ 鳥　取 ｲﾉｸﾞﾁ ｱｶﾘ 鳥　取

5 9 65 蒲生　陽南(1) 境高 13.84 5 2 199 猪口　あかり(1) 鳥取東高 14.19
ｵｵﾀ ｼｵﾝ 鳥　取 ｲｲﾉ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取

6 3 161 大田　詩穏(1) 鳥取城北高 14.16 6 3 212 伊井野　のぞみ(1) 鳥取商高 14.46
ﾅｶｼﾏ ｺｲ 鳥　取 ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾅｶ 鳥　取

7 8 205 中島　恋(1) 八頭高 14.40 7 8 87 池上　愛夏(1) 倉吉東高 15.33
ｳｴﾀ ﾒｸﾞﾐ 鳥　取 ｷﾑﾗ ｻｷ 鳥　取

2 100 植田　恵(1) 倉吉東高 DNS 7 64 木村　早希(1) 境高 DNS

3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
ｱｲｵｲ ﾅﾅﾐ 鳥　取

1 7 89 相生　七海(1) 倉吉東高 12.90 q
ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉ 鳥　取

2 5 195 澤田　佳詩乃(1) 鳥取西高 13.28 q
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾐ 鳥　取

3 8 159 松本　真奈(1) 鳥取城北高 13.29 q
ｸﾛﾐ ｱﾔｶ 鳥　取

4 2 56 黒見　文香(1) 米子北高 13.66
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 鳥　取

5 4 101 山本　千尋(1) 倉吉東高 13.73
ﾌｼﾞｲ ﾎﾉｶ 鳥　取

6 6 131 藤井　ほのか(1) 鳥取育英高 13.92
ｼﾏﾀﾆ ﾅﾂﾎ 鳥　取

7 9 68 島谷　夏帆(1) 境高 14.14
ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾖ 鳥　取

8 3 185 島田　寛世(1) 米子高専 15.21

凡例  DNS:欠場



少年Ｂ女子100m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 10:40 予選
7月12日 12:30 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
ｱｲｵｲ ﾅﾅﾐ 鳥　取

1 3 89 相生　七海(1) 倉吉東高 12.72
ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾅ 鳥　取

2 4 193 足立　春菜(1) 鳥取西高 13.04
ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ 鳥　取

3 6 450 前田　夏美(3) 鳥取南中 13.05
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾐ 鳥　取

4 7 159 松本　真奈(1) 鳥取城北高 13.22
ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ 鳥　取

5 2 57 山田　葵(1) 米子北高 13.23
ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉ 鳥　取

6 5 195 澤田　佳詩乃(1) 鳥取西高 13.25
ｳﾉ ｱｶﾈ 鳥　取

7 8 163 宇野　茜(1) 鳥取城北高 13.28
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ 鳥　取

8 1 102 坂口　詩歩(1) 倉吉東高 13.32



少年Ｂ女子1500m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 11:50 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 14 215 林　輝(1) 鳥取育英高 4:50.08
ｱｷﾀ ﾏﾐ 鳥　取

2 7 160 秋田　真実(1) 鳥取城北高 4:54.36
ﾎﾘｵ ｶﾎ 鳥　取

3 19 214 堀尾　和帆(1) 鳥取育英高 4:57.96
ﾆｼｵ ﾕｶ 鳥　取

4 3 196 西尾　祐香(1) 鳥取西高 4:58.74
ｲﾘｴ ﾁﾊﾕ 鳥　取

5 2 146 入江　ちはゆ(1) 八頭高 4:59.64
ｷｼﾀﾞ ｻﾔｶ 鳥　取

6 15 148 岸田　清楓(1) 八頭高 5:03.75
ﾀｷﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ 鳥　取

7 12 150 瀧山　雅(1) 八頭高 5:06.38
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｶ 鳥　取

8 10 151 竹内　遥(1) 八頭高 5:06.59
ﾎﾘｵ ｶﾘﾝ 鳥　取

9 18 608 堀尾　和凛(3) 桜ヶ丘中 5:12.61
ｲｼﾅ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取

