
中学１年男子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 11:55 予　選
7月9日 14:30 準決勝
7月9日 16:10 決　勝

予　選　10組2着＋4

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ

1 961 大島　直也(1) 中ノ郷中 1 740 森本　祥太朗(1) 鳥取北中
ｵｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ ｶﾈｺ ﾀﾀﾞﾏｻ

2 459 尾嶋 翔太(1) 大栄中 2 128 金子　忠旦(1) 米子北斗中
ｱﾗｶﾜ ﾀﾞｲｷ ﾋｬｸﾀ ﾃﾙﾌﾐ

3 264 荒川　大樹(1) 湊山中 3 230 百田　輝文(1) 日野中
ﾀﾅｶ ﾋｲﾛ ｲｹﾓﾄ ｲﾂｷ

4 865 田中　陽大(1) 湖東中 4 494 池本　樹栄(1) 北条中
ｲﾉｳｴ ﾚｵﾝ ｲﾜﾓﾄ ﾚｵ

5 341 井上　澪音(1) 河北中 5 379 岩本　怜大(1) 北溟中
ｳﾗﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ

6 738 浦林　俊介(1) 鳥取北中 6 866 近藤　竜馬(1) 湖東中
ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｼｭﾝ ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾏ

7 183 林原　俊(1) 名和中 7 688 福嶋 優真(1) 高草中
ﾐﾔﾍﾞ ﾀｲｼ ｶﾐﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ

8 659 宮部　大嗣(1) 鳥取南中 8 414 上林　洸希(1) 倉吉西中
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾅﾙｷ ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾔ

9 285 小田桐　成樹(1) 加茂中 9 774 本田　龍哉(1) 桜ヶ丘中

3組 (風:     ) 4組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ ｺﾀﾞﾆ ﾕｳﾔ

1 398 中村　優也(1) 三朝中 1 248 小谷 優弥(1) 日南中
ﾊﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ ﾖﾂｲ ﾋﾅﾀ

2 462 中本 陽希(1) 大栄中 2 965 四井　陽向(1) 中ノ郷中
ｼｲﾉｷ ﾓﾄｱｷ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｲﾁ

3 93 椎木  基覚(1) 大山中 3 762 宮本　優一(1) 国府中
ﾅｶｼﾏ ﾘﾝﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ

4 778 中島　琳起(1) 桜ヶ丘中 4 241 渡邉 英一郎(1) 福生中
ﾊﾅｲ ｹｺｳ ｳﾁﾀﾞ ｾｲ

5 415 花池　昂(1) 倉吉西中 5 326 内田　聖(1) 福米中
ｶﾜﾓﾄ ﾚｵ ﾏﾂﾓﾄ ｶｲｷ

6 375 川本　玲央(1) 北溟中 6 358 松本 海希(1) 赤碕中
ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ ｴﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ

7 453 山本　蓮(1) 倉吉東中 7 258 繪原　龍成(1) 箕蚊屋中
ｺﾀﾞﾆ ﾊﾔﾄ ｺﾀﾞﾆ ﾊﾔﾃ

8 921 小谷　勇斗(1) 福部未来学園中 8 836 小谷　颯(1) 気高中
ｲｼﾀﾆ ﾄﾗﾉｽｹ ﾀｹｳﾁ ｱﾕﾑ

9 302 石谷　虎之介(1) 弓ヶ浜中 9 410 竹内　歩(1) 倉吉西中

5組 (風:     ) 6組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾊﾊﾞﾀ ｹﾝﾕｳ

1 1 246 幅田　健友(1) 溝口中
ﾐﾔﾀﾆ ｶｲｼ ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ

2 888 宮谷　海偲(1) 岩美中 2 495 中川　琉叶(1) 北条中
ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾄｼ

3 920 川口　和真(1) 福部未来学園中 3 247 松本　陽都心(1) 加茂中
ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ ｶﾈﾐﾂ ﾉｿﾞﾑ

4 455 石川　遥斗(1) 倉吉東中 4 475 金光　希(1) 鴨川中
ﾏﾂﾓﾄ ﾊｸ ｳｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ

5 224 松本　波空(1) 境港第一中 5 686 宇崎 凌太(1) 高草中
ﾜﾀﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｷ

6 327 和田　丈太郎(1) 福米中 6 484 坂本　晴紀(1) 久米中
ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾊﾙ ﾅｶﾊﾗ ｾｲｶﾞ

7 707 竹内　元春(1) 河原中 7 380 中原　世賀(1) 北溟中
ﾊﾗﾀﾞ ﾆﾄ ﾊﾙﾔﾏ ｼｭｳﾀ

8 342 原田　弐翔(1) 河北中 8 184 春山　秀太(1) 名和中
ｵｵﾀ ｶｽﾞﾋﾛ ｳﾒﾉ ｺｳﾀﾛｳ

9 485 大田　和寛(1) 久米中 9 236 梅野 孝太郎(1) 福生中

記録 記録

記録 記録

記録 記録



中学１年男子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 11:55 予　選
7月9日 14:30 準決勝
7月9日 16:10 決　勝

予　選　10組2着＋4

7組 (風:     ) 8組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ﾔｷﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｷ

2 397 矢木　聖一朗(1) 三朝中 2 890 中村　琉希(1) 岩美中
ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾄ ﾏｴﾀ ﾀｸﾐ

3 226 田辺　祉人(1) 米子北斗中 3 234 前田 拓海(1) 岸本中
ｳｴｸｻ ﾐﾂｷ ﾔﾏﾈ ﾀｸﾐ

4 113 植草　海月(1) 後藤ヶ丘中 4 438 山根　拓海(1) 久米中
ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ ﾏｴﾀ ﾐﾂｷ

5 263 安部　翔太(1) 湊山中 5 280 前田　舜樹(1) 法勝寺中
ｶﾜﾌｸ ﾀﾞｲｽｹ ｲｼﾊﾞ ｺｳｷ

6 439 川福　大介(1) 久米中 6 824 石破　航希(1) 八頭中
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ ｻｲｵ ﾊﾙｷ

7 775 山田　龍雅(1) 桜ヶ丘中 7 140 齋尾　悠暉(1) 中山中
ｶﾜﾊﾗ ﾀｲｾｲ ｽﾐﾀﾞ ﾚﾝﾄ

8 411 河原　泰星(1) 倉吉西中 8 440 隅田 蓮人(1) 赤碕中
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙｷ

9 719 中村　晃基(1) 鳥取西中 9 660 宮本　遥輝(1) 鳥取南中

9組 (風:     ) 10組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ｺﾀｹ ﾖｼﾐ ﾌｸｼﾏ ｱｷﾄ

2 839 小竹　良実(1) 気高中 2 305 福島　明登(1) 弓ヶ浜中
ﾊﾀ ｿｳﾀ ﾓﾘﾀ  ﾃﾙﾋｻ

3 279 秦　颯汰(1) 法勝寺中 3 96 森田  照久(1) 大山中
ﾓﾁﾀﾞ ｹｲﾀ ﾅｶﾞﾐ ｶｲ

4 250 持田　啓太(1) 後藤ヶ丘中 4 221 永見　海(1) 境港第二中
ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾑｸﾞ ﾏｴﾊﾗ ｿｳﾀ

5 435 松本　紡玖(1) 久米中 5 255 前原　将太(1) 箕蚊屋中
ﾏｴﾀ ｼｮｳ ﾋﾗｷﾞ ｾｲﾔ

6 764 前田　笑(1) 国府中 6 831 平木　聖哉(1) 八頭中
ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ

7 777 大田　丈(1) 桜ヶ丘中 7 702 田中　大翔(1) 河原中
ｶﾜｼﾏ ﾅﾙ ｶﾒｻﾞｷ ｼｮｳﾏ

8 143 川島　和流(1) 中山中 8 227 亀﨑　翔真(1) 日野中
ｶﾄｳ  ﾚｲ ﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ

9 88 加藤　怜(1) 大山中 9 98 間口 僚太(1) 東山中

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

記録 記録

記録 記録

記録 記録



中学１年男子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 11:55 予　選
7月9日 14:30 準決勝
7月9日 16:10 決　勝

準決勝　3組2着＋2

3組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録

記録



中学１年男子1500m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 11:45 予　選
7月9日 15:35 決　勝

予　選　2組7着＋4

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

ﾜｶﾀｹ ｷﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ

1 11 243 若竹 葵礼(1) 福生中 4:34.82 Q 1 1 821 小林　蒼空(1) 八頭中 4:24.49 GR Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ ｵﾘﾄ ﾀｸﾏ

2 21 847 渡辺　陽翔(1) 気高中 4:44.28 Q 2 17 114 折戸　巧磨(1) 後藤ヶ丘中 4:45.14 Q
ﾐｳﾗ ﾖｳｽｹ ｺﾀﾞﾆ ﾘｮｳｽｹ

3 19 776 三浦　陽典(1) 桜ヶ丘中 4:50.56 Q 3 11 359 小谷 亮介(1) 赤碕中 4:51.89 Q
ﾆｼﾀﾆ ｶﾞｲ ｶｶﾞﾀ ﾘﾁｶ

4 9 329 西谷　凱(1) 福米中 4:53.37 Q 4 6 797 加賀田　理元(1) 智頭中 4:55.23 Q
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾏ ﾊﾔｼ ｱｸﾄ

5 22 233 後藤 悠真(1) 岸本中 5:00.64 Q 5 7 304 林　大飛(1) 弓ヶ浜中 4:56.92 Q
ﾉﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ ﾐﾅﾐ ﾏｻﾉﾘ

6 5 228 野田　柚月(1) 日野中 5:03.47 Q 6 12 381 南　柾憲(1) 北溟中 5:01.56 Q
ｶﾜｷﾀ ｿﾗ ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾕｷ

7 13 394 川北　宇宙(1) 三朝中 5:03.87 Q 7 18 235 宮本 喬行(1) 岸本中 5:07.28 Q
ﾎｿﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲﾑ

8 10 969 細田　敏弘(1) 中ノ郷中 5:04.43 q 8 8 491 中川　愛夢(1) 久米中 5:12.51 q
ﾀﾆﾓﾄ ｶｲ ｻｻｷ ｽﾊﾞﾙ

9 4 141 谷本　  海(1) 中山中 5:17.27 9 19 245 佐々木　昴(1) 溝口中 5:13.13 q
ｲﾏﾃﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾐｺﾄ

10 14 252 今出　賢太朗(1) 後藤ヶ丘中 5:18.57 10 20 460 水口 尊(1) 大栄中 5:15.74 q
ｶﾜｻｷ ﾘｭｳｸ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ

11 16 479 川崎　竜空(1) 東伯中 5:22.09 11 16 699 渡邉　拓也(1) 鳥大附属中 5:17.02
ﾑﾗﾀ  ｶｲﾄ ｶﾜﾓﾄ ﾏﾅﾄ

12 20 94 村田  快仁(1) 大山中 5:24.16 12 4 454 河本　真翔(1) 倉吉東中 5:18.06
ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾛｳ ﾀｹﾓﾄ ｹｲｺﾞ

13 8 765 竹内　颯太郎(1) 八頭中 5:24.84 13 21 848 竹本　圭吾(1) 気高中 5:20.00
ﾌｸﾐﾂ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾔﾉ ﾋﾛｷ

14 3 463 福光 壮一朗(1) 大栄中 5:32.95 14 10 328 矢野　大貴(1) 福米中 5:22.53
ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ ｶﾄﾞﾜｷ ﾄﾓﾋﾛ

15 15 486 川上　拓也(1) 久米中 5:35.41 15 15 276 門脇　智大(1) 法勝寺中 5:25.22
ｱﾀﾞﾁ ｷｯﾍﾟｲ ﾀﾅｶ ｺｳﾀ

16 7 271 安達　喜平(1) 法勝寺中 5:53.03 16 3 142 田中　幸太(1) 中山中 5:25.33
ｺﾞﾄｳ ﾓﾄﾂｸﾞ ｶﾈﾀﾞ ﾅｵｵｷ

17 17 303 後藤　基次(1) 弓ヶ浜中 5:59.20 17 14 90 金田  直晃(1) 大山中 5:29.96
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ

1 706 小林  大空(1) 河原中 DNS 18 9 395 川本　翔太(1) 三朝中 5:33.72
ｵｶﾀﾞ ｸﾘｭｳ ｳｽｲ ﾕｳｽｹ

2 795 岡田　空琉(1) 智頭中 DNS 19 5 967 臼井　雄介(1) 中ノ郷中 5:40.40
ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ ｵｵﾓﾄ ｱｷﾉﾘ

6 377 松田　侑槻(1) 北溟中 DNS 20 13 237 大本 明典(1) 福生中 5:46.35
ｺﾀﾞﾆ ﾕｳﾏ ﾜｶﾏﾂ ｶﾝﾀ

12 868 小谷　有諒(1) 湖東中 DNS 2 891 若松　寛大(1) 岩美中 DNS
ｽｶﾞｲ ﾕｳｾｲ

18 451 須貝　憂星(1) 倉吉東中 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学１年男子1500m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 11:45 予　選
7月9日 15:35 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾎｿﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ

1 969 細田　敏弘(1) 中ノ郷中
ﾜｶﾀｹ ｷﾗ

2 243 若竹 葵礼(1) 福生中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ

3 847 渡辺　陽翔(1) 気高中
ｵﾘﾄ ﾀｸﾏ

4 114 折戸　巧磨(1) 後藤ヶ丘中
ﾐｳﾗ ﾖｳｽｹ

5 776 三浦　陽典(1) 桜ヶ丘中
ﾊﾔｼ ｱｸﾄ

6 304 林　大飛(1) 弓ヶ浜中
ﾉﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ

7 228 野田　柚月(1) 日野中
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾕｷ

8 235 宮本 喬行(1) 岸本中
ﾐﾅﾐ ﾏｻﾉﾘ

9 381 南　柾憲(1) 北溟中
ｻｻｷ ｽﾊﾞﾙ

10 245 佐々木　昴(1) 溝口中
ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲﾑ

11 491 中川　愛夢(1) 久米中
ﾆｼﾀﾆ ｶﾞｲ

12 329 西谷　凱(1) 福米中
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾏ

13 233 後藤 悠真(1) 岸本中
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾐｺﾄ

14 460 水口 尊(1) 大栄中
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ

15 821 小林　蒼空(1) 八頭中
ｶｶﾞﾀ ﾘﾁｶ

16 797 加賀田　理元(1) 智頭中
ｺﾀﾞﾆ ﾘｮｳｽｹ

17 359 小谷 亮介(1) 赤碕中
ｶﾜｷﾀ ｿﾗ

18 394 川北　宇宙(1) 三朝中

記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予　選　1組

予　選　2組

決　勝

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学２年男子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 11:00 予　選
7月9日 14:50 準決勝
7月9日 16:20 決　勝

予　選　8組2着＋8

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾏｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ

1 1 176 真島　遼汰(2) 名和中
ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｻﾈﾁｶ ｱｷﾄ

2 70 上田 遥人(2) 東山中 2 8 實近　瑛努(2) 弓ヶ浜中
ｶﾄｳ ﾊﾙﾄ ｶﾜｾ ｼｮｳﾀﾛｳ

3 471 加藤　陽斗(2) 鴨川中 3 816 川瀬　章太郎(2) 八頭中
ﾀﾏｷ ｽｲ ﾖｺﾔﾏ ﾁﾋﾛ

4 734 玉木　翠(2) 鳥取北中 4 354 横山 千尋(2) 赤碕中
ﾓﾄﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ﾓﾄｾ ﾏｻｶｽﾞ

5 25 元田　響(2) 箕蚊屋中 5 12 元妹　聖多(2) 福米中
ﾊﾀ ﾘﾝﾀ ﾌﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ

6 156 秦　麟太(2) 法勝寺中 6 713 古田　涼介(2) 鳥取西中
ﾅｶﾞﾄ ｿﾗ ﾏｽﾓﾄ ｼｭｳﾄ

7 936 長戸　大空(2) 青谷中 7 65 桝本 脩斗(2) 福生中
ｲﾉｳｴ ｹｲｼｮｳ ﾊﾔｶﾜ ｿｳﾏ

8 772 井上　啓聖(2) 桜ヶ丘中 8 685 早川 走馬(2) 高草中
ﾆｼﾔﾏ ｿｳﾀ ｳｴﾀ ﾐｽﾞｷ

9 135 西山　宗汰(2) 中山中 9 913 上田　瑞樹(2) 河原中

3組 (風:     ) 4組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ﾀｶｶﾞｷ ﾕｳﾄ ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾀ

2 730 高垣　祐人(2) 鳥取北中 2 92 松本　海太(2) 大山中
ｼﾉﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ ｶﾜﾆｼ ｶｽﾞﾏ

3 44 篠村　隆介(2) 溝口中 3 817 川西　一馬(2) 八頭中
ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ ﾌｸｲ ｺｳﾀﾛｳ

4 926 田中　智也(2) 福部未来学園中 4 408 福井　虹太郎(2) 倉吉西中
ｷｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ﾂﾎﾞｸﾗ ﾀﾞｲｺﾞ

5 650 岸田　和真(2) 鳥取南中 5 212 坪倉　 大悟(2) 境港第三中
ｱｵｷ ﾕｳﾀ ｲｼﾊﾗ ﾘｭｳｷ

6 213 青木　佑太(2) 境港第三中 6 185 石原 竜己(2) 日南中
ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ ｵｵﾀ ﾘｸ

7 338 宮本　一樹(2) 河北中 7 132 太田　　陸(2) 中山中
ﾌｸﾀ ﾕｳﾊ ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ

8 844 福田　悠翔(2) 気高中 8 841 田中　悠太(2) 気高中
ﾅｶﾀ ﾏｻﾔ ｽｶﾞ ﾀｸﾐ

9 885 中田　将也(2) 岩美中 9 9 菅　巧光(2) 弓ヶ浜中

5組 (風:     ) 6組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾌﾅｺｼ ﾘｮｳﾀ

1 1 187 舟越 諒太(2) 日南中
ﾖｼﾀﾞ ｶｲｾｲ ﾋｬｸﾀ ﾅｵｷ

2 434 吉田　快晴(2) 久米中 2 145 百田　直輝(2) 日野中
ﾎﾝﾀﾞ ﾚｵ ﾏﾂﾓﾄ ﾗｲｷ

3 714 本多　礼旺(2) 鳥取西中 3 122 松本　來希(2) 境港第一中
ｱｻｲ ﾊﾙｷ ｽｷﾞﾔﾏ ｿｳ

4 24 淺井　晴貴(2) 箕蚊屋中 4 469 杉山　奏(2) 東伯中
ﾏｽﾓﾄ ﾌｳｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ

5 390 枡本　楓生(2) 三朝中 5 693 山口　大凱(2) 鳥大附属中
ﾖｼﾀﾞ ｾｲﾘｭｳ ﾓﾘ ﾋﾋﾞｷ

6 205 吉田 聖竜(2) 岸本中 6 450 森　鳴響(2) 倉吉東中
ﾆｼﾓﾄ ﾚﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝﾔ

7 652 西本　　蓮(2) 鳥取南中 7 793 中村蓮哉(2) 智頭中
ﾆｼﾑﾗ ｾﾚﾝ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄﾓﾔ

8 353 西村 星連(2) 赤碕中 8 203 藤原 知也(2) 岸本中
ｶｱﾓﾄ ｼｮｳﾀ ﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ

9 407 河本　翔太(2) 倉吉西中 9 66 津田 拓海(2) 福生中

記録 記録

記録 記録

記録 記録



中学２年男子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 11:00 予　選
7月9日 14:50 準決勝
7月9日 16:20 決　勝

予　選　8組2着＋8

7組 (風:     ) 8組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｲｸﾀ ｺｳｷ

1 1 365 生田　光輝(2) 北溟中
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ ﾐﾔﾀ ｹﾝｾｲ

2 393 山本　勝大(2) 三朝中 2 146 宮田　健生(2) 日野中
ｶﾀｵｶ ﾏｻﾄ ﾓﾘﾔｽ ｲｯｻ

3 432 片岡　大翔(2) 久米中 3 172 森安　一冴(2) 名和中
ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ ﾎｼﾔﾏ ﾌﾐﾄ

4 750 岡崎　凌大(2) 若桜学園中 4 695 星山　郁人(2) 鳥大附属中
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｸｻｶﾍﾞ ﾖｼｷ

5 13 柳田　温翔(2) 福米中 5 952 日下部　義輝(2) 鳥取東中
ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂｷ ｲﾉｳｴ ｲﾌﾞｷ

6 336 橋本　充輝(2) 河北中 6 87 井上　威吹(2) 大山中
ｻﾜ ｹｲｽｹ ﾋﾗｵ ﾐｺﾄ

7 883 澤　　佳介(2) 岩美中 7 858 平尾　美命(2) 湖東中
ｳｴﾀ ﾅｵｷ ﾔﾏﾈ ﾀｸﾐ

8 857 上田　直輝(2) 湖東中 8 159 山根 拓海(2) 法勝寺中
ｶｶﾞﾜ ｱﾝｼﾞ ｶﾄｳ ｱｷﾗ

9 367 香川　晏司(2) 北溟中 9 449 加藤　旭(2) 倉吉東中

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

3組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録 記録

記録 記録

記録



中学２年男子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 11:00 予　選
7月9日 14:50 準決勝
7月9日 16:20 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録



中学３年男子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 10:10 予　選
7月9日 15:10 準決勝
7月9日 16:30 決　勝

予　選　7組3着＋3

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ﾏｴﾀ ﾐｻｷ ｻﾜﾀﾞｹｲ

2 198 前田 岬希(3) 岸本中 2 53 澤田　恵(3) 美保中
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝ ｱｻｲ ﾕｳｾｲ

3 119 山本　凜(3) 境港第一中 3 710 淺井　侑生(3) 鳥取西中
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｶﾞ ﾏﾂｶﾜ ﾕｳｼﾞ

4 876 中村　太神(3) 岩美中 4 770 松川　祐士(3) 桜ヶ丘中
ﾏｷﾉ ｱｷﾋﾛ ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ

5 362 牧野　晃大(3) 北溟中 5 840 河本　和樹(3) 気高中
ﾀｶﾀ ｲﾌﾞｷ ﾆｼｵ ﾜﾀﾙ

6 744 高田　壱吹(3) 鳥取北中 6 912 西尾　 亘(3) 河原中
ｱﾘﾓﾄ ｿｳﾔ ｶｷﾀ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ

7 129 有本　蒼矢(3) 中山中 7 67 垣田 隼一朗(3) 東山中
ﾅﾝﾊﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ ｶｼﾞｷ ｱﾔﾄ

8 42 南波　栄一郎(3) 溝口中 8 351 鍜治木 彩仁(3) 赤碕中
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ

9 49 松本　紘之介(3) 美保中 9 854 近藤　修(3) 湖東中

3組 (風:     ) 4組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ｼｷﾞｮｳ ｺｳﾀ ｲﾜｻｷ ｺｳﾀﾞｲ

2 352 執行 浩太(3) 赤碕中 2 207 岩﨑　皓大(3) 境港第三中
ｲｾ ﾋﾋﾞﾄ ﾓﾘｷ ﾊﾙﾋｺ

3 447 井勢　陽人(3) 倉吉東中 3 801 森木　晴彦(3) 八頭中
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ

4 189 足立　龍之介(3) 境港第二中 4 949 松本　悠人(3) 鳥取東中
ｼﾊﾞﾀ ｾｲﾄ ｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ

5 402 柴田聖斗(3) 倉吉西中 5 131 佐川　隼也(3) 中山中
ﾆﾉﾐﾔ ｶﾂﾄ ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ

6 160 二宮　克斗(3) 名和中 6 404 井上　瑞葵(3) 倉吉西中
ﾔﾏﾈ ﾀｸﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ

7 684 山根 巧登(3) 高草中 7 789 小林　隼人(3) 智頭中
ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ ｱｻｷ ﾀｶﾋﾛ

8 21 遠藤 新大(3) 箕蚊屋中 8 850 麻木　貴博(3) 湖東中
ﾅｶﾊﾗ ｱﾔｷ ｵｳｺﾞﾝ ﾕｳｽｹ

9 360 中原　彩貴(3) 北溟中 9 931 黄金　勇佑(3) 青谷中

5組 (風:     ) 6組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾌｸﾀ ﾕｳﾉｽｹ

1 1 683 福田 由之輔(3) 高草中
ﾅｲﾄｳ ｱｸｱ ﾀﾅｶ ﾀｶﾄ

2 41 内藤　亜玖爽(3) 溝口中 2 126 田中　崇登(3) 米子北斗中
ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｷ ﾐﾔﾍﾞ ﾅﾙﾄ

3 929 宮本　雅生(3) 福部未来学園中 3 331 宮部　稔仁(3) 河北中
ﾖﾈﾊﾗ ﾜﾀﾙ ｲﾜﾀ ﾊﾙﾋｻ

4 658 米原　　渉(3) 鳥取南中 4 20 岩田 悠久(3) 箕蚊屋中
ｵｸﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ ｲｹﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ

5 877 奥谷　俊介(3) 岩美中 5 1 池田　奎太郎(3) 弓ヶ浜中
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾑ ｻｶﾀ ﾀｲﾖｳ

6 333 原田　歩武(3) 河北中 6 81 坂田　大耀(3) 大山中
ﾀｶｼﾏ ﾕｳｷ ｸﾛﾐ ｹｲｽｹ

7 118 髙島　悠暉(3) 境港第一中 7 10 黒見　圭佑(3) 福米中
ﾉﾑﾗ ﾏｺﾄ ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾄ

8 108 野村　諒(3) 後藤ヶ丘中 8 807 北村　拓斗(3) 八頭中
ｽﾐﾄﾓ ﾕｳﾏ ﾊﾅﾔﾏ ﾕｳｾｲ

9 470 住友　悠馬(3) 鴨川中 9 109 花山　由晟(3) 後藤ヶ丘中

記録 記録

記録 記録

記録 記録



中学３年男子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 10:10 予　選
7月9日 15:10 準決勝
7月9日 16:30 決　勝

予　選　7組3着＋3

7組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1
ｻﾀﾞﾂﾈ ﾕｳﾄ

2 68 定常 勇斗(3) 東山中
ﾆｼﾔﾏ ｹｲｽｹ

3 739 西山　慶亮(3) 鳥取北中
ｱﾀﾗｼ ﾋﾛｷ

4 930 新　博喜(3) 青谷中
ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾂｷ

5 85 藤原　　樹(3) 大山中
ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾔ

6 11 下村　聖也(3) 福米中
ｲｹﾌﾞﾁ ｶﾅﾀ

7 124 池淵　叶泰(3) 米子北斗中
ｵｻｷ ﾋｶﾙ

8 672 尾崎　光(3) 中ノ郷中
ﾀｶﾀ ﾕｳｾｲ

9 191 高田　悠成(3) 境港第二中

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

3組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録

記録 記録

記録



中学３年男子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 10:10 予　選
7月9日 15:10 準決勝
7月9日 16:30 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録



中学男子200m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 10:30 予　選
7月8日 14:10 準決勝
7月8日 15:30 決　勝

予　選　7組3着＋3

1組 (風:+1.0) 2組 (風:-0.6)

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
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾌﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ

1 4 189 足立　龍之介(3) 境港第二中 24.34 Q 1 5 713 古田　涼介(2) 鳥取西中 24.72 Q
ﾑﾗﾓﾄ ﾀｹﾙ ﾖｼﾀﾞ ｾｲﾘｭｳ

2 5 763 村本　健瑠(3) 国府中 24.93 Q 2 7 205 吉田 聖竜(2) 岸本中 25.44 Q
ﾅｶｳｼﾞ ﾕｳﾀ ﾔﾏｻｷ ｿｳ

3 7 932 中宇地　雄大(3) 青谷中 25.83 Q 3 9 240 山崎 壮(1) 福生中 27.46 Q
ｷﾑﾗ ﾊﾙｷ ｱﾗｲ ﾕｷﾔ

4 2 732 木村　陽輝(3) 鳥取北中 26.97 4 4 800 荒井　祐貴也(3) 八頭中 28.18
ｶﾀﾔﾏ ﾀﾞｲｷ ｲｹﾀﾞ ｹﾞﾝｷ

5 8 922 片山　大暉(3) 福部未来学園中 27.53 5 3 671 池田　元希(3) 中ノ郷中 29.28
ｺﾑﾗ ｷｮｳｲﾁ ﾓﾘ ｷﾝｼﾞ

6 6 16 小村　恭一(2) 福米中 28.65 6 8 211 森 琴次(2) 境港第三中 30.76
ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾔ ﾑﾗｶﾜ ﾐｽﾞｷ

7 9 399 松本　和也(1) 三朝中 29.21 7 2 378 村川　瑞貴(1) 北溟中 33.59
ﾆｼﾀﾞ ｲｵﾘ ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ

8 3 376 西田　伊織(1) 北溟中 33.70 6 840 河本　和樹(3) 気高中 DNS

3組 (風:-0.5) 4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
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ ﾀｶﾀ ｲﾌﾞｷ

1 5 693 山口　大凱(2) 鳥大附属中 23.56 Q 1 5 744 高田　壱吹(3) 鳥取北中 24.16 Q
ﾀｶｼﾏ ﾕｳｷ ｵｵﾀ ﾘｸ

2 6 118 髙島　悠暉(3) 境港第一中 24.55 Q 2 4 132 太田　　陸(2) 中山中 24.27 Q
ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ ﾏﾂｼﾀ ｼﾝﾍﾟｲ

3 7 339 井上　慧大(2) 河北中 24.87 Q 3 6 117 松下　新平(3) 境港第一中 24.92 Q
ﾆｼｵ ﾜﾀﾙ ﾀﾅｶ ﾀｶﾄ

4 3 912 西尾　 亘(3) 河原中 25.84 q 4 7 126 田中　崇登(3) 米子北斗中 26.22 q
ｲﾜｻｷ ｺｳﾀﾞｲ ﾅｶｼﾏ ﾘﾝﾀ

5 4 207 岩﨑　皓大(3) 境港第三中 26.33 5 2 778 中島　琳起(1) 桜ヶ丘中 27.54
ｶｼﾞｷ ｱﾔﾄ ｼｷﾞｮｳ ｺｳﾀ

6 9 351 鍜治木 彩仁(3) 赤碕中 26.70 6 8 352 執行 浩太(3) 赤碕中 28.41
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳﾀ ﾕｱｻ ｺｳｷ

7 1 147 山形　由大(2) 日野中 28.13 7 3 452 湯淺　孔貴(1) 倉吉東中 29.23
ﾎｿﾀﾞ ﾕｷ ｳｴﾑﾗ ﾄﾓｷ

8 2 157 細田　唯葵(2) 法勝寺中 29.22 8 9 200 上村 知暉(2) 岸本中 30.26
ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾄ

9 8 396 福田　晴人(1) 三朝中 29.74

5組 (風:0.0) 6組 (風:+1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝﾔ ｲﾜﾀ ﾊﾙﾋｻ

1 3 793 中村蓮哉(2) 智頭中 25.15 Q 1 5 20 岩田 悠久(3) 箕蚊屋中 24.50 Q
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ ｷｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

2 6 49 松本　紘之介(3) 美保中 25.72 Q 2 6 650 岸田　和真(2) 鳥取南中 25.42 Q
ﾖﾈﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ ｵｶﾉ ｼｮｳﾏ

3 5 403 米田　駿一(3) 倉吉西中 25.79 Q 3 7 859 岡野　翔天(2) 湖東中 26.31 Q
ﾆﾉﾐﾔ ｶﾂﾄ ｶﾈﾐﾂ ﾉｿﾞﾑ

4 4 160 二宮　克斗(3) 名和中 25.92 q 4 8 475 金光　希(1) 鴨川中 26.63
ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｽｹ ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｻｸ

5 9 86 山内  優輔(3) 大山中 26.29 5 9 337 中村　大作(2) 河北中 28.25
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

6 7 136 山本  　哲(2) 中山中 27.55 6 2 968 中村　俊介(1) 中ノ郷中 31.06
ﾀﾞｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ

7 8 26 大東　亮友(2) 箕蚊屋中 29.16 7 3 489 田中　友哉(1) 久米中 33.99
ﾋｬｸﾀ ﾅｵｷ ﾂﾎﾞｸﾗ ﾕｳﾀﾛｳ

2 145 百田　直輝(2) 日野中 DNS 4 14 坪倉　佑太朗(2) 福米中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子200m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 10:30 予　選
7月8日 14:10 準決勝
7月8日 15:30 決　勝

予　選　7組3着＋3

7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
ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾂｷ

1 5 85 藤原　　樹(3) 大山中 22.70 Q
ﾏﾂｶﾜ ﾕｳｼﾞ

2 4 770 松川　祐士(3) 桜ヶ丘中 24.39 Q
ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾄ

3 2 698 竹本　昌人(2) 鳥大附属中 26.20 Q
ｻｻｷ ﾕｳｼ

4 7 190 佐々木　佑士(3) 境港第二中 26.49
ｲﾜﾀ ｼﾝﾔ

5 8 127 岩田　慎也(3) 米子北斗中 26.55
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾄ

6 6 807 北村　拓斗(3) 八頭中 27.00
ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾍｲ

7 9 62 尾﨑 翔平(2) 福生中 28.54
ﾀﾌﾞｻ ﾀﾞｲｺﾞ

8 3 488 田總　大悟(1) 久米中 33.61

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-0.1) 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
ﾌﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ

1 6 713 古田　涼介(2) 鳥取西中 23.25 Q 1 7 693 山口　大凱(2) 鳥大附属中 23.23 Q
ﾖｼﾀﾞ ｾｲﾘｭｳ ｲﾜﾀ ﾊﾙﾋｻ

2 9 205 吉田 聖竜(2) 岸本中 24.87 Q 2 6 20 岩田 悠久(3) 箕蚊屋中 24.67 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝﾔ ﾑﾗﾓﾄ ﾀｹﾙ

3 4 793 中村蓮哉(2) 智頭中 25.13 3 4 763 村本　健瑠(3) 国府中 24.95
ｷｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ

4 7 650 岸田　和真(2) 鳥取南中 25.50 4 8 49 松本　紘之介(3) 美保中 25.81
ﾅｶｳｼﾞ ﾕｳﾀ ﾆﾉﾐﾔ ｶﾂﾄ

5 8 932 中宇地　雄大(3) 青谷中 25.76 5 2 160 二宮　克斗(3) 名和中 25.83
ﾀﾅｶ ﾀｶﾄ ﾖﾈﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ

6 3 126 田中　崇登(3) 米子北斗中 26.16 6 9 403 米田　駿一(3) 倉吉西中 26.03
ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾄ ｵｶﾉ ｼｮｳﾏ

7 2 698 竹本　昌人(2) 鳥大附属中 26.66 3 859 岡野　翔天(2) 湖東中 DNS
ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾂｷ ｵｵﾀ ﾘｸ

5 85 藤原　　樹(3) 大山中 DNS 5 132 太田　　陸(2) 中山中 DNS

3組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀｶﾀ ｲﾌﾞｷ

1 4 744 高田　壱吹(3) 鳥取北中 24.16 Q
ﾀｶｼﾏ ﾕｳｷ

2 5 118 髙島　悠暉(3) 境港第一中 24.17 Q
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ

3 6 189 足立　龍之介(3) 境港第二中 24.38 q
ﾏﾂｶﾜ ﾕｳｼﾞ

4 7 770 松川　祐士(3) 桜ヶ丘中 24.39 q
ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ

5 9 339 井上　慧大(2) 河北中 25.00
ﾏﾂｼﾀ ｼﾝﾍﾟｲ

6 8 117 松下　新平(3) 境港第一中 25.32
ﾆｼｵ ﾜﾀﾙ

7 3 912 西尾　 亘(3) 河原中 26.18
ﾔﾏｻｷ ｿｳ

8 2 240 山崎 壮(1) 福生中 27.42

凡例  DNS:欠場



中学男子200m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 10:30 予　選
7月8日 14:10 準決勝
7月8日 15:30 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
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ

1 6 693 山口　大凱(2) 鳥大附属中 22.77
ﾌﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ

2 7 713 古田　涼介(2) 鳥取西中 22.97
ﾀｶｼﾏ ﾕｳｷ

3 5 118 髙島　悠暉(3) 境港第一中 24.18
ｲﾜﾀ ﾊﾙﾋｻ

4 9 20 岩田 悠久(3) 箕蚊屋中 24.54
ﾏﾂｶﾜ ﾕｳｼﾞ

5 3 770 松川　祐士(3) 桜ヶ丘中 24.61
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ

6 2 189 足立　龍之介(3) 境港第二中 24.63
ﾖｼﾀﾞ ｾｲﾘｭｳ

7 8 205 吉田 聖竜(2) 岸本中 24.65
ﾀｶﾀ ｲﾌﾞｷ

8 4 744 高田　壱吹(3) 鳥取北中 24.74

凡例  DNS:欠場



中学男子400m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 09:30 予　選
7月9日 15:55 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

ﾏｽﾓﾄ ｼｭｳﾄ ｼﾓｲｹ ﾘｮｳﾍｲ

1 7 65 桝本 脩斗(2) 福生中 57.61 q 1 5 133 下池　遼平(2) 中山中 58.31 q
ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｸﾔ ｱｻｲ ﾊﾙｷ

2 6 427 門脇　卓也(3) 久米中 57.78 q 2 4 24 淺井　晴貴(2) 箕蚊屋中 58.82
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃｯﾀ ｳｴﾉ ﾀﾞｲｽｹ

3 3 950 谷口　徹太(2) 鳥取東中 59.02 3 7 924 上野　大輔(2) 福部未来学園中 1:00.61
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾅﾙｷ ｻﾜ ﾘｮｳﾍｲ

4 4 285 小田桐　成樹(1) 加茂中 1:08.53 4 8 878 澤　亮兵(3) 岩美中 1:01.48
ﾑｶｲ ﾌｳﾏ ｳﾒｶﾞｷ ﾋﾛﾄ

5 8 457 向井　楓真(1) 三朝中 1:12.80 5 6 679 梅垣　裕斗(2) 中ノ郷中 1:05.11
ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ ﾀﾅｶ ｱｵｲ

6 5 272 伊藤　翔馬(1) 法勝寺中 1:16.58 6 9 487 田中　蒼依(1) 久米中 1:08.33
ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾄ ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｮｳｾｲ

9 174 岡田　天斗(2) 名和中 DNS 7 3 284 宮本 丈世(1) 福生中 1:14.56

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

ﾑﾗﾓﾄ ﾀｹﾙ ｱｲﾐ ﾖｼﾋｻ

1 5 763 村本　健瑠(3) 国府中 56.41 q 1 7 101 相見　由尚(3) 後藤ヶ丘中 57.77 q
ﾔﾏﾈ ｹﾝｽｹ ﾆｼﾓﾄ ﾚﾝ

2 4 948 山根　健介(3) 鳥取東中 1:01.32 2 4 652 西本　　蓮(2) 鳥取南中 58.49 q
ﾌｸｲ ｺｳﾀﾛｳ ｻｻｷ ﾕｳｼ

3 6 408 福井　虹太郎(2) 倉吉西中 1:02.11 3 9 190 佐々木　佑士(3) 境港第二中 1:00.77
ﾏｴﾀ ｺｳｾｲ ｶﾆｼﾆ ｶｲﾁ

4 9 741 前田　紘生(3) 鳥取北中 1:03.71 4 5 810 川西　開智(2) 八頭中 1:07.59
ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ ﾋﾗﾀ ﾘｭｳｷ

5 3 818 清水　大地(2) 八頭中 1:06.21 5 8 15 平田　琉稀(2) 福米中 1:09.89
ﾌｼﾞｲ ﾄﾑ ﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ

6 2 216 藤井　翔夢(2) 境港第三中 1:09.64 6 3 98 間口 僚太(1) 東山中 1:13.51
ﾐﾉﾍﾞ ｼｭｳﾀ ｵｺ ﾏﾅﾄ

7 8 306 美濃部　秀太(1) 弓ヶ浜中 1:16.20 6 130 尾古　愛斗(3) 中山中 DNS
ｶﾄｳ  ｶｲ

7 79 加藤　　快(3) 大山中 DNS

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾆｼｵ ﾄﾑ

1 3 911 西尾　音夢(3) 河原中 58.53 q
ﾖﾈﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ

2 4 403 米田　駿一(3) 倉吉西中 58.63 q
ﾌｸﾀ ﾕｳﾉｽｹ

3 5 683 福田 由之輔(3) 高草中 59.23
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

4 7 855 近堂　友紀(3) 湖東中 59.56
ﾋﾉ ﾊｼﾞﾒ

5 9 84 樋野　　萌(3) 大山中 1:01.45
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ

6 8 884 河口真太朗(2) 岩美中 1:04.73
ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｲﾄ

7 2 674 藤本　海斗(3) 中ノ郷中 1:11.11
ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾔ

6 335 山下　将弥(2) 河北中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子400m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 09:30 予　選
7月9日 15:55 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1
ﾆｼｵ ﾄﾑ

2 911 西尾　音夢(3) 河原中
ﾖﾈﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ

3 403 米田　駿一(3) 倉吉西中
ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｸﾔ

4 427 門脇　卓也(3) 久米中
ﾑﾗﾓﾄ ﾀｹﾙ

5 763 村本　健瑠(3) 国府中
ｱｲﾐ ﾖｼﾋｻ

6 101 相見　由尚(3) 後藤ヶ丘中
ﾏｽﾓﾄ ｼｭｳﾄ

7 65 桝本 脩斗(2) 福生中
ｼﾓｲｹ ﾘｮｳﾍｲ

8 133 下池　遼平(2) 中山中
ﾆｼﾓﾄ ﾚﾝ

9 652 西本　　蓮(2) 鳥取南中

記録

凡例  DNS:欠場



中学男子800m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 12:45 予　選
7月9日 12:55 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