10 11 191 石名　望(1) 鳥取西高 5:15.68
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾘｺ 鳥　取

11 9 86 森永　理子(1) 倉吉東高 5:16.57
ｲﾘｴ ﾐﾊﾕ 鳥　取

12 8 147 入江　みはゆ(1) 八頭高 5:17.09
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅｺ 鳥　取

13 13 241 中村　美菜子(1) 倉吉西高 5:18.87
ﾀﾆｵ ｻﾔｶ 鳥　取

14 5 152 谷尾　沙耶香(1) 八頭高 5:27.77
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷﾉ 鳥　取

15 6 203 原田　侑妃乃(1) 鳥取東高 5:29.98
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁｶ 鳥　取

16 4 204 富士　原知佳(1) 鳥取東高 5:31.41
ﾀｶｼﾏ ﾕｳﾅ 鳥　取

17 16 213 高嶋　優奈(1) 鳥取育英高 5:32.71
ﾀｸﾞﾁ ﾈﾈ 鳥　取

1 273 田口　音々(3) 倉吉東中 DNS
ﾋﾗｲ ﾕｲ 鳥　取

17 197 平井　優衣(1) 鳥取西高 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



少年Ｂ女子100mH(0.762m)
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 13:00 決勝

決勝　

(風:-2.8)

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

1 6 250 岡﨑　汀(3) 三朝中 14.87
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾎ 鳥　取

2 7 102 坂口　詩歩(1) 倉吉東高 16.03
ｵｵﾀ ｼｵﾝ 鳥　取

3 3 161 大田　詩穏(1) 鳥取城北高 17.02
ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取

4 4 90 谷本　望実(1) 倉吉東高 17.65
ｲﾜﾓﾄ ｻｷ 鳥　取

5 9 194 岩本　紗季(1) 鳥取西高 18.35
ｵｺ ｱﾕﾐ 鳥　取

6 8 238 尾古　あゆみ(1) 境総合高 19.85
ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾅｶ 鳥　取

7 5 87 池上　愛夏(1) 倉吉東高 20.47



少年Ｂ女子走幅跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

7月12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 5m28 5m39 5m26 5m39 5m26 5m34 5m25 5m39
1 4 250 岡﨑　汀(3) 三朝中 +2.6 +1.0 +2.2 +1.0 +0.8 +2.8 +2.7 +1.0

ｶﾞﾓｳ ﾋﾅﾐ 鳥　取 × 4m72 4m79 4m79 4m52 4m65 4m52 4m79
2 8 65 蒲生　陽南(1) 境高 +1.3 +2.7 +2.7 +1.6 +4.6 +1.1 +2.7

ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取 4m75 4m74 4m68 4m75 4m57 4m75 4m49 4m75
3 12 90 谷本　望実(1) 倉吉東高 +2.7 +2.7 +5.5 +2.7 +0.4 +1.7 +2.2 +1.7

ﾊﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 鳥　取 4m73 4m57 × 4m73 × × × 4m73
4 1 67 濵田　愛莉(1) 境高 +2.1 +2.9 +2.1 +2.1

ﾐﾑﾗ ﾏﾘﾅ 鳥　取 × 4m47 4m70 4m70 4m61 4m45 × 4m70
5 13 153 木村　まりな(1) 倉吉総産高 +0.6 +3.3 +3.3 +1.9 +3.2 +3.3

ｲｲﾉ ﾉｿﾞﾐ 鳥　取 4m16 4m58 4m26 4m58 4m31 4m33 4m35 4m58
6 10 212 伊井野　のぞみ(1) 鳥取商高 +3.5 +0.2 +1.1 +0.2 +0.3 +3.2 +2.8 +0.2

ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 鳥　取 × － 4m49 4m49 4m40 4m57 4m43 4m57
7 5 101 山本　千尋(1) 倉吉東高 +2.2 +2.2 +0.8 +1.2 +0.9 +1.2