ｼﾗｲﾜ ｾｲｺﾞ ﾏﾂｼﾀ ｼﾝﾍﾟｲ

1 4 711 白岩　成悟(3) 鳥取西中 2:09.19 q 1 5 117 松下　新平(3) 境港第一中 2:06.94 q
ﾁｭｳﾀ ﾀｸﾏ ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝｽｹ

2 6 670 忠田　拓真(3) 中ノ郷中 2:13.43 2 4 809 竹内　駿介(2) 八頭中 2:07.27 q
ｼｹﾞﾅﾘ ｲｯﾀ ｲﾜｻｷ ｶｾﾞﾁｶ 

3 5 736 重成　一太(3) 鳥取北中 2:25.31 3 7 947 岩崎　風新(3) 鳥取東中 2:14.93
ﾔﾏﾓﾄ ﾙｶ ﾏﾂｲ ﾊﾔﾄ

4 1 796 山本　琉楓(1) 智頭中 2:30.26 4 9 356 松井 颯士(2) 赤碕中 2:26.29
ﾀｶﾞﾜ ｹｲ ｳｴﾔﾏ ｼｭｳ

5 8 925 田川　慶(2) 福部未来学園中 2:31.86 5 8 366 上山　修(2) 北溟中 2:28.50
ｸﾗﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ ﾉﾂ ｼｮｳﾀ

6 3 910 倉本　大地(3) 河原中 2:48.79 6 2 46 野津　翔太(3) 美保中 2:39.96
ｶﾀﾔﾏ ﾊﾙｷ ﾑｶｲ ﾌｳﾏ

7 7 275 片山　陽貴(1) 法勝寺中 3:19.83 7 6 457 向井　楓真(1) 三朝中 2:42.07
ｺｸﾞﾗ ｴｲｼｭﾝ ﾇﾓﾄ  ﾋﾋﾞｷ

9 755 児倉　英隼(3) 国府中 DQ,T4 8 3 95 沼本  響輝(1) 大山中 2:50.34
ｶﾀｵｶ ﾊﾙﾐ

2 242 片岡 春海(1) 福生中 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

ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾄ ﾏﾂﾓﾄ ｷﾅﾘ

1 7 654 山下　直人(3) 鳥取南中 2:10.48 q 1 6 430 松本　生成(3) 久米中 2:10.66 q
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃｯﾀ ﾉｻｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ

2 5 950 谷口　徹太(2) 鳥取東中 2:13.22 2 7 195 野坂 勇二朗(3) 岸本中 2:13.04 q
ｷｼﾓﾄ ﾖｼｷ ﾏｴﾀ ｼﾝﾏ

3 6 682 岸本 祥生(3) 高草中 2:16.47 3 4 651 前田　真良(2) 鳥取南中 2:16.77
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝ ｱｷﾀ ｶｲﾄ

4 8 119 山本　凜(3) 境港第一中 2:20.30 4 9 350 秋田 絵斗(3) 赤碕中 2:18.24
ﾆｼｵ ﾄﾑ ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ

5 4 911 西尾　音夢(3) 河原中 2:21.00 5 2 838 遠藤　幸太郎(1) 気高中 2:44.64
ﾅｶｲ ｼｮｳﾏ ｶﾐﾈ ﾊﾙﾔ

6 3 437 仲井　翔馬(1) 久米中 2:45.48 6 5 678 上根　暖也(2) 中ノ郷中 2:46.33
ｷﾖｾ ｼｮｳｺﾞ ﾐﾀﾆ ｷｮｳﾍｲ

7 2 232 清瀬 正護(1) 岸本中 2:47.11 3 239 三谷 京平(1) 福生中 DNS
ﾃﾗﾓﾄ ﾀｲﾁ ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾑ

9 892 寺本　太一(2) 岩美中 DNS 8 887 中村　歩夢(2) 岩美中 DNS

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾋﾞｷ

1 4 923 別所　響(3) 福部未来学園中 2:07.20 q
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ

2 5 819 藤原　一真(3) 八頭中 2:12.77 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞ

3 8 363 渡邉　大悟(3) 北溟中 2:14.64
ﾅｶﾓﾄ ｷｮｳｺﾞ

4 2 391 中本　京吾(2) 三朝中 2:27.40
ｲﾘｶﾜ ﾀｲｾｲ

5 3 758 入川　大誠(2) 国府中 2:32.17
ｻｶｲ ﾕｳｶﾞ

6 9 161 酒井　邑賀(3) 名和中 2:39.91
ﾂﾎﾞｳﾁ ﾏｻﾂｸﾞ

7 7 155 坪内　優次(2) 法勝寺中 2:40.38
ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾔ

6 335 山下　将弥(2) 河北中 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T4:(R163-5)ﾌﾞﾚｲｸライン手前でのレーン侵害



中学男子800m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 12:45 予　選
7月9日 12:55 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1
ﾉｻｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ

2 195 野坂 勇二朗(3) 岸本中
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ

3 819 藤原　一真(3) 八頭中
ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾋﾞｷ

4 923 別所　響(3) 福部未来学園中

ｼﾗｲﾜ ｾｲｺﾞ

5 711 白岩　成悟(3) 鳥取西中
ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝｽｹ

6 809 竹内　駿介(2) 八頭中
ﾏﾂｼﾀ ｼﾝﾍﾟｲ

7 117 松下　新平(3) 境港第一中
ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾄ

8 654 山下　直人(3) 鳥取南中
ﾏﾂﾓﾄ ｷﾅﾘ

9 430 松本　生成(3) 久米中

記録

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録
決　勝

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

予　選　4組

予　選　5組

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T4:(R163-5)ﾌﾞﾚｲｸライン手前でのレーン侵害



中学男子1500m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 14:25 予　選
7月9日 15:45 決　勝

予　選　3組5着＋3

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

ｼﾉﾌﾞ ﾀｲｷ ｶﾂﾊﾗ ｼｭﾝﾀ

1 10 812 信夫　大輝(2) 八頭中 4:08.45 Q 1 5 804 勝原　駿太(3) 八頭中 4:35.78 Q
ｵｵﾛ ｱｵﾊﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙﾅ

2 12 791 大呂　青葉(2) 智頭中 4:36.52 Q 2 9 951 山口　月暉(2) 鳥取東中 4:37.72 Q
ﾌｸﾓﾄ ｺｳﾀ ｱｷﾀ ｶｲﾄ

3 2 361 福本　航太(3) 北溟中 4:38.87 Q 3 13 350 秋田 絵斗(3) 赤碕中 4:42.53 Q
ﾀﾑﾗ ｶﾅﾑ ﾉｻｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ

4 9 409 田村　叶夢(2) 倉吉西中 4:39.05 Q 4 2 195 野坂 勇二朗(3) 岸本中 4:45.85 Q
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾔ ｼﾗﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ

5 4 886 橋本　晴也(2) 岩美中 4:39.09 Q 5 10 771 白水　渉太(2) 桜ヶ丘中 4:46.17 Q
ﾋﾛﾄﾐ ｿｳﾀ ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳﾀﾛｳ

6 1 334 廣富　蒼太(3) 河北中 4:39.11 q 6 7 862 松本　陽太郎(2) 湖東中 4:47.72
ﾌｸﾓﾄ ｱｷﾗ ﾅｶﾞﾔｽ ﾕｳﾀ

7 8 197 福本 明良(3) 岸本中 4:43.28 q 7 8 392 長安　雄大(2) 三朝中 4:53.92
ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ ｳｴﾉ ﾀﾞｲｽｹ

8 7 421 田中　智哉(3) 東郷中 4:51.10 8 17 162 上野　大輔(3) 名和中 4:56.47
ﾀｷﾔﾏ ﾘｸﾄ ｻｹﾞｼﾏ ﾔｽﾋﾛ

9 14 760 瀧山　陸斗(2) 国府中 4:52.52 9 15 82 提嶋　泰大(3) 大山中 4:57.27
ﾏｴﾀ ﾕｳﾄ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ

10 6 927 前田　悠翔(2) 福部未来学園中 4:53.71 10 11 680 谷口　葉月(2) 中ノ郷中 4:57.61
ｱｶｼ ﾀｲｾｲ ﾊﾔｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

11 15 468 明石　太成(2) 東伯中 4:56.46 11 4 759 林田　和真(2) 国府中 5:01.53
ｷﾄﾞｳ ｶｲｾｲ ｶﾜﾀ ｺﾞｳ

12 3 676 木藤　海星(2) 中ノ郷中 4:57.42 12 12 186 河田 剛(2) 日南中 5:07.10
ﾏﾂｲ ﾊﾔﾄ ｵｵﾊｼ ﾄﾓﾙ

13 13 356 松井 颯士(2) 赤碕中 5:00.93 13 16 192 大橋　智充(2) 境港第二中 5:59.14
ﾔﾏﾈ ｹﾝｽｹ ｶﾄﾞﾜｷ ｺｳﾀ

14 5 948 山根　健介(3) 鳥取東中 5:09.70 1 426 門脇　昂汰(3) 久米中 DNS
ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾔ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ

15 16 18 岸本　拓也(2) 福米中 5:30.99 3 72 遠藤 大智(2) 東山中 DNS
ﾂﾎﾞｳﾁ ﾏｻﾂｸﾞ ｻｲｷ ﾕｳﾏ

16 17 155 坪内　優次(2) 法勝寺中 5:31.81 6 100 齋木　優真(3) 後藤ヶ丘中 DNS
ﾓﾘ ｲﾌﾞｷ ﾓﾘﾜｷ ﾏｻｷ

17 11 433 森　伊吹(2) 久米中 5:56.55 14 657 森脇　将来(3) 鳥取南中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子1500m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 14:25 予　選
7月9日 15:45 決　勝

予　選　3組5着＋3

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｼｮｳﾏ

1 5 91 林原　聖真(2) 大山中 4:30.88 Q
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾛｳ

2 3 169 中村　拳士郎(2) 名和中 4:34.33 Q
ｺﾀﾞﾆ ﾋｶﾙ

3 8 882 小谷　光(2) 岩美中 4:34.71 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞ

4 15 363 渡邉　大悟(3) 北溟中 4:36.19 Q
ｼﾗｲﾜ ｾｲｺﾞ

5 17 711 白岩　成悟(3) 鳥取西中 4:37.80 Q
ｲｼﾀﾞ ﾐﾂｷ

6 13 420 石田　光希(3) 東郷中 4:41.54 q
ﾏｴﾀ ｼﾝﾏ

7 9 651 前田　真良(2) 鳥取南中 4:53.28
ｸﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ

8 18 697 熊田　晃二(2) 鳥大附属中 4:56.35
ﾅｶﾆｼ ﾃﾙﾐﾂ

9 11 448 中西　輝充(3) 倉吉東中 4:57.76
ﾅｶﾓﾄ ｷｮｳｺﾞ

10 14 391 中本　京吾(2) 三朝中 4:59.37
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ

11 4 790 萩原　佑太(2) 智頭中 5:00.63
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｷ

12 1 17 山田　翔輝(2) 福米中 5:05.51
ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ

13 12 852 岩本　幸大(3) 湖東中 5:09.07
ﾓﾘﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ

14 7 928 森本　琉晟(2) 福部未来学園中 5:09.48
ﾖﾈﾀﾞ ｶｲﾄ

15 10 111 米田　海斗(2) 後藤ヶ丘中 5:20.84
ｱﾀﾞﾁ ﾃｯﾀ

16 6 150 安達　徹太(2) 法勝寺中 5:27.29
ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀﾞｲ

17 2 22 松浦 昂大(3) 箕蚊屋中 5:29.79
ｵｸﾞﾗ ｶｲ

16 731 小椋　開(2) 鳥取北中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子1500m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 14:25 予　選
7月9日 15:45 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｼﾗﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ

1 771 白水　渉太(2) 桜ヶ丘中
ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｼｮｳﾏ

2 91 林原　聖真(2) 大山中
ｶﾂﾊﾗ ｼｭﾝﾀ

3 804 勝原　駿太(3) 八頭中
ｵｵﾛ ｱｵﾊﾞ

4 791 大呂　青葉(2) 智頭中
ｼﾗｲﾜ ｾｲｺﾞ

5 711 白岩　成悟(3) 鳥取西中
ｺﾀﾞﾆ ﾋｶﾙ

6 882 小谷　光(2) 岩美中
ﾌｸﾓﾄ ｺｳﾀ

7 361 福本　航太(3) 北溟中
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾔ

8 886 橋本　晴也(2) 岩美中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞ

9 363 渡邉　大悟(3) 北溟中
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙﾅ

10 951 山口　月暉(2) 鳥取東中
ｼﾉﾌﾞ ﾀｲｷ

11 812 信夫　大輝(2) 八頭中
ｲｼﾀﾞ ﾐﾂｷ

12 420 石田　光希(3) 東郷中
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾛｳ

13 169 中村　拳士郎(2) 名和中
ﾉｻｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ

14 195 野坂 勇二朗(3) 岸本中
ﾀﾑﾗ ｶﾅﾑ

15 409 田村　叶夢(2) 倉吉西中
ﾋﾛﾄﾐ ｿｳﾀ

16 334 廣富　蒼太(3) 河北中
ｱｷﾀ ｶｲﾄ

17 350 秋田 絵斗(3) 赤碕中
ﾌｸﾓﾄ ｱｷﾗ

18 197 福本 明良(3) 岸本中

記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

決　勝

凡例  DNS:欠場



中学男子3000m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 10:55 予　選
7月9日 12:30 決　勝

予　選　2組7着＋4

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 ﾃﾞﾜｷ ﾀｲﾁ

1 2 361 福本　航太(3) 北溟中 8:50.15 GR Q 1 13 802 出脇　汰一(3) 八頭中 9:40.53 Q
ｵｶﾞﾜ ﾅｵｽﾞﾐ ｻｲｷ ﾕｳﾏ

2 8 944 小川　直純(3) 青谷中 9:57.42 Q 2 9 100 齋木　優真(3) 後藤ヶ丘中 9:51.01 Q
ﾀｼﾞﾏ ｼﾝﾉｽｹ ｳｴﾔﾏ ｼｭｳ

3 9 875 但馬　慎之助(3) 岩美中 10:02.26 Q 3 11 366 上山　修(2) 北溟中 10:06.28 Q
ｼﾉﾌﾞ ﾀｲｷ ﾎｷﾓﾄ ﾖｼｷ

4 12 812 信夫　大輝(2) 八頭中 10:10.78 Q 4 12 690 保木本　能己(3) 鳥大附属中 10:14.14 Q
ﾋﾛﾄﾐ ｿｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾛｳ

5 6 334 廣富　蒼太(3) 河北中 10:11.65 Q 5 8 169 中村　拳士郎(2) 名和中 10:17.55 Q
ｼﾗﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｼｮｳﾏ

6 14 771 白水　渉太(2) 桜ヶ丘中 10:12.70 Q 6 1 91 林原　聖真(2) 大山中 10:20.02 Q
ｶﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾔ ﾀﾆﾑﾗ ｴｲｷ

7 11 80 金川　雄哉(3) 大山中 10:19.49 Q 7 2 786 谷村　映季(3) 智頭中 10:22.56 Q
ﾓﾘﾜｷ ﾏｻｷ ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ

8 3 657 森脇　将来(3) 鳥取南中 10:31.45 8 10 199 植田 竜星(2) 岸本中 10:32.76 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳ ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾀ

9 7 792 小林　想(2) 智頭中 10:44.89 9 15 737 木下　翔太(3) 鳥取北中 10:38.47 q
ｵｵﾂｶ ｾｲﾔ ﾓﾘﾀ ﾂﾖｼ

10 10 853 大塚　清椰(3) 湖東中 10:48.07 10 3 655 森田　　剛(2) 鳥取南中 10:39.96 q
ﾀﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ ﾅｶﾀﾆ ﾊﾔﾄ

11 5 691 田村　彰悟(3) 鳥大附属中 11:13.17 11 4 675 中谷　颯人(3) 中ノ郷中 10:57.53
ｻﾄｳ ﾖｳﾀ ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳﾀ

12 4 743 佐藤　洋太(3) 鳥取北中 11:14.25 12 5 881 足立　勝太(2) 岩美中 11:17.42
ｱｷﾓﾄ ﾕｳﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ

13 1 405 秋本　侑哉(3) 倉吉西中 11:25.61 13 6 942 小林　未来夫(3) 青谷中 11:23.99
ﾔﾏｻｷ ｱﾗｾ ｱﾀﾞﾁ ﾃｯﾀ

14 13 970 山崎　新世(1) 中ノ郷中 11:47.73 14 7 150 安達　徹太(2) 法勝寺中 12:31.22
ﾜｶﾀｹ ｷﾗ

14 243 若竹 葵礼(1) 福生中 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学男子3000m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 10:55 予　選
7月9日 12:30 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｳｴﾔﾏ ｼｭｳ

1 366 上山　修(2) 北溟中
ﾓﾘﾀ ﾂﾖｼ

2 655 森田　　剛(2) 鳥取南中
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾛｳ

3 169 中村　拳士郎(2) 名和中
ｵｶﾞﾜ ﾅｵｽﾞﾐ

4 944 小川　直純(3) 青谷中
ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ

5 199 植田 竜星(2) 岸本中
ﾌｸﾓﾄ ｺｳﾀ

6 361 福本　航太(3) 北溟中
ﾓﾘﾜｷ ﾏｻｷ

7 657 森脇　将来(3) 鳥取南中
ｼﾉﾌﾞ ﾀｲｷ

8 812 信夫　大輝(2) 八頭中
ﾋﾛﾄﾐ ｿｳﾀ

9 334 廣富　蒼太(3) 河北中
ｻｲｷ ﾕｳﾏ

10 100 齋木　優真(3) 後藤ヶ丘中
ﾎｷﾓﾄ ﾖｼｷ

11 690 保木本　能己(3) 鳥大附属中
ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｼｮｳﾏ

12 91 林原　聖真(2) 大山中
ｼﾗﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ

13 771 白水　渉太(2) 桜ヶ丘中
ﾀｼﾞﾏ ｼﾝﾉｽｹ

14 875 但馬　慎之助(3) 岩美中
ｶﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾔ

15 80 金川　雄哉(3) 大山中
ﾀﾆﾑﾗ ｴｲｷ

16 786 谷村　映季(3) 智頭中
ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾀ

17 737 木下　翔太(3) 鳥取北中
ﾃﾞﾜｷ ﾀｲﾁ

18 802 出脇　汰一(3) 八頭中

記録

ラップ表 1000m 2000m

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

決　勝

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学男子110mH(0.914m)
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 10:00 予　選
7月8日 15:05 決　勝

予　選　2組3着＋2

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
ｵｸﾑﾗ ﾕｳｽｹ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1 4 400 奥村　悠介(3) 倉吉西中 15.30 Q 1 6 694 山田　遼太郎(2) 鳥大附属中 15.51 Q
ﾏｷﾉ ｱｷﾋﾛ ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ

2 6 362 牧野　晃大(3) 北溟中 15.37 Q 2 3 21 遠藤 新大(3) 箕蚊屋中 16.42 Q
ｽｷﾞﾔﾏ ｿｳ ｻﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ

3 1 469 杉山　奏(2) 東伯中 17.35 Q 3 4 805 澤田　拓実(3) 八頭中 17.41 Q
ｳｴﾀ ﾐｽﾞｷ ﾏｽﾓﾄ ﾌｳｷ

4 3 913 上田　瑞樹(2) 河原中 17.88 q 4 5 390 枡本　楓生(2) 三朝中 17.52 q
ﾊﾀ ﾘﾝﾀ ｺﾔﾏ ﾕｳｶﾞ

5 7 156 秦　麟太(2) 法勝寺中 19.46 5 8 106 児山　雄河(3) 後藤ヶ丘中 18.29
ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾏ ｶｶﾞﾜ ｱﾝｼﾞ

6 5 428 杉本　颯馬(3) 久米中 23.61 6 2 367 香川　晏司(2) 北溟中 21.48
ﾅｶﾞｵ ﾄﾓﾕｷ ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ

2 742 長尾　知幸(3) 鳥取北中 DNS 7 7 134 濱田　大雅(2) 中山中 21.57
ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂｷ

8 336 橋本　充輝(2) 河北中 DNS

決　勝　

(風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｸﾑﾗ ﾕｳｽｹ

1 5 400 奥村　悠介(3) 倉吉西中 15.18
ﾏｷﾉ ｱｷﾋﾛ

2 7 362 牧野　晃大(3) 北溟中 15.20
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

3 6 694 山田　遼太郎(2) 鳥大附属中 15.45
ｽｷﾞﾔﾏ ｿｳ

4 8 469 杉山　奏(2) 東伯中 16.97
ﾏｽﾓﾄ ﾌｳｷ

5 2 390 枡本　楓生(2) 三朝中 17.26
ｻﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ

6 9 805 澤田　拓実(3) 八頭中 17.33
ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ

7 4 21 遠藤 新大(3) 箕蚊屋中 17.47
ｳｴﾀ ﾐｽﾞｷ

8 3 913 上田　瑞樹(2) 河原中 17.54

凡例  DNS:欠場



中学男子4X100mR
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 12:25 予　選
7月9日 13:20 決　勝

予　選　4組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 岩美中 879 山口　聖矢(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲﾔ 45.00 1 5 倉吉西中 402 柴田聖斗(3) ｼﾊﾞﾀ ｾｲﾄ 45.02
877 奥谷　俊介(3) ｵｸﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ q 404 井上　瑞葵(3) ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ q
876 中村　太神(3) ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 401 花池　蓮(3) ﾊﾅｲｹ ﾚﾝ
880 山下　育己(3) ﾔﾏｼﾀ ｲｸﾐ 400 奥村　悠介(3) ｵｸﾑﾗ ﾕｳｽｹ

2 5 福米中 12 元妹　聖多(2) ﾓﾄｾ ﾏｻｶｽﾞ 46.38 2 3 気高中 842 船本　雄太(2) ﾌﾅﾓﾄ ﾕｳﾀ 48.99
11 下村　聖也(3) ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾔ q 841 田中　悠太(2) ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ
13 柳田　温翔(2) ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾊﾙﾄ 844 福田　悠翔(2) ﾌｸﾀ ﾕｳﾊ
10 黒見　圭佑(3) ｸﾛﾐ ｹｲｽｹ 840 河本　和樹(3) ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ

3 4 弓ヶ浜中 1 池田　奎太郎(3) ｲｹﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 48.99 3 8 福生中 241 渡邉 英一郎(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ 49.48
3 加藤　巧(3) ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 65 桝本 脩斗(2) ﾏｽﾓﾄ ｼｭｳﾄ
9 菅　巧光(2) ｽｶﾞ ﾀｸﾐ 236 梅野 孝太郎(1) ｳﾒﾉ ｺｳﾀﾛｳ
8 實近　瑛努(2) ｻﾈﾁｶ ｱｷﾄ 240 山崎 壮(1) ﾔﾏｻｷ ｿｳ

4 3 桜ヶ丘中 777 大田　丈(1) ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ 49.58 4 9 中ノ郷中 672 尾崎　光(3) ｵｻｷ ﾋｶﾙ 51.51
770 松川　祐士(3) ﾏﾂｶﾜ ﾕｳｼﾞ 965 四井　陽向(1) ﾖﾂｲ ﾋﾅﾀ
775 山田　龍雅(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 963 間崎　幹也(1) ﾏｻｷ ﾐｷﾔ
772 井上　啓聖(2) ｲﾉｳｴ ｹｲｼｮｳ 671 池田　元希(3) ｲｹﾀﾞ ｹﾞﾝｷ

5 8 溝口中 42 南波　栄一郎(3) ﾅﾝﾊﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ 54.56 4 境港第一中 117 松下　新平(3) ﾏﾂｼﾀ ｼﾝﾍﾟｲ DQ,R2

41 内藤　亜玖爽(3) ﾅｲﾄｳ ｱｸｱ 118 髙島　悠暉(3) ﾀｶｼﾏ ﾕｳｷ
246 幅田　健友(1) ﾊﾊﾞﾀ ｹﾝﾕｳ 224 松本　波空(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾊｸ
44 篠村　隆介(2) ｼﾉﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ 119 山本　凜(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝ

6 9 日野中 146 宮田　健生(2) ﾐﾔﾀ ｹﾝｾｲ 56.01 7 鳥取南中 651 前田　真良(2) ﾏｴﾀ ｼﾝﾏ DQ,R3

147 山形　由大(2) ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳﾀ 650 岸田　和真(2) ｷｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
227 亀﨑　翔真(1) ｶﾒｻﾞｷ ｼｮｳﾏ 652 西本　　蓮(2) ﾆｼﾓﾄ ﾚﾝ
230 百田　輝文(1) ﾋｬｸﾀ ﾃﾙﾌﾐ 658 米原　　渉(3) ﾖﾈﾊﾗ ﾜﾀﾙ

6 後藤ヶ丘中 106 児山　雄河(3) ｺﾔﾏ ﾕｳｶﾞ DNF 6 箕蚊屋中 24 淺井　晴貴(2) ｱｻｲ ﾊﾙｷ DNS
101 相見　由尚(3) ｱｲﾐ ﾖｼﾋｻ 20 岩田 悠久(3) ｲﾜﾀ ﾊﾙﾋｻ
109 花山　由晟(3) ﾊﾅﾔﾏ ﾕｳｾｲ 25 元田　響(2) ﾓﾄﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ
108 野村　諒(3) ﾉﾑﾗ ﾏｺﾄ 21 遠藤 新大(3) ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 大山中 87 井上　威吹(2) ｲﾉｳｴ ｲﾌﾞｷ 45.15 1 5 河北中 339 井上　慧大(2) ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ 45.48
81 坂田　大耀(3) ｻｶﾀ ﾀｲﾖｳ q 333 原田　歩武(3) ﾊﾗﾀﾞ ｱﾑ q
79 加藤　　快(3) ｶﾄｳ  ｶｲ 335 山下　将弥(2) ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾔ
85 藤原　　樹(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾂｷ 338 宮本　一樹(2) ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ

2 7 中山中 130 尾古　愛斗(3) ｵｺ ﾏﾅﾄ 46.06 2 9 鳥取北中 733 橋本　大地(3) ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 46.42
129 有本　蒼矢(3) ｱﾘﾓﾄ ｿｳﾔ q 744 高田　壱吹(3) ﾀｶﾀ ｲﾌﾞｷ q
131 佐川　隼也(3) ｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 735 小谷　光平(3) ｺﾀﾆ ｺｳﾍｲ
132 太田　　陸(2) ｵｵﾀ ﾘｸ 734 玉木　翠(2) ﾀﾏｷ ｽｲ

3 6 青谷中 931 黄金　勇佑(3) ｵｳｺﾞﾝ ﾕｳｽｹ 46.85 3 4 湖東中 856 林　瑛希(3) ﾊﾔｼ ﾃﾙｷ 47.02
930 新　博喜(3) ｱﾀﾗｼ ﾋﾛｷ q 858 平尾　美命(2) ﾋﾗｵ ﾐｺﾄ
932 中宇地　雄大(3) ﾅｶｳｼﾞ ﾕｳﾀ 850 麻木　貴博(3) ｱｻｷ ﾀｶﾋﾛ
935 林　駿斗(3) ﾊﾔｼ ｼｭﾝﾄ 855 近堂　友紀(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

4 8 境港第三中 209 門脇　礼樹(2) ｶﾄﾞﾜｷ ﾚｲｼﾞｭ 47.48 4 3 鳥取西中 719 中村　晃基(1) ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 49.40
212 坪倉　 大悟(2) ﾂﾎﾞｸﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 710 淺井　侑生(3) ｱｻｲ ﾕｳｾｲ
207 岩﨑　皓大(3) ｲﾜｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 714 本多　礼旺(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾚｵ
213 青木　佑太(2) ｱｵｷ ﾕｳﾀ 713 古田　涼介(2) ﾌﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ

5 4 境港第二中 189 足立　龍之介(3) ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 47.77 5 6 北溟中 360 中原　彩貴(3) ﾅｶﾊﾗ ｱﾔｷ 49.73
221 永見　海(1) ﾅｶﾞﾐ ｶｲ 375 川本　玲央(1) ｶﾜﾓﾄ ﾚｵ
190 佐々木　佑士(3) ｻｻｷ ﾕｳｼ 367 香川　晏司(2) ｶｶﾞﾜ ｱﾝｼﾞ
191 高田　悠成(3) ﾀｶﾀ ﾕｳｾｲ 365 生田　光輝(2) ｲｸﾀ ｺｳｷ

6 3 米子北斗中 128 金子　忠旦(1) ｶﾈｺ ﾀﾀﾞﾏｻ 51.16 6 8 岸本中 203 藤原 知也(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄﾓﾔ 52.28
126 田中　崇登(3) ﾀﾅｶ ﾀｶﾄ 205 吉田 聖竜(2) ﾖｼﾀﾞ ｾｲﾘｭｳ
125 茅野　宝清(3) ｶﾔﾉ ﾎｳｾｲ 198 前田 岬希(3) ﾏｴﾀ ﾐｻｷ
127 岩田　慎也(3) ｲﾜﾀ ｼﾝﾔ 200 上村 知暉(2) ｳｴﾑﾗ ﾄﾓｷ

9 名和中 172 森安　一冴(2) ﾓﾘﾔｽ ｲｯｻ DQ,R1 7 八頭中 801 森木　晴彦(3) ﾓﾘｷ ﾊﾙﾋｺ DQ,R3

178 米原　快(2) ﾖﾈﾊﾗ ｶｲ 815 市村　莉玖斗(2) ｲﾁﾑﾗ ﾘｸﾄ
176 真島　遼汰(2) ﾏｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 805 澤田　拓実(3) ｻﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ
160 二宮　克斗(3) ﾆﾉﾐﾔ ｶﾂﾄ 807 北村　拓斗(3) ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾄ

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



中学男子4X100mR
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 12:25 予　選
7月9日 13:20 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

2 鳥取北中 732 木村　陽輝(3) ｷﾑﾗ ﾊﾙｷ
744 高田　壱吹(3) ﾀｶﾀ ｲﾌﾞｷ
733 橋本　大地(3) ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ
734 玉木　翠(2) ﾀﾏｷ ｽｲ

3 青谷中

4 河北中 339 井上　慧大(2) ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ
333 原田　歩武(3) ﾊﾗﾀﾞ ｱﾑ
335 山下　将弥(2) ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾔ
338 宮本　一樹(2) ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ

5 大山中 87 井上　威吹(2) ｲﾉｳｴ ｲﾌﾞｷ
81 坂田　大耀(3) ｻｶﾀ ﾀｲﾖｳ
79 加藤　　快(3) ｶﾄｳ  ｶｲ
85 藤原　　樹(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾂｷ

6 岩美中

7 倉吉西中 402 柴田聖斗(3) ｼﾊﾞﾀ ｾｲﾄ
404 井上　瑞葵(3) ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ
401 花池　蓮(3) ﾊﾅｲｹ ﾚﾝ
400 奥村　悠介(3) ｵｸﾑﾗ ﾕｳｽｹ

8 中山中

9 福米中

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３ R3:(R170-14)オーバーゾーン ３→４



中学男子走高跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 13:00 決　勝

決　勝　

ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾄ

1 330 西村　優人(3) 河北中
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾔ

2 332 山本　直矢(3) 河北中
ｶﾜｶﾐ ｷｮｳｼﾞ

3 256 川上　恭路(1) 箕蚊屋中
ﾏｴﾀ ﾐｻｷ

4 198 前田 岬希(3) 岸本中
ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ

5 854 近藤　修(3) 湖東中
ﾂﾎﾞｸﾗ ﾀﾞｲｺﾞ

6 212 坪倉　 大悟(2) 境港第三中
ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝ

7 416 山下　純(1) 倉吉西中
ﾄﾐﾀ ﾊﾙﾄ

8 773 冨田　晴斗(1) 桜ヶ丘中
ﾋﾗｲﾜ ﾕｳ

9 372 平岩　優(2) 北溟中
ﾊﾊﾞﾀ ｹﾝﾕｳ

10 246 幅田　健友(1) 溝口中
ｶﾂﾍﾞ ｼﾝﾉｽｹ

11 7 勝部　慎之助(2) 弓ヶ浜中
ﾐﾖｼ ｺｳｾｲ

12 38 三好洸正(3) 尚徳中
ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾀ

13 92 松本　海太(2) 大山中
ﾀｹﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

14 47 竹本　大希(3) 美保中
ｼｲﾉｷ ﾓﾄｱｷ

15 93 椎木  基覚(1) 大山中
ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ

16 263 安部　翔太(1) 湊山中
ﾐｽﾞｳﾁ ｶｽﾞｷ

17 687 水内 紀希(1) 高草中
ｶﾜﾊﾗ ｼﾝｼｮｳ

18 54 川原　真将(2) 美保中
ｵﾀﾞ ﾕｳｾｲ

19 238 小田 優成(1) 福生中

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



中学男子棒高跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳﾀ

1 147 山形　由大(2) 日野中
ｶﾄｳ ﾀｸﾐ

2 3 加藤　巧(3) 弓ヶ浜中

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



中学男子走幅跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 10:30 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

ﾀｶﾀ ﾕｳｾｲ × 5m86 5m34 5m86 × 6m17 × 6m17
1 6 191 高田　悠成(3) 境港第二中 -0.6 -0.8 -0.6 +1.9 +1.9

ｲﾉｳｴ ｲﾌﾞｷ 5m78 5m94 5m50 5m94 5m83 5m99 5m81 5m99
2 2 87 井上　威吹(2) 大山中 0.0 +1.9 -0.7 +1.9 +0.4 +1.6 +1.6 +1.6

ﾊﾗﾀﾞ ｱﾑ 5m79 5m64 5m61 5m79 5m69 5m93 5m86 5m93
3 9 333 原田　歩武(3) 河北中 +2.1 0.0 +0.2 +2.1 +2.1 +0.5 +1.7 +0.5

ｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 5m82 5m72 5m36 5m82 × 5m90 × 5m90
4 42 131 佐川　隼也(3) 中山中 -0.2 +0.2 -2.8 -0.2 +1.1 +1.1

ｲﾁﾑﾗ ﾘｸﾄ × 5m88 5m74 5m88 5m71 × 5m85 5m88
5 22 815 市村　莉玖斗(2) 八頭中 -0.9 -1.6 -0.9 +1.6 +2.1 -0.9

ﾉﾌﾞｾ ｺｳｼ 5m85 5m76 5m61 5m85 × × 5m67 5m85
6 34 83 信瀨　浩志(3) 大山中 +0.2 -0.2 -1.6 +0.2 -0.3 +0.2

ﾖﾈﾊﾗ ﾜﾀﾙ 5m84 5m70 × 5m84 5m30 5m63 × 5m84
7 10 658 米原　　渉(3) 鳥取南中 +1.4 -0.1 +1.4 +0.1 +1.3 +1.4

ｱﾘﾓﾄ ｿｳﾔ 5m71 5m59 5m43 5m71 5m72 5m81 5m78 5m81
8 17 129 有本　蒼矢(3) 中山中 0.0 -2.4 -3.4 0.0 +2.6 +0.7 +1.2 +0.7

ｶﾄﾞﾜｷ ﾚｲｼﾞｭ 5m67 5m69 × 5m69 5m69
9 19 209 門脇　礼樹(2) 境港第三中 +1.6 -0.2 -0.2 -0.2

ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 5m64 × × 5m64 5m64
10 50 3 加藤　巧(3) 弓ヶ浜中 +0.5 +0.5 +0.5

ﾊﾅｲｹ ﾚﾝ × 5m54 5m06 5m54 5m54
11 26 401 花池　蓮(3) 倉吉西中 -1.4 -2.0 -1.4 -1.4

ﾊﾔｼ ｼｭﾝﾄ 5m33 5m19 5m21 5m33 5m33
12 37 935 林　駿斗(3) 青谷中 -0.7 -0.6 -1.0 -0.7 -0.7

ﾔﾏﾈ ﾘｵﾝ 5m18 5m18 5m18
13 32 814 山根　理音(2) 八頭中 -0.7 -0.7 -0.7

ｲﾜﾀ ｼﾝﾔ 5m08 － 5m09 5m09 5m09
14 7 127 岩田　慎也(3) 米子北斗中 +0.7 -1.1 -1.1 -1.1

ｶｱﾓﾄ ｼｮｳﾀ 4m84 5m03 5m03 5m03
15 52 407 河本　翔太(2) 倉吉西中 -0.5 +0.8 +0.8 +0.8

ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｷ 4m94 4m94 4m94
16 46 929 宮本　雅生(3) 福部未来学園中 +0.7 +0.7 +0.7

ｲﾉｳｴ ｹｲｼｮｳ 4m92 4m92 4m92
17 13 772 井上　啓聖(2) 桜ヶ丘中 -0.5 -0.5 -0.5

ﾎﾝﾀﾞ ﾚｵ 4m74 4m74 4m74
18 3 714 本多　礼旺(2) 鳥取西中 -0.5 -0.5 -0.5

ﾏﾂﾓﾄ ﾊｸ 4m72 4m72 4m72
19 21 224 松本　波空(1) 境港第一中 -1.1 -1.1 -1.1

ﾓﾘﾀ ﾏｺﾄ 4m66 4m66 4m66
20 40 916 森田　真思(2) 河原中 +1.3 +1.3 +1.3

ﾏｴﾊﾗ ｿｳﾀ 4m65 4m65 4m65
21 5 255 前原　将太(1) 箕蚊屋中 -0.1 -0.1 -0.1

ｱｻｲ ﾕｳｾｲ 4m58 4m58 4m58
22 41 710 淺井　侑生(3) 鳥取西中 +0.2 +0.2 +0.2

ｳｴﾀ ﾅｵｷ × 4m56 4m56 4m56
23 4 857 上田　直輝(2) 湖東中 -0.2 -0.2 -0.2

ｼｹﾞﾅﾘ ｲｯﾀ × 4m52 4m52 4m52
24 51 736 重成　一太(3) 鳥取北中 +0.4 +0.4 +0.4

ﾜﾀﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ × 4m40 4m40 4m40
25 1 327 和田　丈太郎(1) 福米中 -1.0 -1.0 -1.0

ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ 4m40 4m40 4m40
25 28 777 大田　丈(1) 桜ヶ丘中 +0.3 +0.3 +0.3

ﾀｸﾞﾁ ﾘｸ 4m39 4m39 4m39
27 35 210 田口　 璃空(2) 境港第三中 +0.6 +0.6 +0.6

ﾀﾅｶ ｹﾝｽｹ 4m37 4m37 4m37
28 24 914 田中　健輔(2) 河原中 +0.2 +0.2 +0.2

ﾅｲﾄｳ ｱｸｱ 4m37 4m37 4m37
28 38 41 内藤　亜玖爽(3) 溝口中 +2.4 +2.4 +2.4

ﾆｼﾔﾏ ｹｲｽｹ 4m36 × 4m36 4m36
30 20 739 西山　慶亮(3) 鳥取北中 +0.1 +0.1 +0.1

ｻｸﾗｲ ﾚﾝ 4m31 4m31 4m31
31 16 370 櫻井　廉(2) 北溟中 +1.0 +1.0 +1.0

ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾛﾄ 4m31 4m31 4m31
31 45 244 別所 寛都(1) 福生中 +1.0 +1.0 +1.0

ﾋｶﾀ ﾀｸﾄ 4m28 4m28 4m28
33 36 653 樋片　拓都(2) 鳥取南中 +0.7 +0.7 +0.7

ｲｼﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ × 4m28 4m28 4m28
33 49 219 石原心汰朗(1) 境港第二中 +0.7 +0.7 +0.7

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学男子走幅跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 10:30 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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ 4m25 4m25 4m25
35 12 55 渡邉　満(2) 美保中 +1.1 +1.1 +1.1

ﾏｴﾀ ﾐﾂｷ 4m03 4m03 4m03
36 43 280 前田　舜樹(1) 法勝寺中 +0.5 +0.5 +0.5

ﾔﾌﾞｳﾁ ｶﾂｷ 3m95 3m95 3m95
37 15 889 薮内　克希(1) 岩美中 +0.3 +0.3 +0.3

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 3m68 3m68 3m68
38 8 964 山本　大雅(1) 中ノ郷中 +0.7 +0.7 +0.7

ﾐﾔﾍﾞ ﾅﾙﾄ × 3m51 3m51 3m51
39 48 331 宮部　稔仁(3) 河北中 +0.3 +0.3 +0.3

ｺﾀﾞﾏ ｻﾂｷ 3m43 × × 3m43 3m43
40 31 962 児玉　颯来(1) 中ノ郷中 -0.3 -0.3 -0.3

ｲｹｼﾏ ﾋﾛﾔ 3m42 3m42 3m42
41 18 301 池嶋　大哉(1) 弓ヶ浜中 -0.8 -0.8 -0.8

ﾅｶﾊﾗ ｱﾔｷ 3m31 3m31 3m31
42 33 360 中原　彩貴(3) 北溟中 +1.1 +1.1 +1.1

ｺﾀﾞﾆ ﾕｳﾔ 3m15 3m15 3m15
43 14 248 小谷 優弥(1) 日南中 -0.3 -0.3 -0.3

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄﾓﾔ 2m97 2m97 2m97
44 39 203 藤原 知也(2) 岸本中 +1.3 +1.3 +1.3

ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 2m52 2m52 2m52
45 23 272 伊藤　翔馬(1) 法勝寺中 +1.4 +1.4 +1.4

ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾄ × r
25 174 岡田　天斗(2) 名和中 NM