ｼﾏﾀﾆ ﾅﾂﾎ 鳥　取 4m55 4m36 4m54 4m55 4m21 × 4m54 4m55
8 11 68 島谷　夏帆(1) 境高 +2.0 +0.7 +2.1 +2.0 +1.2 +3.4 +2.0

ﾀｶｷﾞ ﾐｳ 鳥　取 4m34 3m88 × 4m34 4m34
9 3 66 高木　美羽(1) 境高 +2.5 +0.7 +2.5 +2.5

ｸﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 鳥　取 3m78 3m71 × 3m78 3m78
10 2 200 栗本　樹里(1) 鳥取東高 +2.9 +1.0 +2.9 +2.9

ｲﾏｲ ﾕｷ 鳥　取

6 192 今井　優希(1) 鳥取西高 DNS
ﾊﾏﾓﾄ ﾐｸ 鳥　取

7 103 濱本　未来(1) 倉吉東高 DNS
ｳｴﾀ ﾒｸﾞﾐ 鳥　取

9 100 植田　恵(1) 倉吉東高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年女子800m
審 判 長：松本　豊文
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 12:10 決勝

決勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 鳥　取

1 8 12 近藤　さくら(3) 鳥取商高 2:23.89
ﾓﾘﾀﾆ ﾅﾅｺ 鳥　取

2 5 182 森谷　奈々子(2) 鳥取西高 2:30.24
ｱﾜﾀ ｶﾔ 鳥　取

3 6 105 粟田　香椰(3) 鳥取東高 2:32.95
ｻｶﾓﾄ ﾅﾐ 鳥　取

4 7 78 坂本　奈未(2) 米子高専 2:34.39
ﾆｼｶﾜ ﾘﾝ 鳥　取

5 4 254 西川　凜(2) 鳥取湖陵高 2:49.11
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾐ 鳥　取

6 9 190 清水　文美(2) 鳥取西高 2:56.15
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 鳥　取

3 184 小林　優花(2) 鳥取西高 DNS

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決勝

凡例  DNS:欠場



少年女子棒高跳
審 判 長：湊　英之

記録主任：伊田　敬哲

7月12日 10:00 決勝

決勝　

ﾖｼﾀﾞ ﾙｶ 鳥　取 × ○ × × ○ × × ×

1 1 74 吉田　瑠花(2) 倉吉総産高 2m20

2m20 2m30
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m10



少年女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

7月12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

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ 鳥　取

1 8 140 山本　彩(2) 八頭高 8m25 9m85 9m90 9m90 9m82 9m53 9m78 9m90
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ 鳥　取

2 6 133 山田　真規(3) 八頭高 9m66 9m15 9m19 9m66 9m37 8m75 9m27 9m66
ｷﾀﾔﾏ ﾘｻ 鳥　取

3 7 106 北山　莉沙(2) 鳥取東高 8m32 8m05 × 8m32 8m48 8m29 7m43 8m48
ｲﾉｸﾞﾁ ｱｶﾘ 鳥　取

4 4 199 猪口　あかり(1) 鳥取東高 7m89 7m98 8m20 8m20 7m88 － × 8m20
ｵｶﾑﾗ ﾅﾅ 鳥　取

5 5 172 岡村　夏々(1) 鳥取城北高 7m46 5m20 － 7m46 7m66 － － 7m66
ﾌﾙｲ ﾊﾙﾅ 鳥　取

6 2 112 古井　春菜(2) 鳥取東高 7m45 7m24 7m42 7m45 7m60 7m45 6m94 7m60
ｲﾜｻ ｱﾔｶ 鳥　取

1 93 岩佐　彩夏(1) 倉吉東高 DNS
ﾌｼﾞﾊﾗ ｶﾘﾝ 鳥　取

3 95 藤原　花梨(2) 倉吉東高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年女子やり投(0.600kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

7月12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

ﾀｶﾞﾜ ｻｸﾗ 鳥　取

1 5 76 田川　桜(3) 米子高専 36m29 34m50 38m43 38m43 34m04 34m56 × 38m43
ﾃｲｼ ﾕｷ 鳥　取

2 3 73 手石　侑岐(3) 倉吉総産高 31m00 34m94 30m13 34m94 31m69 33m72 × 34m94
ｲﾜｻ ｱﾔｶ 鳥　取

3 4 93 岩佐　彩夏(1) 倉吉東高 31m72 × 32m98 32m98 28m70 32m65 28m10 32m98
ﾀﾅｶ ｼｵﾐ 鳥　取

4 2 70 田中　詩央実(3) 倉吉総産高 32m63 31m50 × 32m63 30m54 28m73 32m89 32m89
ｵｶﾑﾗ ﾅﾅ 鳥　取

5 7 172 岡村　夏々(1) 鳥取城北高 28m83 29m05 26m81 29m05 24m86 28m19 27m62 29m05
ｼﾏﾂﾞ ﾙｲ 鳥　取

6 8 186 島津　瑠衣(1) 米子高専 23m06 × 24m01 24m01 27m66 25m88 23m19 27m66
ｸﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 鳥　取

7 1 200 栗本　樹里(1) 鳥取東高 15m65 15m37 17m27 17m27 18m09 19m26 × 19m26
ﾖｼﾑﾗ ｱﾝﾅ 鳥　取

8 6 45 吉村　晏奈(2) 境総合高 16m44 × × 16m44 × × 15m58 16m44



中学女子四種競技(女子)
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

順位ﾅﾝﾊﾞｰ 100mH 走高跳 砲丸投 200m 総合 ｺﾒﾝﾄ

15.90 1m44 9m06 27.63
1 552 -2.1 -1.6 2410

(727) (555) (468) (660)
16.15 1m26 7m60 27.53

2 451 -2.1 -1.6 2107
(696) (369) (374) (668)
17.60 1m47 7m30 29.76

3 333 -3.0 -1.6 1971
(530) (588) (354) (499)
17.47 1m44 7m25 29.57

4 102 -3.0 -1.6 1963
(544) (555) (351) (513)
17.72 1m26 6m96 30.41

5 336 -2.1 -1.6 1673
(518) (369) (332) (454)
18.52 1m32 6m98 30.89

6 146 -3.0 -2.2 1621
(436) (429) (334) (422)
19.87 1m26 8m17 31.29

7 556 -3.0 -2.2 1488
(313) (369) (410) (396)
20.83 1m47 6m34 32.02

8 477 -3.0 -2.2 1468
(237) (588) (293) (350)
22.01 1m15 6m77 30.65

9 142 -2.1 -2.2 1181
(157) (266) (320) (438)
21.13 1m26 6m30 32.76

10 672 -2.1 -2.2 1181
(215) (369) (290) (307)

DNS DNS DNS
137 DNS

氏名 所属

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾂﾞｷ 鳥　取

藤原　菜月 八頭中

(3)
ｷﾉｼﾀ ｸﾙﾐ 鳥　取

木下　来海 鳥取南中

(3)
ｻｶﾃ ｱﾕﾐ 鳥　取

坂手　歩実 河北中

(3)
ｳｴｸｻ ﾅﾅｾ 鳥　取

植草　七星 後藤ヶ丘中

(3)
ﾀﾆｶﾜ ﾎﾉｶ 鳥　取

谷川　穂果 河北中

(2)
ｾﾊﾗ ﾅﾅｺ 鳥　取

妹原　七虹 湊山中

(2)
ﾀﾆｵ ﾈﾈ 鳥　取

谷尾　寧音 八頭中

(3)
ｼﾓﾔ ﾖｼﾐ 鳥　取

下谷　芳美 鳥取北中

(3)
ﾀｸﾞﾁ ｻﾎ 鳥　取

田口　彩帆 湊山中

(3)
ｶﾜﾓﾄ ﾕｷﾅ 鳥　取

川本　ゆきな 鳥取北中

(3)