ﾖｺﾔﾏ ﾁﾋﾛ × × ×
27 354 横山 千尋(2) 赤碕中 NM

ﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ

11 66 津田 拓海(2) 福生中 DNS
ｲｹﾌﾞﾁ ｶﾅﾀ

29 124 池淵　叶泰(3) 米子北斗中 DNS
ｲﾀﾀﾆ ｶｲｾｲ

30 182 板谷　海成(1) 名和中 DNS
ﾅｶﾓﾄ ｼｵﾝ

44 60 中本　慈恩(2) 美保中 DNS
ﾓﾘ ﾏｻﾔ

47 424 森　雅也(1) 東郷中 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

7月9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

ｷｼﾓﾄ ｶﾂﾄ

1 673 岸本　和士(3) 中ノ郷中
ﾋﾛﾊｼ ﾘｭｳﾔ

2 429 広橋　龍弥(3) 久米中
ﾆｼﾑﾗ ｾﾚﾝ

3 353 西村 星連(2) 赤碕中
ﾏﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ

4 78 馬田　雄大(3) 大山中
ﾉﾉｻﾞｷ ｼｭﾝﾔ

5 933 野々崎　春哉(3) 青谷中
ｶﾒｵ ｱﾕﾑ

6 148 亀尾　歩夢(3) 法勝寺中
ﾀｸﾞﾁ ﾀﾞｲｻﾞﾌﾞﾛｳ

7 716 田口　大三郎(3) 鳥取西中
ﾓﾘ ｷﾝｼﾞ

8 211 森 琴次(2) 境港第三中
ﾊﾏﾅｶ ｶｲｷ

9 371 濵中　皆貴(2) 北溟中
ﾊﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ

10 934 濵本　洸明(3) 青谷中
ﾀﾅｶ ﾘｸ

11 490 田中　理巧(1) 久米中
ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｽｹ

12 86 山内  優輔(3) 大山中
ｶﾀﾔﾏ ﾀﾞｲｷ

13 922 片山　大暉(3) 福部未来学園中
ｽﾐ ｶｽﾞﾏ

14 50 角　和真(3) 美保中
ｶﾈﾀﾆ ｱｷﾗ

15 787 金谷　晃(3) 智頭中
ｲｼﾊﾗ ﾘｭｳｷ

16 185 石原 竜己(2) 日南中
ｱｵｷ ﾕｳﾀ

17 213 青木　佑太(2) 境港第三中
ﾐｽﾞｼﾘ ﾀｲﾖｳ

18 110 水尻　太陽(3) 後藤ヶ丘中
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ

19 229 長谷川　綾(1) 日野中
ﾐﾔﾀ ｱｵｲ

20 768 宮田　  葵(2) 八頭中
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾄ

21 340 村上　祐斗(2) 河北中
ﾌﾅﾓﾄ ﾕｳﾀ

22 842 船本　雄太(2) 気高中
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾑﾈ

23 423 谷口　聖宗(2) 東郷中
ｲｼﾊﾗ ｿｳﾏ

24 422 石原　総真(2) 東郷中
ﾂﾈﾐﾈ ﾚｲｼﾞ

25 51 常峰　玲節(3) 美保中
ﾐﾔﾀ ｹﾝｾｲ

26 146 宮田　健生(2) 日野中
ﾖﾈﾊﾗ ｶｲ

27 178 米原　快(2) 名和中
ﾐﾔｸﾗ ﾄﾓﾔ

28 158 宮倉　知也(2) 法勝寺中



中学男子4種競技 110mH(0.914m)
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 09:50 決　勝

1組 (風:-0.6) 2組 (風:+0.7)

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
ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀ

1 3 803 中山　敬太(3) 八頭中 14.94 857 1 4 946 谷口　駿太(3) 鳥取東中 16.18 713
ｺﾀﾆ ｺｳﾍｲ ｷﾇｶﾞｻ ｴｲｲﾁ

2 4 735 小谷　光平(3) 鳥取北中 16.08 724 2 3 472 衣笠　瑛一(2) 鴨川中 17.83 541
ﾆｼﾀﾆ ｹﾞﾝｷ ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳｷ

3 5 813 西谷　元揮(2) 八頭中 16.71 655 3 7 808 大久保　凌希(2) 八頭中 17.96 528
ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ

4 6 692 松井　秀憲(3) 鳥大附属中 17.15 609 4 6 733 橋本　大地(3) 鳥取北中 22.68 168
ﾊﾔｼ ﾃﾙｷ ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾀ

5 7 856 林　瑛希(3) 湖東中 18.63 465 5 5 安達　洸太(2) 弓ヶ浜中 0 DNF

凡例  DNF:途中棄権



中学男子4種競技 砲丸投(4.000kg)
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 14:00 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

ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ

1 9 803 中山　敬太(3) 八頭中 10m71 9m91 12m45 12m45 634
ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

2 4 692 松井　秀憲(3) 鳥大附属中 8m70 8m86 9m39 9m39 449
ｷﾇｶﾞｻ ｴｲｲﾁ

3 5 472 衣笠　瑛一(2) 鴨川中 8m05 8m85 8m80 8m85 417
ﾊﾔｼ ﾃﾙｷ

4 1 856 林　瑛希(3) 湖東中 × 8m30 8m18 8m30 384
ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ

5 3 733 橋本　大地(3) 鳥取北中 8m30 × 7m21 8m30 384
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀ

6 8 946 谷口　駿太(3) 鳥取東中 7m30 7m67 7m83 7m83 356
ﾆｼﾀﾆ ｹﾞﾝｷ

7 6 813 西谷　元揮(2) 八頭中 5m94 6m66 7m72 7m72 350
ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳｷ

8 10 808 大久保　凌希(2) 八頭中 7m04 7m33 7m41 7m41 331
ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾀ

9 2 5 安達　洸太(2) 弓ヶ浜中 6m63 6m48 6m88 6m88 300
ｺﾀﾆ ｺｳﾍｲ

10 7 735 小谷　光平(3) 鳥取北中 6m69 6m78 6m59 6m78 294



中学男子4種競技 走高跳
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 10:00 決　勝

ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳｷ

1 808 大久保　凌希(2) 八頭中
ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

2 692 松井　秀憲(3) 鳥大附属中
ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾀ

3 5 安達　洸太(2) 弓ヶ浜中
ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ

4 733 橋本　大地(3) 鳥取北中
ｷﾇｶﾞｻ ｴｲｲﾁ

5 472 衣笠　瑛一(2) 鴨川中
ｺﾀﾆ ｺｳﾍｲ

6 735 小谷　光平(3) 鳥取北中
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀ

7 946 谷口　駿太(3) 鳥取東中
ﾊﾔｼ ﾃﾙｷ

8 856 林　瑛希(3) 湖東中
ﾆｼﾀﾆ ｹﾞﾝｷ

9 813 西谷　元揮(2) 八頭中
ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ

10 803 中山　敬太(3) 八頭中

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



中学男子4種競技 400m
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 14:10 決　勝

1組 2組
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

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀ ｷﾇｶﾞｻ ｴｲｲﾁ

3 946 谷口　駿太(3) 鳥取東中 3 472 衣笠　瑛一(2) 鴨川中
ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾀ ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳｷ

4 5 安達　洸太(2) 弓ヶ浜中 4 808 大久保　凌希(2) 八頭中
ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ ﾊﾔｼ ﾃﾙｷ

5 803 中山　敬太(3) 八頭中 5 856 林　瑛希(3) 湖東中
ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ｺﾀﾆ ｺｳﾍｲ

6 692 松井　秀憲(3) 鳥大附属中 6 735 小谷　光平(3) 鳥取北中
ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ ﾆｼﾀﾆ ｹﾞﾝｷ

7 733 橋本　大地(3) 鳥取北中 7 813 西谷　元揮(2) 八頭中



中学１年女子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 11:25 予　選
7月9日 14:20 準決勝
7月9日 16:05 決　勝

予　選　9組2着＋6

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｾﾝｺﾞｸ ﾏﾅ ｱｼﾀﾆ ﾉｱ

1 243 仙石　茉南(1) 福米中 1 275 芦谷 乃彩(1) 赤碕中
ｶﾈﾀﾞ ﾎﾉｶ ﾌｸﾐﾂ ﾏﾂﾘ

2 174 兼田　帆乃香(1) 日野中 2 376 福光 茉都梨(1) 大栄中
ｼﾐｽﾞ ｱﾝﾘｲ ｾﾄ ﾐﾕｳ

3 660 清水 杏莉依(1) 高草中 3 465 瀬戸　美有(1) 中ノ郷中
ﾀｶﾅｼ ﾏｲｶ ﾊﾏﾀﾞ ｱｲ

4 193 高梨　舞夏(1) 加茂中 4 231 濵田　愛(1) 境港第三中
ﾔﾏﾌｸ ｸﾚｱ ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾉﾝ

5 150 山福　來愛(1) 名和中 5 507 原田　真暢(1) 鳥大附属中
ｲﾏｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ ｸﾛｲﾜ ｱﾏﾈ

6 200 今川　七海(1) 箕蚊屋中 6 481 黒岩　あまね(1) 智頭中
ｸﾜﾓﾄ ﾁﾅ ｵｶﾀﾞ  ﾏﾔ

7 342 桑本　茅奈(1) 河北中 7 84 岡田　麻矢(1) 大山中
ｻｴｷ ﾕﾘ ﾔﾏﾀﾞ ﾏｵ

8 390 佐伯　有凛(1) 東伯中 8 345 山田　茉央(1) 河北中
ｲﾜﾉ ﾅﾂｷ ｸﾆｲｼ ｶｽﾐ

9 307 岩野　夏希(1) 倉吉西中 9 633 國石　香純(1) 湖東中

3組 (風:     ) 4組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾗ

1 1 211 渡邉　綺空(1) 美保中
ﾀﾊﾗ ﾕｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｺ

2 212 田原　結依(1) 境港第一中 2 480 小林　美心(1) 智頭中
ﾊﾏﾀﾞ ｻｸﾗ ｺﾀﾞﾆ ｻｴ

3 573 濱田　さくら(1) 桜ヶ丘中 3 175 小谷　沙愛(1) 日野中
ﾀﾆﾓﾄ ﾊﾅ ｻｻｷ ﾏﾎ

4 276 谷本 華(1) 赤碕中 4 69 佐々木 真歩(1) 東山中
ﾔﾏｳﾁ ｱﾔﾒ ﾖｼｷﾞ ｷｮｳｶ

5 550 山内　郁芽(1) 国府中 5 202 吉木　杏伽(1) 箕蚊屋中
ｶﾒﾔﾏ  ｳﾗﾗ ﾖｼﾀﾞ ｶﾎ

6 85 亀山  うらら(1) 大山中 6 344 吉田　花帆(1) 河北中
ﾅｶﾑﾗ ｶｺ ﾔﾏｼﾀ ﾘｵ

7 346 中村　香子(1) 河北中 7 125 山下　 莉央(1) 中山中
ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｻﾁ ｷﾀﾑﾗ ｺﾄﾈ

8 180 長谷川 千幸(1) 岸本中 8 222 北村　琴音(1) 法勝寺中
ﾐﾔﾜｷ ｱﾔｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾐ

9 650 宮脇　彩華(1) 岩美中 9 551 山本　真未(1) 国府中

5組 (風:     ) 6組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ﾓﾘﾜｷ ﾅﾂｷ ﾆｼｵｶ ｶﾘﾝ

2 172 森脇　菜月(1) 米子北斗中 2 469 西岡　花梨(1) 中ノ郷中
ﾃﾗｻｶ ﾜｶ ｱｵｷ ﾘｺ

3 578 寺坂　和佳(1) 桜ヶ丘中 3 634 青木　莉恋(1) 湖東中
ｲﾘｴ ｻｸﾗ ﾋﾛﾔﾏ ｻﾝｺﾞ

4 392 入江　さくら(1) 北条中 4 453 廣山　さんご(1) 鳥取南中
ﾀｹｼﾀ ﾐﾗﾝ ｷﾉｼﾀ ﾏｵ

5 114 竹下　みらん(1) 後藤ヶ丘中 5 681 木下　まお(1) 鳥取東中
ｳｼﾞｲｴ ｲﾂｶ ｲﾀﾐ ｼﾞｭﾘ

6 614 氏家　慈香(1) 八頭中 6 343 伊丹　樹里(1) 河北中
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ ﾔﾅｶﾞﾜ  ﾉﾉｶ

7 360 山口　春花(1) 倉吉東中 7 87 柳川  乃々佳(1) 大山中
ﾔﾏｶﾞﾀ ｷﾗﾘ ﾀｷﾓﾄ ﾙｶ

8 198 山形 きらり(1) 日南中 8 119 瀧本　瑠伽(1) 後藤ヶ丘中
ﾏﾂｵ ﾅﾂﾐ ｱｵｷ ｾﾘﾅ

9 7 松尾　夏実(1) 弓ヶ浜中 9 196 青木 芹那(1) 日南中

記録 記録

記録 記録

記録 記録



中学１年女子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 11:25 予　選
7月9日 14:20 準決勝
7月9日 16:05 決　勝

予　選　9組2着＋6

7組 (風:     ) 8組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾔﾏｼﾀ ﾏｲｺ

1 377 山下 舞子(1) 大栄中 1
ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｷﾞ ﾃﾗﾀﾆ ｱｵｲ

2 209 山本　萌稀(1) 美保中 2 682 寺谷　葵唯(1) 鳥取東中
ｲﾅ ﾀﾏｷ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｲﾅ

3 647 伊奈　環(1) 岩美中 3 190 松原　由奈(1) 溝口中
ﾀﾑﾗ ﾘｺ ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ

4 205 田村　倫子(1) 湊山中 4 566 内田　美咲(1) 八頭中
ﾆｼｵ ﾐﾕｳ ﾄﾞｲ ﾅﾂﾐ

5 171 西尾　心優(1) 境港第一中 5 347 土井　なつみ(1) 河北中
ｲﾉﾊﾗ ﾎﾉｶ ﾅﾀﾞｸﾞﾁ ﾕﾐ

6 221 猪原　穂乃花(1) 法勝寺中 6 359 灘口　祐美(1) 倉吉東中
ｻｴｷ ﾚｲﾅ ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾅ

7 185 佐伯 澪那(1) 福生中 7 257 森本　陽菜(1) 北溟中
ﾐﾔﾜｷ ﾐｳ ﾀｶﾐ ｲﾌﾞ

8 8 宮脇　美海(1) 弓ヶ浜中 8 387 高見　泉舞(1) 東伯中
ﾔｽﾀﾞ ﾕｷﾅ ｵｵﾀﾆ ﾐｻｷ

9 308 安田　ゆきな(1) 倉吉西中 9 191 大谷　実咲季(1) 加茂中

9組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1
ﾃﾂﾞﾁ ｱﾔﾉ

2 178 手槌　彩乃(1) 岸本中
ﾔﾏﾈ ﾐﾅﾐ

3 672 山根 美波(1) 高草中
ﾌｸｵｶ ﾓﾓｺ

4 456 福岡　桃子(1) 鳥取南中
ﾂﾀﾞ ﾏﾘｱ

5 187 津田 真里愛(1) 福生中
ｺﾞﾄｳ ﾏﾐ

6 509 後藤　真実(1) 鳥大附属中
ｶｾﾍﾞ ﾕｳﾅ

7 249 加瀬部　由菜(1) 福米中
ｶﾂﾍﾞ ｱﾕ

8 229 勝部　愛結(1) 境港第三中
ｽﾐ ﾐﾅﾐ

9 151 鷲見　皆実(1) 名和中

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

記録 記録

記録

記録 記録



中学１年女子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 11:25 予　選
7月9日 14:20 準決勝
7月9日 16:05 決　勝

準決勝　3組2着＋2

3組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録

記録



中学２年女子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 10:35 予　選
7月9日 14:40 準決勝
7月9日 16:15 決　勝

予　選　7組3着＋3

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｲｻﾐ ｻｱﾔ

1 355 勇　沙彩(2) 倉吉東中 1
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ ﾌｼﾞﾊﾗ ｻｸﾗ

2 373 小林 咲希(2) 大栄中 2 137 藤原　さくら(2) 日野中
ｷﾞﾝﾊﾞ ﾏｵ ﾅｶｼﾏ ﾐｸ

3 135 銀羽　愛桜(2) 日野中 3 157 中嶋 未来(2) 岸本中
ﾂﾊﾞｷ ｻｴﾘ ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾅ

4 668 椿 沙英梨(2) 高草中 4 255 山田　純名(2) 北溟中
ｶﾄｳ ﾒｲ ｶﾜﾓﾄ ﾐﾕ

5 90 加藤　愛衣(2) 境港第一中 5 304 河本　美祐(2) 倉吉西中
ﾅｶｲ ﾘﾅ ﾏﾂｻﾞｷ ﾙﾅ

6 122 中井　琳菜(2) 中山中 6 60 松﨑　瑠奈(2) 美保中
ｷｼﾓﾄ ﾕｲｶ ｳﾗﾀ ﾐﾕｳ

7 12 岸本　結郁(2) 福米中 7 42 浦田　心優(2) 尚徳中
ﾆｼｼﾞｮｳ ｾﾅ ｼﾉﾀﾞ ﾎﾉｶ

8 253 西條　碧那(2) 北溟中 8 17 篠田　朋花(2) 福米中
ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ ｵｻｷ ｱｲﾗ

9 97 高橋 里奈(2) 日南中 9 644 尾崎　愛来(2) 岩美中

3組 (風:     ) 4組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾐ ｽｷﾞﾉﾌﾞ ﾙﾅ

2 506 森本　真実(2) 鳥大附属中 2 320 杉信　るな(2) 久米中
ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ ﾅｶｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ

3 678 中居　遥奈(2) 鳥取東中 3 667 中口 愛(2) 高草中
ﾓﾛﾕ ｱﾘｽ ｱｻｷ ﾅﾅﾐ

4 81 諸遊　愛珠(2) 大山中 4 631 麻木　菜々美(2) 湖東中
ﾌｸｲ ﾙｶ ﾖｼｵｶ ﾕﾅ

5 381 福井　瑠夏(2) 東伯中 5 341 吉岡　佑菜(2) 河北中
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶ ﾎｿﾀﾞ ｱｵｲ

6 563 安田　優香(2) 福部未来学園中 6 44 細田　葵生(2) 尚徳中
ﾄﾐﾀ ﾕｳｶ ﾅｶﾞｲ ｻﾔｶ

7 575 冨田　宥夏(2) 桜ヶ丘中 7 30 永井　紗也加(2) 加茂中
ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ ｱｻｶﾜ ｱﾔﾉ

8 3 中村　育海(2) 弓ヶ浜中 8 95 淺川 彩乃(2) 日南中
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾅ ｶｼﾞｶﾜ ﾘﾉｱ

9 159 松原 妃七(2) 岸本中 9 110 梶川　璃乃亜(2) 後藤ヶ丘中

5組 (風:     ) 6組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ｻｶﾓﾄ ｶﾘﾝ ｺﾔﾏ ﾏﾕ

2 4 坂本　楓莉(2) 弓ヶ浜中 2 548 小山　真悠(2) 国府中
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾙﾙｺ ﾌｼﾞｲ ﾓｱ

3 274 谷口 瑠々子(2) 赤碕中 3 164 藤井　杏歩(2) 境港第三中
ﾔﾌﾞﾓﾄ ｶﾘﾝ ﾓﾘﾓﾄ ﾅｷﾞｻ

4 340 薮本　香倫(2) 河北中 4 630 森本　凪沙(2) 湖東中
ﾀﾋﾗ ﾘﾘｶ ｶｶﾞﾜ ﾚｲﾅ

5 29 田平　梨々花(2) 加茂中 5 109 加河　鈴菜(2) 後藤ヶ丘中
ﾀﾅｶ ﾋﾅﾉ ｻｻｷ ｱﾔﾅ

6 643 田中ひなの(2) 岩美中 6 608 佐々木　彩奈(2) 八頭中
ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾙﾐ ｼﾐｽﾞ ﾐﾔｺ

7 452 小泉　成未(2) 鳥取南中 7 504 清水　美京(2) 鳥大附属中
ｺﾔﾏ ﾄﾓｴ ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉﾘ

8 547 小山　朋笑(2) 国府中 8 356 小林　星乃陸(2) 倉吉東中
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｳ ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲﾔ

9 571 谷口　美羽(2) 桜ヶ丘中 9 94 松本　メイヤ(2) 米子北斗中

記録

記録 記録

記録 記録

記録



中学２年女子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 10:35 予　選
7月9日 14:40 準決勝
7月9日 16:15 決　勝

予　選　7組3着＋3

7組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1
ﾋﾗﾀﾆ ﾅﾂﾐ

2 123 平谷　南摘(2) 中山中
ｱﾀﾗｼ ｴｲﾐｨ

3 592 新　詠美(2) 青谷中
ｶｷﾓﾄ ﾂｸﾞﾐ

4 604 垣本　月海(2) 八頭中
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾝ

5 451 安田　凜(2) 鳥取南中
ｽﾐ ﾘｮｳｺ

6 59 角　良子(2) 美保中
ﾑﾗﾀ ﾏﾎ

7 475 村田　舞帆(2) 中ノ郷中
ｵｶﾀﾞ ﾕｷﾉ

8 676 岡田　薫乃(2) 鳥取東中
ｶﾐﾅﾀﾞ ﾁﾋﾛ

9 99 上灘　千紘(2) 境港第二中

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

3組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録

記録 記録

記録



中学２年女子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 10:35 予　選
7月9日 14:40 準決勝
7月9日 16:15 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録