(2)
ｴﾝﾄﾞｳ ｷｴ 鳥　取

遠藤　葵恵 溝口中

凡例  DNS:欠場



中学女子四種競技(女子) 200m
審 判 長：生田　秀正
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 15:25 決勝

1組 (風:-2.2) 2組 (風:-1.6)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｸﾞﾁ ｻﾎ 鳥　取 ｷﾉｼﾀ ｸﾙﾐ 鳥　取

1 4 142 田口　彩帆(3) 湊山中 30.65 438 1 7 451 木下　来海(3) 鳥取南中 27.53 668
ｾﾊﾗ ﾅﾅｺ 鳥　取 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾂﾞｷ 鳥　取

2 7 146 妹原　七虹(2) 湊山中 30.89 422 2 5 552 藤原　菜月(3) 八頭中 27.63 660
ﾀﾆｵ ﾈﾈ 鳥　取 ｳｴｸｻ ﾅﾅｾ 鳥　取

3 6 556 谷尾　寧音(3) 八頭中 31.29 396 3 4 102 植草　七星(3) 後藤ヶ丘中 29.57 513
ｼﾓﾔ ﾖｼﾐ 鳥　取 ｻｶﾃ ｱﾕﾐ 鳥　取

4 3 477 下谷　芳美(3) 鳥取北中 32.02 350 4 3 333 坂手　歩実(3) 河北中 29.76 499
ｶﾜﾓﾄ ﾕｷﾅ 鳥　取 ﾀﾆｶﾜ ﾎﾉｶ 鳥　取

5 5 672 川本　ゆきな(2) 鳥取北中 32.76 307 5 6 336 谷川　穂果(2) 河北中 30.41 454



中学女子四種競技(女子) 100mH(0.762m)
審 判 長：生田　秀正
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 09:30 決勝

1組 (風:-3.0) 2組 (風:-2.1)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｳｴｸｻ ﾅﾅｾ 鳥　取 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾂﾞｷ 鳥　取

1 7 102 植草　七星(3) 後藤ヶ丘中 17.47 544 1 6 552 藤原　菜月(3) 八頭中 15.90 727
ｻｶﾃ ｱﾕﾐ 鳥　取 ｷﾉｼﾀ ｸﾙﾐ 鳥　取

2 5 333 坂手　歩実(3) 河北中 17.60 530 2 4 451 木下　来海(3) 鳥取南中 16.15 696
ｾﾊﾗ ﾅﾅｺ 鳥　取 ﾀﾆｶﾜ ﾎﾉｶ 鳥　取

3 3 146 妹原　七虹(2) 湊山中 18.52 436 3 5 336 谷川　穂果(2) 河北中 17.72 518
ﾀﾆｵ ﾈﾈ 鳥　取 ｶﾜﾓﾄ ﾕｷﾅ 鳥　取

4 8 556 谷尾　寧音(3) 八頭中 19.87 313 4 7 672 川本　ゆきな(2) 鳥取北中 21.13 215
ｼﾓﾔ ﾖｼﾐ 鳥　取 ﾀｸﾞﾁ ｻﾎ 鳥　取

5 6 477 下谷　芳美(3) 鳥取北中 20.83 237 5 8 142 田口　彩帆(3) 湊山中 22.01 157
ｴﾝﾄﾞｳ ｷｴ 鳥　取

4 137 遠藤　葵恵(3) 溝口中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子四種競技(女子) 走高跳
審 判 長：生田　秀正
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 11:30 決勝

ｼﾓﾔ ﾖｼﾐ 鳥　取 － － － － － ○ ○ ○

1 11 477 下谷　芳美(3) 鳥取北中 ○ × ○ × × ○ × ○ × × × 1m47 588
ｻｶﾃ ｱﾕﾐ 鳥　取 － － － － － － ○ ○

2 3 333 坂手　歩実(3) 河北中 × × ○ × ○ × × ○ × × ○ × × × 1m47 588
ｳｴｸｻ ﾅﾅｾ 鳥　取 － － － － － － ○ ○

3 1 102 植草　七星(3) 後藤ヶ丘中 ○ × ○ ○ × × × 1m44 555
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾂﾞｷ 鳥　取 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 10 552 藤原　菜月(3) 八頭中 ○ × ○ × ○ × × × 1m44 555
ｾﾊﾗ ﾅﾅｺ 鳥　取 － ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×

5 6 146 妹原　七虹(2) 湊山中 1m32 429
ﾀﾆｶﾜ ﾎﾉｶ 鳥　取 － ○ × ○ ○ ○ × × ×

6 8 336 谷川　穂果(2) 河北中 1m26 369
ｶﾜﾓﾄ ﾕｷﾅ 鳥　取 － － ○ × × ○ ○ × × ×

7 5 672 川本　ゆきな(2) 鳥取北中 1m26 369
ﾀﾆｵ ﾈﾈ 鳥　取 － ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

8 2 556 谷尾　寧音(3) 八頭中 1m26 369
ｷﾉｼﾀ ｸﾙﾐ 鳥　取 － ○ ○ × × ○ × × ○ × × ×

9 7 451 木下　来海(3) 鳥取南中 1m26 369
ﾀｸﾞﾁ ｻﾎ 鳥　取 ○ ○ × × ×

10 9 142 田口　彩帆(3) 湊山中 1m15 266
ｴﾝﾄﾞｳ ｷｴ 鳥　取

4 137 遠藤　葵恵(3) 溝口中 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m10

1m38

1m15

1m41

1m20

1m44

1m23

1m47
得点 ｺﾒﾝﾄ

1m26

1m50

1m29 1m32 1m35
記録

凡例  DNS:欠場



中学女子四種競技(女子) 砲丸投(2.721kg)
審 判 長：生田　秀正
記録主任：伊田　敬哲

7月12日 13:30 決勝

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

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾂﾞｷ 鳥　取

1 3 552 藤原　菜月(3) 八頭中 8m92 8m48 9m06 9m06 468
ﾀﾆｵ ﾈﾈ 鳥　取

2 8 556 谷尾　寧音(3) 八頭中 7m75 8m17 7m97 8m17 410
ｷﾉｼﾀ ｸﾙﾐ 鳥　取

3 2 451 木下　来海(3) 鳥取南中 7m60 7m60 7m23 7m60 374
ｻｶﾃ ｱﾕﾐ 鳥　取

4 4 333 坂手　歩実(3) 河北中 7m01 7m30 6m74 7m30 354
ｳｴｸｻ ﾅﾅｾ 鳥　取

5 7 102 植草　七星(3) 後藤ヶ丘中 7m00 6m63 7m25 7m25 351
ｾﾊﾗ ﾅﾅｺ 鳥　取

6 11 146 妹原　七虹(2) 湊山中 6m68 6m98 6m51 6m98 334
ﾀﾆｶﾜ ﾎﾉｶ 鳥　取

7 1 336 谷川　穂果(2) 河北中 6m02 6m66 6m96 6m96 332
ﾀｸﾞﾁ ｻﾎ 鳥　取

8 6 142 田口　彩帆(3) 湊山中 6m34 6m76 6m77 6m77 320
ｼﾓﾔ ﾖｼﾐ 鳥　取

9 5 477 下谷　芳美(3) 鳥取北中 6m34 6m14 6m02 6m34 293
ｶﾜﾓﾄ ﾕｷﾅ 鳥　取

10 9 672 川本　ゆきな(2) 鳥取北中 5m91 6m30 5m37 6m30 290
ｴﾝﾄﾞｳ ｷｴ 鳥　取

10 137 遠藤　葵恵(3) 溝口中 DNS

凡例  DNS:欠場
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