中学３年女子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 09:50 予　選
7月9日 15:00 準決勝
7月9日 16:25 決　勝

予　選　6組3着＋6

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾖﾈﾓﾄ ｿﾗ

1 1 502 米本　颯来(3) 鳥大附属中
ﾊﾏﾀﾞ ｶﾅ ﾀﾅｶ ｶｵﾘ

2 162 濵田　佳奈(3) 境港第三中 2 48 田中　桜里(3) 溝口中
ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ ﾐﾔｳﾁ ｻﾔｶ

3 538 柴田　結衣(3) 鳥取北中 3 370 宮内 彩也伽(3) 大栄中
ｶﾒｲ ｻﾔｶ ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾈ

4 167 亀居　紗楓(3) 湊山中 4 336 中村　風音(3) 河北中
ﾓﾄﾊﾞ ﾈﾈ ｼﾐｽﾞ ﾐｻﾄ

5 622 元場　ねね(3) 湖東中 5 490 清水　美郷(3) 気高中
ｵｻｷ ｱｶﾘ ﾊﾗ ｱﾕﾘ

6 520 尾﨑　星(3) 鳥取西中 6 100 原　あゆり(3) 後藤ヶ丘中
ﾓﾘﾓﾄ ｻｷ ｵｵﾏｴ ｼｮｳｺ

7 300 森本　咲(3) 倉吉西中 7 76 大前　翔子(3) 大山中
ｽﾐ ｱﾔｶ ｽﾐﾀﾞ ﾕｲﾅ

8 56 角　彩花(3) 美保中 8 130 住田　有衣菜(3) 日野中
ﾐﾔﾋﾗ ｱﾐ ﾅｶﾆｼ ﾐﾕｳ

9 2 宮平　亜美(3) 弓ヶ浜中 9 587 中西　美悠(3) 青谷中

3組 (風:     ) 4組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾓｴ

1 1 134 藤原　もえ(3) 日野中
ｵｸﾞﾗ ｱﾔｶ ｵｶﾀﾞ ｷﾗ

2 145 小椋　彩加(3) 名和中 2 152 岡田　綺羅(3) 名和中
ｿｴｼﾞﾏ ﾏｷ ﾖﾈﾑﾗ ｼｭﾝﾅ

3 47 副島　雅希(3) 溝口中 3 371 米村 駿花(3) 大栄中
ﾅｶｸﾞﾁ ｺｺﾛ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾝ

4 524 中口　心(3) 鳥取西中 4 25 渡邉　佳穏(3) 加茂中
ﾓﾘｷ ﾏﾕ ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ

5 600 森木　まゆ(3) 八頭中 5 302 山本　明香理(3) 倉吉西中
ｵｶﾀﾞ ｺﾅﾂ ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ

6 77 岡田　小夏(3) 大山中 6 555 吉 田 明香里(3) 河原中
ﾏﾌﾞﾁ ﾂｸﾞﾐ ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ

7 34 馬淵　つぐみ(3) 箕蚊屋中 7 53 宮崎　望(3) 美保中
ｻｻｷ ﾓﾓｴ ｶｻﾀﾞ ﾅﾅ

8 251 佐々木　桃愛(3) 北溟中 8 252 笠田　菜夏(3) 北溟中
ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾋﾞｱ ｲｼﾞﾏ ｱﾔｶ

9 273 森本 響亜(3) 赤碕中 9 570 井嶋　文香(3) 桜ヶ丘中

5組 (風:     ) 6組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ﾅｶｼﾏ ｺｺﾛ ﾑﾗｵｶ ﾕｳﾅ

2 586 中島　心(3) 青谷中 2 543 村岡　優菜(3) 国府中
ﾊｯﾀ ｱｲｶ ﾌｸｵｶ ｻﾄﾈ

3 640 八田　愛香(3) 岩美中 3 163 福岡　里音(3) 境港第三中
ﾀﾆﾓﾄ ﾓｴ ﾆｼｵﾉ ﾘｺ

4 121 谷本     萌(3) 中山中 4 61 西小野 莉子(3) 福生中
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾝｶ ﾅﾝﾊﾞ ﾓﾓｶ

5 272 杉本 鈴夏(3) 赤碕中 5 564 難波　百花(3) 福部未来学園中

ﾄﾞｲ ｱｶﾘ ｷﾀﾏﾄﾞ ﾚﾅ

6 332 土井　あかり(3) 河北中 6 38 北窓　玲奈(3) 尚徳中
ｵｵｲｼ ﾏｲｺ ﾓﾘｼﾀ ﾐﾉﾘ

7 102 大石　真唯子(3) 後藤ヶ丘中 7 623 森下　みのり(3) 湖東中
ﾊﾗ ﾁﾋﾛ ﾓﾘﾀ ﾏｲ

8 88 原　千尋(3) 境港第一中 8 36 森田　真依(3) 箕蚊屋中
ｼﾏﾀﾆ ﾘﾎ ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ

9 23 島谷　莉帆(3) 加茂中 9 89 佐藤　日和(3) 境港第一中

記録 記録

記録 記録

記録 記録



中学３年女子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 09:50 予　選
7月9日 15:00 準決勝
7月9日 16:25 決　勝

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

3組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録 記録

記録

記録



中学女子200m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 10:10 予　選
7月8日 14:00 準決勝
7月8日 15:20 決　勝

予　選　6組3着＋6

1組 (風:-0.7) 2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 ﾄﾞｲ ｱｶﾘ

1 6 555 吉 田 明香里(3) 河原中 25.49 Q 1 7 332 土井　あかり(3) 河北中 25.91 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾝ ﾂﾀﾞ ﾏﾘｱ

2 5 25 渡邉　佳穏(3) 加茂中 28.17 Q 2 6 187 津田 真里愛(1) 福生中 28.51 Q
ｵｵﾏｴ ｼｮｳｺ ｺﾔﾏ ﾐｸ

3 7 76 大前　翔子(3) 大山中 29.57 Q 3 4 35 小山　未來(3) 箕蚊屋中 30.34 Q
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾝ ｵｵｴ ﾐｻｷ

4 2 451 安田　凜(2) 鳥取南中 29.63 q 4 2 96 大柄 美咲(2) 日南中 30.63 q
ﾊｯﾀ ｱｲｶ ｲﾜﾀ ｻｷ

5 4 640 八田　愛香(3) 岩美中 30.98 5 9 464 岩田　咲希(1) 中ノ郷中 33.20
ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅﾐ ﾌｼﾞｲ ﾕﾂｷ

6 3 671 原田 七海(1) 高草中 31.53 3 383 藤井　優月(2) 東伯中 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ ｶｷﾓﾄ ﾂｸﾞﾐ

7 1 612 小林こころ(1) 八頭中 31.56 5 604 垣本　月海(2) 八頭中 DNS
ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ ｱｶｷﾞ ｻｴｶ

8 8 538 柴田　結衣(3) 鳥取北中 32.15 8 138 赤木　冴加(2) 法勝寺中 DNS
ｶﾀｵｶ ﾕｷﾅ

9 9 197 片岡 透奈(1) 日南中 34.60

3組 (風:+0.2) 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
ｷｼﾓﾄ ﾕｲｶ ﾏﾌﾞﾁ ﾂｸﾞﾐ

1 6 12 岸本　結郁(2) 福米中 27.95 Q 1 6 34 馬淵　つぐみ(3) 箕蚊屋中 27.38 Q
ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾙﾐ ﾌｸｲ ﾙｶ

2 2 452 小泉　成未(2) 鳥取南中 30.71 Q 2 4 381 福井　瑠夏(2) 東伯中 29.21 Q
ﾀｶﾀ ﾐｽﾞｷ ｵｶﾀﾞ ｺﾅﾂ

3 8 467 高田　瑞季(1) 中ノ郷中 31.39 Q 3 5 77 岡田　小夏(3) 大山中 29.38 Q
ﾏｽﾓﾄ ﾕｷ ｽﾐﾀﾞ ﾕｲﾅ

4 7 628 升本　有紀(2) 湖東中 33.71 4 2 130 住田　有衣菜(3) 日野中 30.00 q
ｻｴｷ ﾚｲﾅ ﾊｼﾓﾄ ﾘｺ

5 5 185 佐伯 澪那(1) 福生中 33.74 5 7 330 橋本　莉子(3) 河北中 30.11 q
ﾀｶﾀ ﾐｸ ｾﾝｺﾞｸ ﾐﾅ

3 271 髙田 未来(3) 赤碕中 DNS 6 8 244 仙石　美南(1) 福米中 31.66
ﾀﾅｶ ﾋﾅﾉ ｽﾐ ﾕﾘｶ

4 643 田中ひなの(2) 岩美中 DNS 7 3 208 角　優里花(1) 美保中 32.75
ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｻﾁ

9 89 佐藤　日和(3) 境港第一中 DNS 9 180 長谷川 千幸(1) 岸本中 DNS

5組 (風:+0.1) 6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
ｵｻｷ ｱｶﾘ ﾓﾘﾓﾄ ｻｷ

1 5 520 尾﨑　星(3) 鳥取西中 25.61 Q 1 4 300 森本　咲(3) 倉吉西中 27.30 Q
ﾎｿﾀﾞ ｱｵｲ ﾅｶｸﾞﾁ ｺｺﾛ

2 4 44 細田　葵生(2) 尚徳中 29.40 Q 2 5 524 中口　心(3) 鳥取西中 27.67 Q
ｺｻﾞｻ ﾅﾅﾐ ｺﾏｲ ｱｻｶ

3 2 210 小笹　七海(1) 美保中 29.61 Q 3 7 92 駒井　朝伽(2) 境港第一中 28.08 Q
ｻｻｷ ﾋｶﾙ ｷｼ ｺﾄﾐ

4 8 129 佐々木　ひかる(3) 日野中 30.64 q 4 6 45 岸　琴美(3) 溝口中 30.73 q
ﾎｿｶﾜ ｻｸﾗ ﾏｴﾀ ﾕｶｺ

5 9 673 細川 さくら(1) 高草中 31.40 5 3 378 前田 由香子(1) 大栄中 32.53
ｶﾄﾞﾜｷ ﾐｸ ﾓﾘﾜｷ ﾅﾂｷ

6 6 161 門脇　美空(3) 境港第三中 32.53 2 172 森脇　菜月(1) 米子北斗中 DNS
ｷﾄﾞ ｱｲﾘ ｱﾀﾗｼ ｴｲﾐｨ

7 1 680 城戸　愛梨(2) 鳥取東中 32.82 8 592 新　詠美(2) 青谷中 DNS
ﾋﾗｷﾞｺｺｱ ﾔﾏｵｶ ｻﾘﾅ

8 7 565 平木　心彩 (1) 八頭中 33.24 9 143 山岡　彩理菜(2) 法勝寺中 DNS
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾙﾙｺ

3 274 谷口 瑠々子(2) 赤碕中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子200m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 10:10 予　選
7月8日 14:00 準決勝
7月8日 15:20 決　勝

準決勝　3組2着＋2

1組 (風:-1.4) 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
ｵｻｷ ｱｶﾘ ﾄﾞｲ ｱｶﾘ

1 4 520 尾﨑　星(3) 鳥取西中 26.60 Q 1 7 332 土井　あかり(3) 河北中 26.25 Q
ﾏﾌﾞﾁ ﾂｸﾞﾐ ﾓﾘﾓﾄ ｻｷ

2 6 34 馬淵　つぐみ(3) 箕蚊屋中 27.83 Q 2 5 300 森本　咲(3) 倉吉西中 27.80 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾝ ﾌｸｲ ﾙｶ

3 5 25 渡邉　佳穏(3) 加茂中 29.02 q 3 6 381 福井　瑠夏(2) 東伯中 29.45 q
ｵｶﾀﾞ ｺﾅﾂ ｺｻﾞｻ ﾅﾅﾐ

4 8 77 岡田　小夏(3) 大山中 29.72 4 9 210 小笹　七海(1) 美保中 29.59
ｽﾐﾀﾞ ﾕｲﾅ ﾂﾀﾞ ﾏﾘｱ

5 3 130 住田　有衣菜(3) 日野中 30.43 5 4 187 津田 真里愛(1) 福生中 29.71
ﾎｿﾀﾞ ｱｵｲ ｵｵﾏｴ ｼｮｳｺ

6 7 44 細田　葵生(2) 尚徳中 31.09 6 8 76 大前　翔子(3) 大山中 30.04
ｻｻｷ ﾋｶﾙ ﾊｼﾓﾄ ﾘｺ

7 2 129 佐々木　ひかる(3) 日野中 31.36 7 3 330 橋本　莉子(3) 河北中 30.55
ｺﾔﾏ ﾐｸ ｵｵｴ ﾐｻｷ

8 9 35 小山　未來(3) 箕蚊屋中 31.37 8 2 96 大柄 美咲(2) 日南中 31.52

3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
ﾅｶｸﾞﾁ ｺｺﾛ

1 7 524 中口　心(3) 鳥取西中 27.40 Q
ｺﾏｲ ｱｻｶ

2 9 92 駒井　朝伽(2) 境港第一中 28.27 Q
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾝ

3 2 451 安田　凜(2) 鳥取南中 29.73
ｷｼ ｺﾄﾐ

4 3 45 岸　琴美(3) 溝口中 30.73
ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾙﾐ

5 5 452 小泉　成未(2) 鳥取南中 30.86
ﾀｶﾀ ﾐｽﾞｷ

6 8 467 高田　瑞季(1) 中ノ郷中 31.60
ｷｼﾓﾄ ﾕｲｶ

4 12 岸本　結郁(2) 福米中 DNS
ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ

6 555 吉 田 明香里(3) 河原中 DNS

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
ｵｻｷ ｱｶﾘ

1 7 520 尾﨑　星(3) 鳥取西中 25.25
ﾄﾞｲ ｱｶﾘ

2 6 332 土井　あかり(3) 河北中 25.94
ﾓﾘﾓﾄ ｻｷ

3 5 300 森本　咲(3) 倉吉西中 26.99
ﾏﾌﾞﾁ ﾂｸﾞﾐ

4 8 34 馬淵　つぐみ(3) 箕蚊屋中 27.18
ﾅｶｸﾞﾁ ｺｺﾛ

5 4 524 中口　心(3) 鳥取西中 27.23
ｺﾏｲ ｱｻｶ

6 9 92 駒井　朝伽(2) 境港第一中 28.63
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾝ

7 3 25 渡邉　佳穏(3) 加茂中 28.81
ﾌｸｲ ﾙｶ

8 2 381 福井　瑠夏(2) 東伯中 29.40

凡例  DNS:欠場



中学１年女子800m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 13:10 予　選
7月9日 12:45 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

ﾖﾈﾀﾞ ﾅﾅｺ ｲｼﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ

1 5 635 米田菜々子(1) 湖東中 2:21.26 GR q 1 5 306 石田　瑞歩(1) 倉吉西中 2:29.04 q
ｱｻﾀﾞ ｺﾊﾙ ｷﾉｼﾀ ｺﾄﾊ

2 7 534 浅田　瑚晴(1) 鳥取北中 2:25.07 GR q 2 6 567 木下　琴葉(1) 八頭中 2:41.30
ﾊﾏﾉ ｱﾔｶ ﾏｴﾀ ﾘﾛ

3 3 512 濵野　綾香(1) 鳥大附属中 2:36.34 q 3 4 277 前田 リロ(1) 赤碕中 2:41.82
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲﾈ

4 8 117 小掠　麻友(1) 後藤ヶ丘中 2:38.90 q 4 8 683 近藤　愛音(1) 鳥取東中 2:43.84
ｺﾔﾏ ﾒｲ ﾏﾂﾀﾞ  ｽｽﾞ

5 9 186 小山 愛衣(1) 福生中 2:39.05 q 5 2 86 松田  紗(1) 大山中 2:48.97
ｵｵﾓﾘ ﾆｺ ｲﾏｼﾞﾏ ｻｷ

6 6 648 大森　日瑚(1) 岩美中 2:40.40 6 9 579 今島　咲喜(1) 桜ヶ丘中 2:53.99
ﾀﾅｶ ﾅﾉﾊ ﾌｼﾞｻｷ ﾐｸ

7 2 684 田中　菜乃華(1) 鳥取東中 2:48.37 7 1 6 藤﨑　未来(1) 弓ヶ浜中 2:57.75
ｸﾗﾀ ﾕｶﾘ ｽﾐ ﾓｴ

4 568 倉田有加里(1) 八頭中 DQ,T4 8 7 214 鷲見  萌(1) 尚徳中 3:00.54
ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾊﾙ

9 3 189 小林　こはる(1) 溝口中 3:22.90

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

ｻｸﾗｲ ﾐｸ ﾀｶｵ ﾏﾕ

1 5 247 櫻井　美来(1) 福米中 2:39.39 q 1 5 278 髙尾 真由(1) 赤碕中 2:41.86
ﾂﾑﾗ ｼｭﾘ ﾀﾌﾞﾁ ｶﾅｺ

2 4 348 津村　朱璃(1) 河北中 2:39.71 q 2 6 468 田渕　華奈子(1) 中ノ郷中 2:44.51
ﾑﾗﾀ ﾐｽﾞｷ ﾜﾀｼﾀ ﾋﾅﾉ

3 6 549 村田　瑞希(1) 国府中 2:42.91 3 9 248 渡下　ひなの(1) 福米中 2:45.03
ｻｶﾆｼ ﾜｶ ｲｿｵ ﾏﾘｺ

4 9 388 坂西　和華(1) 東伯中 2:44.84 4 4 455 磯尾　真理子(1) 鳥取南中 2:46.10
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾈｵﾝ ﾌｸﾓﾄ ﾏｲ

5 8 195 渡邉　直穏(1) 加茂中 2:46.33 5 7 259 福本　舞衣(1) 北溟中 2:49.68
ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾓﾓｶ ｵｶｵ ﾕｽﾞﾈ

6 3 118 重永　桃華(1) 後藤ヶ丘中 2:46.49 6 2 181 岡尾 柚音(1) 福生中 2:57.25
ｲｼﾊﾞｼ ﾏﾔ ﾇｶﾀ ﾘｵ

7 2 230 石橋　磨弥(1) 境港第三中 2:57.35 7 1 9 額田　里桜(1) 弓ヶ浜中 3:02.17
ﾔｽｷﾞ ﾐｵ ｶﾈﾀﾞ ﾓｴｶ

8 7 458 安木　澪(1) 鳥取南中 2:59.76 8 3 188 金田　萌花(1) 溝口中 3:14.00
ｱｵｷ ｾﾘﾅ ﾆｼｵ ｶﾉﾝ

9 1 196 青木 芹那(1) 日南中 3:02.27 8 494 西尾　華乃音(1) 国府中 DNS

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1
ﾂﾑﾗ ｼｭﾘ

2 348 津村　朱璃(1) 河北中
ｻｸﾗｲ ﾐｸ

3 247 櫻井　美来(1) 福米中
ﾖﾈﾀﾞ ﾅﾅｺ

4 635 米田菜々子(1) 湖東中
ﾊﾏﾉ ｱﾔｶ

5 512 濵野　綾香(1) 鳥大附属中
ｲｼﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ

6 306 石田　瑞歩(1) 倉吉西中
ｱｻﾀﾞ ｺﾊﾙ

7 534 浅田　瑚晴(1) 鳥取北中
ｺﾔﾏ ﾒｲ

8 186 小山 愛衣(1) 福生中
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ

9 117 小掠　麻友(1) 後藤ヶ丘中

記録

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 T4:(R163-5)ﾌﾞﾚｲｸライン手前でのレーン侵害



中学１年女子800m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 13:10 予　選
7月9日 12:45 決　勝

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

予　選　4組

決　勝

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DQ:失格 T4:(R163-5)ﾌﾞﾚｲｸライン手前でのレーン侵害



中学女子800m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 13:30 予　選
7月9日 12:50 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

ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｺ ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ

1 9 385 丸山　智子(2) 東伯中 2:36.78 1 4 521 岸本　百桃(3) 鳥取西中 2:14.06 GR q
ｵｵﾐﾈ ﾐﾕ ﾔｽﾀﾞ ｶﾘﾝ

2 7 37 大峯　光結(2) 箕蚊屋中 2:37.01 2 6 303 保田　夏凛(3) 倉吉西中 2:34.98 q
ﾉｸﾞﾁ ﾏﾅ ｸﾗﾀ ﾄｷﾜ

3 4 158 野口 麻那(2) 岸本中 2:38.44 3 5 607 倉田　季和(2) 八頭中 2:36.81
ｲﾄﾞｶﾞｷ ｺｺﾅ ｺｼﾞﾏ ｵﾄﾊ

4 6 450 井戸垣　心己(2) 鳥取南中 2:51.96 4 7 13 児島　乙葉(2) 福米中 2:39.07
ｲﾁﾀﾆ ﾐｽﾞｷ ｵｻｷ ﾓｴ

5 2 624 市谷　瑞希(2) 湖東中 2:57.44 5 9 596 尾﨑　萌衣(2) 青谷中 2:40.47
ﾖｺﾔﾏ ﾚｱﾉ ﾋﾗﾀ ﾘﾉ

6 8 11 横山　玲希(3) 福米中 3:02.45 6 8 562 平田　璃乃(2) 福部未来学園中 2:44.67
ﾄﾏﾂ ﾓｴ ｻﾜﾀﾞ ﾀﾏｷ

3 675 戸松　もえ(3) 鳥取東中 DNS 7 3 166 澤田　珠希(2) 境港第三中 2:57.47
ｲﾜﾀ ﾙｷﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｺ

5 139 岩田　留希凪(2) 法勝寺中 DNS 8 2 51 小林　ハルコ(2) 溝口中 3:02.31

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

ﾋｼﾞｶﾀ ｱﾔｶ ﾄｲﾀ ﾕｷ

1 6 670 泥方 彩華(2) 高草中 2:27.60 q 1 4 476 戸板　由貴(2) 中ノ郷中 2:28.54 q
ｲﾜﾓﾄ ミク ｳｴﾀﾞ ﾓｴ

2 3 305 岩本　珠空(2) 倉吉西中 2:31.39 q 2 6 155 植田 萌恵(3) 岸本中 2:37.97
ﾂﾙｷ ﾏｵ ﾄﾞﾊﾞｼ ｺｺﾛ

3 4 560 鶴木　麻央(3) 福部未来学園中 2:39.06 3 9 597 土橋　心暖(2) 青谷中 2:41.96
ﾂﾎﾞｸﾗ ｻﾘﾅ ｲﾀｸﾗ ﾕｶ

4 5 24 坪倉　沙里奈(3) 加茂中 2:39.95 4 8 641 板倉　由佳(3) 岩美中 2:43.59
ﾔﾍﾞ ﾅﾂﾐ ｱｵﾔﾏ ｷｮｳｶ

5 7 605 矢部　夏実(2) 八頭中 2:41.96 5 5 335 青山　京可(3) 河北中 2:44.44
ﾏﾂｳﾗ ﾏﾅ ｶﾄﾞﾅｶﾞ ｺﾕｷ

6 9 384 松浦　舞那(2) 東伯中 2:42.41 6 2 91 門永　瑚幸(2) 境港第一中 2:49.78
ｲﾜｻｷ ﾄﾓｺ ﾖﾈﾀﾞ ｱﾔｶ

7 8 80 岩崎　智子(2) 大山中 2:57.30 7 7 250 米田　彩夏(3) 北溟中 2:54.44
ﾓﾘﾓﾄ ﾓﾓｶ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾉ

8 1 572 森本　桃華(3) 桜ヶ丘中 2:57.44 3 531 小林　彩乃(3) 鳥取北中 DNS
ﾌｸﾀﾞ ﾕｽﾞｷ

9 2 98 福田 柚月(2) 日南中 3:11.64

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

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ ｺﾏｲ ｱｻｶ

1 4 112 田中　悠稀(2) 後藤ヶ丘中 2:26.84 q 1 6 92 駒井　朝伽(2) 境港第一中 2:25.30 q
ﾅｶﾞｲ ｼﾁｶ ﾊｾｶﾞﾜ ﾂｷﾅ

2 5 338 長石　知佳(3) 河北中 2:35.79 q 2 9 627 長谷川　月菜(2) 湖東中 2:41.02
ｻﾜ ｶﾖｺ ｲｼﾄﾋﾞ ﾕｳﾅ

3 8 473 澤　佳代子(3) 中ノ郷中 2:39.50 3 5 43 石飛　悠成(2) 尚徳中 2:43.96
ｳﾁﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ｵｶﾞﾜ ｾﾘ

4 7 68 内田 恵(2) 東山中 2:43.82 4 7 298 小川　瀬莉(3) 鴨川中 2:49.63
ﾏﾂﾓﾄ ｱｹﾞﾊ ｻﾜﾀﾞ ﾗﾑ

5 9 254 松本　愛歌華(2) 北溟中 2:46.47 5 3 544 澤田　羅夢(3) 国府中 2:50.87
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｺ ﾏﾂｵｶ ﾐｻｷ

6 6 32 渡部　桃子(2) 加茂中 2:46.85 6 8 52 松岡　水咲(2) 溝口中 2:53.99
ｵｶｶﾞｷ ﾁｻｷ ｱｻﾀﾞ ﾅﾂｷ

7 2 541 岡垣　知沙樹(3) 国府中 2:55.66 2 93 淺田　夏光(3) 米子北斗中 DNS
ｻｶﾞﾜ ｶﾉ ｶﾄﾞﾜｷ ﾕﾒ

8 3 55 佐川　花野(3) 美保中 2:55.88 4 295 門脇　優夢(3) 北条中 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学女子800m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 13:30 予　選
7月9日 12:50 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾔｽﾀﾞ ｶﾘﾝ

1 303 保田　夏凛(3) 倉吉西中
ﾅｶﾞｲ ｼﾁｶ

2 338 長石　知佳(3) 河北中
ﾋｼﾞｶﾀ ｱﾔｶ

3 670 泥方 彩華(2) 高草中
ｺﾏｲ ｱｻｶ

4 92 駒井　朝伽(2) 境港第一中
ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ

5 521 岸本　百桃(3) 鳥取西中
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

6 112 田中　悠稀(2) 後藤ヶ丘中
ｲﾜﾓﾄ ミク

7 305 岩本　珠空(2) 倉吉西中
ﾄｲﾀ ﾕｷ

8 476 戸板　由貴(2) 中ノ郷中

記録

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録
決　勝

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

予　選　4組

予　選　5組

予　選　6組

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



中学女子1500m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 11:25 予　選
7月9日 15:25 決　勝

予　選　2組7着＋4

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

ﾓﾘﾓﾄ ｱｲﾅ ﾅｶﾞｲ ｼﾁｶ

1 15 669 森本 愛菜(2) 高草中 5:06.30 Q 1 17 338 長石　知佳(3) 河北中 4:58.79 Q
ｳｴﾀﾞ ﾓｴ ﾏｻﾀﾞ ｱｲﾘ

2 6 155 植田 萌恵(3) 岸本中 5:06.80 Q 2 3 501 政田　愛梨(3) 鳥大附属中 5:04.69 Q
ﾂﾑﾗ ｱﾐ ｽｽﾞｷ ｿﾗ

3 7 337 津村　碧美(3) 河北中 5:07.10 Q 3 14 603 鈴木　奏楽(3) 八頭中 5:05.60 Q
ｲｼﾀﾞ ﾅｲﾙ ﾏｴﾀ ﾕｷﾎ

4 5 610 石田　奈衣留(2) 八頭中 5:15.19 Q 4 1 496 前田　佑紀穂(3) 国府中 5:10.26 Q
ｳﾁﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ｲﾜﾓﾄ ミク

5 3 68 内田 恵(2) 東山中 5:20.20 Q 5 2 305 岩本　珠空(2) 倉吉西中 5:10.81 Q
ｺｼﾞﾏ ｵﾄﾊ ｲﾜｻｷ ｺﾄﾈ

6 18 13 児島　乙葉(2) 福米中 5:21.38 Q 6 13 20 岩﨑　琴音(3) 加茂中 5:18.17 Q
ﾀﾅｶ ﾂｶｻ ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ

7 19 375 田中 つかさ(1) 大栄中 5:28.01 Q 7 5 530 中村　瑠良(3) 鳥取北中 5:20.16 Q
ﾌｸﾓﾄ ﾏｲ ﾊﾏﾊｼ ｵﾄﾊ

8 11 259 福本　舞衣(1) 北溟中 5:29.53 q 8 11 621 濵橋　音波(3) 湖東中 5:20.41 q
ｱｵｷ ﾐｻﾄ ｲｼﾄﾋﾞ ﾕｳﾅ

9 17 500 青木　美里(3) 鳥大附属中 5:30.26 q 9 19 43 石飛　悠成(2) 尚徳中 5:29.52 q
ﾏｴﾀ ｱｲﾅ ﾆｼﾑﾗ ﾐｻｷ

10 12 357 前田　愛菜(2) 倉吉東中 5:32.41 10 20 321 西村　美咲(2) 久米中 5:30.92
ｶﾒｵ ﾐﾉﾘ ﾉｸﾞﾁ ﾏﾅ

11 9 140 亀尾　美緑(2) 法勝寺中 5:33.25 11 15 158 野口 麻那(2) 岸本中 5:39.18
ﾊﾀﾉ ｱｲｶ ﾖﾈﾀﾞ ｱﾔｶ

12 4 545 波多野　愛佳(3) 国府中 5:35.90 12 9 250 米田　彩夏(3) 北溟中 5:46.87
ｲﾄﾞｶﾞｷ ｺｺﾅ ﾊﾀ ｲﾌﾞｷ

13 2 450 井戸垣　心己(2) 鳥取南中 5:46.27 13 12 64 秦 伊吹(3) 福生中 5:58.01
ｸﾁﾀ ｱﾕﾐ ﾐﾔﾜｷ ｶﾅﾒ

14 16 27 口田　歩未(2) 加茂中 5:49.05 14 16 590 宮脇　奏芽(3) 青谷中 5:59.01
ｸﾙﾏｲ ﾙﾅ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ

15 8 470 車井　留菜(3) 中ノ郷中 6:03.28 15 10 97 高橋 里奈(2) 日南中 6:03.18
ﾌｸﾀﾞ ﾕｽﾞｷ ｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ

16 10 98 福田 柚月(2) 日南中 6:23.60 16 8 18 伊澤　春花(2) 福米中 6:08.77
ﾀﾅｶ ｿﾗ ﾊﾏﾀﾞ ﾐｷ

17 1 584 田中　そら(3) 青谷中 6:27.52 17 6 460 浜田　光希(1) 鳥取南中 6:11.54
ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ ｼﾊﾞﾀ ﾏｲｶ

13 521 岸本　百桃(3) 鳥取西中 DNS 18 7 136 柴田　舞花(2) 日野中 6:23.02
ﾔｽﾀﾞ ｶﾘﾝ ｶﾀﾔﾏ ﾐﾕ

14 303 保田　夏凛(3) 倉吉西中 DNS 4 472 片山　美優(3) 中ノ郷中 DNS
ｶﾄﾞﾜｷ ﾕﾒ

18 295 門脇　優夢(3) 北条中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子1500m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 11:25 予　選
7月9日 15:25 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾏｴﾀ ﾕｷﾎ

1 496 前田　佑紀穂(3) 国府中
ﾓﾘﾓﾄ ｱｲﾅ

2 669 森本 愛菜(2) 高草中
ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ

3 530 中村　瑠良(3) 鳥取北中
ｳｴﾀﾞ ﾓｴ

4 155 植田 萌恵(3) 岸本中
ﾊﾏﾊｼ ｵﾄﾊ

5 621 濵橋　音波(3) 湖東中
ｳﾁﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ

6 68 内田 恵(2) 東山中
ﾂﾑﾗ ｱﾐ

7 337 津村　碧美(3) 河北中
ｱｵｷ ﾐｻﾄ

8 500 青木　美里(3) 鳥大附属中
ﾅｶﾞｲ ｼﾁｶ

9 338 長石　知佳(3) 河北中
ｲｼﾄﾋﾞ ﾕｳﾅ

10 43 石飛　悠成(2) 尚徳中
ﾏｻﾀﾞ ｱｲﾘ

11 501 政田　愛梨(3) 鳥大附属中
ｲｼﾀﾞ ﾅｲﾙ

12 610 石田　奈衣留(2) 八頭中
ｺｼﾞﾏ ｵﾄﾊ

13 13 児島　乙葉(2) 福米中
ｲﾜﾓﾄ ミク

14 305 岩本　珠空(2) 倉吉西中
ﾌｸﾓﾄ ﾏｲ

15 259 福本　舞衣(1) 北溟中
ｲﾜｻｷ ｺﾄﾈ

16 20 岩﨑　琴音(3) 加茂中
ｽｽﾞｷ ｿﾗ

17 603 鈴木　奏楽(3) 八頭中
ﾀﾅｶ ﾂｶｻ

18 375 田中 つかさ(1) 大栄中

記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予　選　1組

予　選　2組

決　勝

凡例  DNS:欠場



中学女子100mH(0.762m)
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 09:30 予　選
7月8日 14:55 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 (風:+0.1) 2組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 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 ｼﾐｽﾞ ﾐﾔｺ

1 5 272 杉本 鈴夏(3) 赤碕中 14.85 Q 1 4 504 清水　美京(2) 鳥大附属中 15.14 Q
ｶｶﾞﾜ ﾚｲﾅ ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ

2 7 109 加河　鈴菜(2) 後藤ヶ丘中 15.27 Q 2 7 302 山本　明香理(3) 倉吉西中 15.63 Q
ﾌｸｼﾏ ﾋﾅﾀ ｼﾐｽﾞ ﾐｻﾄ

3 6 183 福嶋 ひなた(1) 福生中 16.06 3 5 490 清水　美郷(3) 気高中 15.88 q
ﾐﾔﾋﾗ ｱﾐ ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｺ

4 4 2 宮平　亜美(3) 弓ヶ浜中 16.36 4 6 296 足立　優子(3) 北条中 16.86
ｻｻｷ ﾋｶﾙ ﾀｸﾜ ﾂｸﾞﾐ

5 8 129 佐々木　ひかる(3) 日野中 19.13 5 8 104 多久和　亜美(3) 後藤ヶ丘中 18.34
ｷﾑﾗ ﾕｳｶ ﾏｴﾀ ｷﾗﾘ

6 2 46 木村　祐佳(3) 溝口中 21.70 6 9 19 前田　希望(2) 福米中 18.58
ｱｼｲ ﾅｷﾞﾊ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾅ

7 3 220 足井　凪葉(1) 法勝寺中 22.11 7 2 159 松原 妃七(2) 岸本中 19.68
ﾄﾐﾀ ﾕｳｶ ｽﾔﾏ ｱｷﾗ

9 575 冨田　宥夏(2) 桜ヶ丘中 DNS 8 3 223 須山　晶(1) 法勝寺中 22.67

3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
ｶﾜﾓﾄ ﾐﾕ

1 5 304 河本　美祐(2) 倉吉西中 14.79 Q
ﾆｼﾑﾗ ｶﾉ

2 6 334 西村　華乃(3) 河北中 15.17 Q
ｵｵﾀ ｴﾚﾝ

3 7 577 大田　絵恋(3) 桜ヶ丘中 15.30 q
ﾄﾐﾅｶﾞ ｶﾎ

4 8 14 富永　夏帆(2) 福米中 18.03
ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ

5 3 3 中村　育海(2) 弓ヶ浜中 19.75
ﾐﾖｼ ﾁﾅﾘ

6 9 629 三好　一愛(2) 湖東中 20.20
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉﾘ

7 4 356 小林　星乃陸(2) 倉吉東中 20.26
ﾆｯﾀ ﾀﾏﾎ

2 179 新田 珠歩(1) 岸本中 DNF

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
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾝｶ

1 6 272 杉本 鈴夏(3) 赤碕中 14.75
ｶﾜﾓﾄ ﾐﾕ

2 4 304 河本　美祐(2) 倉吉西中 14.77
ｼﾐｽﾞ ﾐﾔｺ

3 7 504 清水　美京(2) 鳥大附属中 15.20
ﾆｼﾑﾗ ｶﾉ

4 5 334 西村　華乃(3) 河北中 15.20
ｵｵﾀ ｴﾚﾝ

5 3 577 大田　絵恋(3) 桜ヶ丘中 15.36
ｶｶﾞﾜ ﾚｲﾅ

6 9 109 加河　鈴菜(2) 後藤ヶ丘中 15.56
ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ

7 8 302 山本　明香理(3) 倉吉西中 15.68
ｼﾐｽﾞ ﾐｻﾄ

8 2 490 清水　美郷(3) 気高中 15.88

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



中学女子4X100mR
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 12:05 予　選
7月9日 13:10 決　勝

予　選　4組0着＋8

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 河北中 336 中村　風音(3) ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾈ 50.10 1 2 鳥取西中 525 森本　ことみ(3) ﾓﾘﾓﾄ ｺﾄﾐ 50.25
332 土井　あかり(3) ﾄﾞｲ ｱｶﾘ q 524 中口　心(3) ﾅｶｸﾞﾁ ｺｺﾛ q
334 西村　華乃(3) ﾆｼﾑﾗ ｶﾉ 523 田口　愛梨(3) ﾀｸﾞﾁ ｱｲﾘ 
340 薮本　香倫(2) ﾔﾌﾞﾓﾄ ｶﾘﾝ 520 尾﨑　星(3) ｵｻｷ ｱｶﾘ

2 6 尚徳中 43 石飛　悠成(2) ｲｼﾄﾋﾞ ﾕｳﾅ 53.23 2 7 倉吉西中 301 長田　杏奈(3) ﾅｶﾞﾀ ｱﾝﾅ 50.88
44 細田　葵生(2) ﾎｿﾀﾞ ｱｵｲ 302 山本　明香理(3) ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ q
42 浦田　心優(2) ｳﾗﾀ ﾐﾕｳ 300 森本　咲(3) ﾓﾘﾓﾄ ｻｷ
38 北窓　玲奈(3) ｷﾀﾏﾄﾞ ﾚﾅ 304 河本　美祐(2) ｶﾜﾓﾄ ﾐﾕ

3 7 箕蚊屋中 35 小山　未來(3) ｺﾔﾏ ﾐｸ 53.96 3 4 湖東中 623 森下　みのり(3) ﾓﾘｼﾀ ﾐﾉﾘ 53.07
200 今川　七海(1) ｲﾏｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ 622 元場　ねね(3) ﾓﾄﾊﾞ ﾈﾈ
36 森田　真依(3) ﾓﾘﾀ ﾏｲ 631 麻木　菜々美(2) ｱｻｷ ﾅﾅﾐ
34 馬淵　つぐみ(3) ﾏﾌﾞﾁ ﾂｸﾞﾐ 620 岡村　紗那(3) ｵｶﾑﾗ ｻﾅ

4 2 加茂中 23 島谷　莉帆(3) ｼﾏﾀﾆ ﾘﾎ 55.21 4 5 岩美中 640 八田　愛香(3) ﾊｯﾀ ｱｲｶ 55.01
193 高梨　舞夏(1) ﾀｶﾅｼ ﾏｲｶ 643 田中ひなの(2) ﾀﾅｶ ﾋﾅﾉ
30 永井　紗也加(2) ﾅｶﾞｲ ｻﾔｶ 642 伹井　友厘(2) ﾀｲ ﾕｳﾘ
25 渡邉　佳穏(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾝ 644 尾崎　愛来(2) ｵｻｷ ｱｲﾗ

5 5 福米中 14 富永　夏帆(2) ﾄﾐﾅｶﾞ ｶﾎ 55.99 5 8 国府中 543 村岡　優菜(3) ﾑﾗｵｶ ﾕｳﾅ 56.48
12 岸本　結郁(2) ｷｼﾓﾄ ﾕｲｶ 550 山内　郁芽(1) ﾔﾏｳﾁ ｱﾔﾒ
15 中村　彩花(2) ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 547 小山　朋笑(2) ｺﾔﾏ ﾄﾓｴ
17 篠田　朋花(2) ｼﾉﾀﾞ ﾎﾉｶ 542 坂本　透夏(3) ｻｶﾓﾄ ｽﾐｶ

6 8 溝口中 47 副島　雅希(3) ｿｴｼﾞﾏ ﾏｷ 57.45 6 6 中山中 122 中井　琳菜(2) ﾅｶｲ ﾘﾅ 56.77
52 松岡　水咲(2) ﾏﾂｵｶ ﾐｻｷ 121 谷本     萌(3) ﾀﾆﾓﾄ ﾓｴ
48 田中　桜里(3) ﾀﾅｶ ｶｵﾘ 123 平谷　南摘(2) ﾋﾗﾀﾆ ﾅﾂﾐ
45 岸　琴美(3) ｷｼ ｺﾄﾐ 125 山下　 莉央(1) ﾔﾏｼﾀ ﾘｵ

7 3 名和中 145 小椋　彩加(3) ｵｸﾞﾗ ｱﾔｶ 58.39 7 3 日南中 97 高橋 里奈(2) ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 57.76
152 岡田　綺羅(3) ｵｶﾀﾞ ｷﾗ 96 大柄 美咲(2) ｵｵｴ ﾐｻｷ
150 山福　來愛(1) ﾔﾏﾌｸ ｸﾚｱ 196 青木 芹那(1) ｱｵｷ ｾﾘﾅ
146 角田　未悠(3) ﾂﾉﾀﾞ ﾐﾕ 95 淺川 彩乃(2) ｱｻｶﾜ ｱﾔﾉ

9 法勝寺中 DNS 8 9 岸本中 157 中嶋 未来(2) ﾅｶｼﾏ ﾐｸ 59.60
159 松原 妃七(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾅ
178 手槌　彩乃(1) ﾃﾂﾞﾁ ｱﾔﾉ
177 吉川 彩香(1) ｷｯｶﾜ ｱﾔｶ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 美保中 54 米澤　明奈(3) ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 50.20 1 5 後藤ヶ丘中 102 大石　真唯子(3) ｵｵｲｼ ﾏｲｺ 50.17
53 宮崎　望(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ q 100 原　あゆり(3) ﾊﾗ ｱﾕﾘ q
60 松﨑　瑠奈(2) ﾏﾂｻﾞｷ ﾙﾅ 105 縄本　すず(3) ﾅﾜﾓﾄ ｽｽﾞ
59 角　良子(2) ｽﾐ ﾘｮｳｺ 109 加河　鈴菜(2) ｶｶﾞﾜ ﾚｲﾅ

2 6 大山中 81 諸遊　愛珠(2) ﾓﾛﾕ ｱﾘｽ 52.98 2 8 福生中 183 福嶋 ひなた(1) ﾌｸｼﾏ ﾋﾅﾀ 51.92
76 大前　翔子(3) ｵｵﾏｴ ｼｮｳｺ q 61 西小野 莉子(3) ﾆｼｵﾉ ﾘｺ q
77 岡田　小夏(3) ｵｶﾀﾞ ｺﾅﾂ 187 津田 真里愛(1) ﾂﾀﾞ ﾏﾘｱ
85 亀山  うらら(1) ｶﾒﾔﾏ  ｳﾗﾗ 62 堀尾 月奈(3) ﾎﾘｵ ﾙﾅ

3 7 鳥取南中 451 安田　凜(2) ﾔｽﾀﾞ ﾘﾝ 56.26 3 4 湊山中 170 尾沢　葉(2) ｵｻﾞﾜ ﾖｳ 52.62
452 小泉　成未(2) ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾙﾐ 205 田村　倫子(1) ﾀﾑﾗ ﾘｺ q
453 廣山　さんご(1) ﾋﾛﾔﾏ ｻﾝｺﾞ 169 山田　彩乃(3) ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾉ
456 福岡　桃子(1) ﾌｸｵｶ ﾓﾓｺ 167 亀居　紗楓(3) ｶﾒｲ ｻﾔｶ

4 9 東伯中 386 定常　和歌子(1) ｻﾀﾞﾂﾈ ﾜｶｺ 56.40 4 2 八頭中 566 内田　美咲(1) ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ 53.82
381 福井　瑠夏(2) ﾌｸｲ ﾙｶ 604 垣本　月海(2) ｶｷﾓﾄ ﾂｸﾞﾐ
390 佐伯　有凛(1) ｻｴｷ ﾕﾘ 608 佐々木　彩奈(2) ｻｻｷ ｱﾔﾅ
387 高見　泉舞(1) ﾀｶﾐ ｲﾌﾞ 614 氏家　慈香(1) ｳｼﾞｲｴ ｲﾂｶ

5 3 倉吉東中 355 勇　沙彩(2) ｲｻﾐ ｻｱﾔ 56.61 5 6 境港第一中 89 佐藤　日和(3) ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ 54.37
356 小林　星乃陸(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉﾘ 171 西尾　心優(1) ﾆｼｵ ﾐﾕｳ
359 灘口　祐美(1) ﾅﾀﾞｸﾞﾁ ﾕﾐ 90 加藤　愛衣(2) ｶﾄｳ ﾒｲ
360 山口　春花(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 92 駒井　朝伽(2) ｺﾏｲ ｱｻｶ

8 北溟中 260 田中　絢(3) ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ DQ,R3 6 7 日野中 129 佐々木　ひかる(3) ｻｻｷ ﾋｶﾙ 54.64
252 笠田　菜夏(3) ｶｻﾀﾞ ﾅﾅ 127 景山　杏海(3) ｶｹﾞﾔﾏ ｱﾐ
251 佐々木　桃愛(3) ｻｻｷ ﾓﾓｴ 130 住田　有衣菜(3) ｽﾐﾀﾞ ﾕｲﾅ
255 山田　純名(2) ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾅ 132 西村　涼花(3) ﾆｼﾑﾗ ｽｽﾞｶ

2 鳥大附属中 DNS 7 9 弓ヶ浜中 3 中村　育海(2) ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ 55.84
2 宮平　亜美(3) ﾐﾔﾋﾗ ｱﾐ
1 長谷川　小雪(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｺﾕｷ
4 坂本　楓莉(2) ｻｶﾓﾄ ｶﾘﾝ

5 桜ヶ丘中 DNS 3 境港第三中 162 濵田　佳奈(3) ﾊﾏﾀﾞ ｶﾅ DQ,R2

163 福岡　里音(3) ﾌｸｵｶ ｻﾄﾈ
161 門脇　美空(3) ｶﾄﾞﾜｷ ﾐｸ
160 柏木　千裕(3) ｶｼﾜｷﾞ ﾁﾋﾛ

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



中学女子4X100mR
審 判 長：中原　利幸
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 12:05 予　選
7月9日 13:10 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

2 湊山中 170 尾沢　葉(2) ｵｻﾞﾜ ﾖｳ
205 田村　倫子(1) ﾀﾑﾗ ﾘｺ
169 山田　彩乃(3) ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾉ
167 亀居　紗楓(3) ｶﾒｲ ｻﾔｶ

3 大山中

4 鳥取西中

5 河北中 336 中村　風音(3) ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾈ
332 土井　あかり(3) ﾄﾞｲ ｱｶﾘ
334 西村　華乃(3) ﾆｼﾑﾗ ｶﾉ
340 薮本　香倫(2) ﾔﾌﾞﾓﾄ ｶﾘﾝ

6 美保中 54 米澤　明奈(3) ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ
53 宮崎　望(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ
60 松﨑　瑠奈(2) ﾏﾂｻﾞｷ ﾙﾅ
59 角　良子(2) ｽﾐ ﾘｮｳｺ

7 後藤ヶ丘中 102 大石　真唯子(3) ｵｵｲｼ ﾏｲｺ
100 原　あゆり(3) ﾊﾗ ｱﾕﾘ
105 縄本　すず(3) ﾅﾜﾓﾄ ｽｽﾞ
109 加河　鈴菜(2) ｶｶﾞﾜ ﾚｲﾅ

8 福生中

9 倉吉西中 301 長田　杏奈(3) ﾅｶﾞﾀ ｱﾝﾅ
302 山本　明香理(3) ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ
300 森本　咲(3) ﾓﾘﾓﾄ ｻｷ
304 河本　美祐(2) ｶﾜﾓﾄ ﾐﾕ

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



中学女子走高跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 11:00 決　勝

決　勝　

ﾎｿﾀﾞ ﾋｶﾘ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

1 10 505 細田　ひかり(2) 鳥大附属中 1m48
ｱｻｸﾗ ｽﾐﾚ － － ○ ○ × ○ × × ×

2 7 331 朝倉　澄麗(3) 河北中 1m48
ﾔﾏｼﾀ ﾘｵ ○ ○ × × ×

3 22 125 山下　 莉央(1) 中山中 1m35
ｵｻｷ ﾘｻ ○ × ○ × × ×

4 19 474 尾崎　莉沙(2) 中ノ郷中 1m35
ﾄﾐﾅｶﾞ ｶﾎ ○ × × ×

5 5 14 富永　夏帆(2) 福米中 1m30
ﾎﾝﾏ ｼｵﾘ ○ × × ×

5 14 141 本間　汐莉(2) 法勝寺中 1m30
ｻﾅﾀﾞ ｽｽﾞｶ ○ × × ×

5 21 261 真多　涼香(3) 北溟中 1m30
ﾓﾄｲｹ ｶﾉ × ○ × × ×

8 16 58 本池　佳乃(2) 美保中 1m30
ﾅｶﾑﾗ ﾘｶ × × ○ × × ×

9 9 49 仲村　梨花(3) 溝口中 1m30
ﾀﾅｶ ｱﾘｱ × × ○ × × ×

9 17 554 田中 アリア(3) 河原中 1m30
ﾌｸﾀ ｱｲﾅ × × ×

1 466 福田　藍菜(1) 中ノ郷中 NM
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾅ × × ×

2 255 山田　純名(2) 北溟中 NM
ｻｶﾓﾄ ｽﾐｶ × × ×

3 542 坂本　透夏(3) 国府中 NM
ｳｴﾀ ﾎﾉｶ × × ×

6 583 植田　帆乃夏(3) 青谷中 NM
ﾀﾋﾗ ﾘﾘｶ × × ×

8 29 田平　梨々花(2) 加茂中 NM
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ × × ×

11 15 中村　彩花(2) 福米中 NM
ﾄﾞｲ ﾅﾂﾐ × × ×

13 347 土井　なつみ(1) 河北中 NM
ﾀﾏｷ ﾘﾝ × × ×

15 532 玉木　凜(3) 鳥取北中 NM
ｵｵﾀﾆ ﾐｻｷ × × ×

18 191 大谷　実咲季(1) 加茂中 NM
ｱｻｲ ﾘｵ

4 184 浅井 莉桜(1) 福生中 DNS
ﾏｷ ﾊﾙｶ

12 79 牧　はるか(3) 大山中 DNS
ｷﾀｶﾞﾜ ｻｴ

20 5 北川　紗愛(1) 弓ヶ浜中 DNS

ｺﾒﾝﾄ
1m35 1m40 1m45 1m48 1m51

記録順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m30

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学女子走幅跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：伊田　敬哲

7月8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

ﾆｼｵﾉ ﾘｺ × × 4m80 4m80 5m36 × 5m39 5m39
1 26 61 西小野 莉子(3) 福生中 +1.3 +1.3 +1.6 +0.9 +0.9

ｷﾀﾏﾄﾞ ﾚﾅ × 4m73 4m75 4m75 4m82 4m86 4m99 4m99
2 5 38 北窓　玲奈(3) 尚徳中 +1.3 +0.5 +0.5 +2.1 +1.0 +1.2 +1.2

ｶｹﾞﾔﾏ ｱﾐ × 4m82 × 4m82 4m81 × × 4m82
3 18 127 景山　杏海(3) 日野中 +0.3 +0.3 +2.1 +0.3

ﾀｲ ﾕｳﾘ 4m37 × × 4m37 4m47 4m35 4m66 4m66
4 12 642 伹井　友厘(2) 岩美中 +2.6 +2.6 +1.1 +1.2 +1.8 +1.8

ﾆｼｵ ﾐﾕｳ 4m21 4m44 4m41 4m44 4m35 × 4m66 4m66
5 29 171 西尾　心優(1) 境港第一中 +0.8 +2.0 +0.5 +2.0 +1.2 +1.2 +1.2

ｼﾏﾀﾆ ﾘﾎ 4m38 4m37 4m30 4m38 4m07 4m39 4m41 4m41
6 25 23 島谷　莉帆(3) 加茂中 +1.1 +0.4 +1.1 +1.1 +2.3 +0.8 +1.9 +1.9

ﾔﾏﾈ ﾙｶ 4m33 4m32 4m26 4m33 4m40 4m12 4m15 4m40
7 38 602 山根　瑠夏(3) 八頭中 -0.7 +0.8 +2.2 -0.7 +0.9 +1.4 +2.4 +0.9

ﾊｾｶﾞﾜ ｺﾕｷ 4m29 4m36 × 4m36 4m17 4m34 × 4m36
8 8 1 長谷川　小雪(3) 弓ヶ浜中 +0.2 +2.2 +2.2 +1.2 +1.0 +2.2

ﾓﾘﾓﾄ ｺﾄﾐ 4m17 4m23 4m29 4m29 4m29
9 19 525 森本　ことみ(3) 鳥取西中 +2.3 +0.6 +2.0 +2.0 +2.0

ｶﾐﾅﾀﾞ ﾁﾋﾛ 4m27 4m23 4m26 4m27 4m27
10 41 99 上灘　千紘(2) 境港第二中 +1.6 +0.4 +2.1 +1.6 +1.6

ﾑﾗﾀ ﾏﾎ 4m00 4m26 4m02 4m26 4m26
11 10 475 村田　舞帆(2) 中ノ郷中 -0.5 +1.4 +2.1 +1.4 +1.4

ﾀｶﾊｼ ｱﾐ 4m26 4m26 4m26
12 48 522 高橋　愛美(3) 鳥取西中 +1.7 +1.7 +1.7

ﾏﾂﾓﾄ ｵﾄﾊ 4m13 4m22 × 4m22 4m22
13 43 107 松本　音羽(3) 後藤ヶ丘中 +0.4 +0.9 +0.9 +0.9

ｲﾁﾊﾞ ｶﾊﾅ 3m98 × 4m22 4m22 4m22
14 3 101 市場　果英(3) 後藤ヶ丘中 -0.4 +1.6 +1.6 +1.6

ｶｻﾀﾞ ﾅﾅ 4m04 4m21 4m21 4m21
15 32 252 笠田　菜夏(3) 北溟中 -0.2 +1.9 +1.9 +1.9

ﾓﾛﾕ ｱﾘｽ 4m20 × 4m17 4m20 4m20
16 28 81 諸遊　愛珠(2) 大山中 +0.1 +0.5 +0.1 +0.1

ｴﾝﾄﾞｳ ﾚﾅ 4m08 4m20 × 4m20 4m20
17 33 57 遠藤玲奈(2) 美保中 -0.7 +0.6 +0.6 +0.6

ｳﾗﾀ ﾐﾕｳ 3m85 × 4m20 4m20 4m20
18 44 42 浦田　心優(2) 尚徳中 +2.1 +1.6 +1.6 +1.6

ｵｸﾞﾗ ｱﾔｶ 4m19 4m15 4m03 4m19 4m19
19 14 145 小椋　彩加(3) 名和中 +2.0 +0.3 +1.6 +2.0 +2.0

ﾎﾝﾏ ｼｵﾘ 3m96 4m12 4m10 4m12 4m12
20 36 141 本間　汐莉(2) 法勝寺中 -0.1 +2.1 +0.8 +2.1 +2.1

ﾏｴﾀ ｷﾗﾘ 3m70 4m11 4m11 4m11 4m11
21 15 19 前田　希望(2) 福米中 +1.6 +1.0 +0.7 +1.0 +0.7

ｶﾈﾐﾂ ｻｸﾗ 3m73 4m11 4m11 4m11
22 34 299 金光　桜(3) 鴨川中 -0.4 +1.5 +1.5 +1.5

ﾂﾉﾀﾞ ﾐﾕ × 4m11 × 4m11 4m11
23 46 146 角田　未悠(3) 名和中 +0.7 +0.7 +0.7

ﾐﾔｳﾁ ｻｷ × 4m02 4m06 4m06 4m06
24 47 372 宮内 彩希(2) 大栄中 +0.7 +1.6 +1.6 +1.6

ﾆｼﾑﾗ ｽｽﾞｶ 4m06 × × 4m06 3m19 4m06
25 50 132 西村　涼花(3) 日野中 +2.5 +2.5 +1.0 +2.5

ﾐﾔｳﾁ ｻﾔｶ 4m05 4m00 4m05 4m05
26 1 370 宮内 彩也伽(3) 大栄中 +0.3 +2.4 +0.3 +0.3

ｻﾀﾞﾂﾈ ﾜｶｺ 3m83 3m96 4m02 4m02 4m02
27 2 386 定常　和歌子(1) 東伯中 +0.9 +1.7 +0.9 +0.9 +0.9

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾉ 4m00 × × 4m00 4m00
28 6 169 山田　彩乃(3) 湊山中 -1.1 -1.1 -1.1

ﾖｼﾀﾞ ｶﾎ 3m66 3m98 × 3m98 3m98
29 20 344 吉田　花帆(1) 河北中 +2.2 +0.1 +0.1 +0.1

ﾀﾆｵ ﾏｲ × 3m91 3m90 3m91 3m91
30 24 585 谷尾　眞依(3) 青谷中 +1.3 +1.7 +1.3 +1.3

ｵｵｴ ﾐｻｷ 3m89 3m89 3m89
31 52 96 大柄 美咲(2) 日南中 +1.3 +1.3 +1.3

ﾀﾆﾓﾄ ﾓｴ 3m85 3m85 3m85
32 49 121 谷本     萌(3) 中山中 +2.1 +2.1 +2.1

ｶｼﾜｷﾞ ﾁﾋﾛ 3m84 × × 3m84 3m84
33 23 160 柏木　千裕(3) 境港第三中 +1.7 +1.7 +1.7

ﾅｶﾞｲ ｻﾔｶ 3m83 3m83 3m83
34 31 30 永井　紗也加(2) 加茂中 -0.5 -0.5 -0.5

凡例  DNS:欠場



中学女子走幅跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：伊田　敬哲

7月8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

ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 3m80 3m80 3m80
35 53 677 山下　結衣(2) 鳥取東中 +1.3 +1.3 +1.3

ﾐﾖｼ ﾁﾅﾘ 3m78 3m78 3m78
36 42 629 三好　一愛(2) 湖東中 +1.6 +1.6 +1.6

ｲﾁﾞ ｶﾘﾝ × 3m74 3m74 3m74
37 22 632 居地　可鈴(2) 湖東中 +0.5 +0.5 +0.5

ﾔﾏｼﾀ ﾏﾐ 3m73 3m73 3m73
38 16 510 山下　真美(1) 鳥大附属中 -0.1 -0.1 -0.1

ﾅｶｼﾏ ﾐｸ × 3m64 3m64 3m64
39 17 157 中嶋 未来(2) 岸本中 +1.1 +1.1 +1.1

ｶﾜｲ ｱﾕﾐ 3m55 × × 3m55 3m55
40 7 606 川井　　アユミ(2) 八頭中 -0.5 -0.5 -0.5

ﾃﾂﾞﾁ ｱﾔﾉ 3m55 × 3m55 3m55
40 37 178 手槌　彩乃(1) 岸本中 -0.6 -0.6 -0.6

ﾑﾗﾀ ﾎﾉｶ 3m50 × 3m50 3m50
42 30 561 村田　萌香(3) 福部未来学園中 -0.3 -0.3 -0.3

ﾖｺｶﾞﾜ ｱｲﾅ 3m47 3m47 3m47
43 39 646 横川　愛栞(2) 岩美中 +2.9 +2.9 +2.9

ｲﾜﾉ ﾅﾂｷ × 3m40 3m40 3m40
44 27 307 岩野　夏希(1) 倉吉西中 +0.7 +0.7 +0.7

ｶﾀﾗｵ ﾊﾅ 3m27 3m27 3m27
45 45 182 荊尾 巴奈(1) 福生中 +1.0 +1.0 +1.0

ﾓﾘ ﾄﾓﾐ 3m19 3m19 3m19
46 51 246 森　友美(1) 福米中 +1.0 +1.0 +1.0

ｶﾀｵｶ ﾕｷﾅ 3m16 3m16 3m16
47 21 197 片岡 透奈(1) 日南中 +2.5 +2.5 +2.5

ﾌﾙｶﾜ ﾅﾅ 3m00 × 3m00 3m00
48 11 224 古川　七菜(1) 法勝寺中 +1.1 +1.1 +1.1

ｷﾀｶﾞﾜ ｻｴ 2m95 2m95 2m95
49 54 5 北川　紗愛(1) 弓ヶ浜中 +1.1 +1.1 +1.1

ﾌｼﾞｲ ﾓｱ 2m80 × 2m80 2m80
50 35 164 藤井　杏歩(2) 境港第三中 +0.6 +0.6 +0.6

ｱﾗﾀ ﾓｴﾘ

4 120 荒田  萌里(3) 中山中 DNS
ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲﾔ

9 94 松本　メイヤ(2) 米子北斗中 DNS
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｸ

13 576 谷口　美空(2) 桜ヶ丘中 DNS
ｻｶﾓﾄ ｶﾔ

40 339 坂本　かや(2) 河北中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：加嶋　秀

記録主任：伊田　敬哲

7月8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

ﾀｸﾞﾁ ｱｲﾘ 

1 7 523 田口　愛梨(3) 鳥取西中 9m37 10m20 10m09 10m20 9m08 8m80 9m46 10m20
ﾋｸﾞﾁ ﾐｻｷ

2 25 106 樋口　美咲(3) 後藤ヶ丘中 9m59 9m77 9m16 9m77 9m43 × × 9m77
ﾓﾘｼﾀ ﾐﾉﾘ

3 4 623 森下　みのり(3) 湖東中 8m48 8m46 8m31 8m48 8m93 × 8m51 8m93
ｲﾘｴ ﾊﾅ

4 10 50 入江　巴菜(2) 溝口中 7m79 8m47 8m46 8m47 8m78 8m64 8m79 8m79
ﾊﾀ ｱｷﾈ

5 1 156 畑　昭音(3) 岸本中 8m30 8m23 8m48 8m48 7m81 8m72 8m60 8m72
ﾏｷ ﾊﾙｶ

6 11 79 牧　はるか(3) 大山中 8m19 7m23 7m67 8m19 8m45 8m43 7m83 8m45
ｷﾀﾑﾗ ｸﾙﾐ

7 3 497 北邑　来夢(3) 国府中 8m10 8m33 8m10 8m33 7m53 8m17 7m49 8m33
ｻﾜﾀﾞ ｽｽﾞｶｾﾞ

8 8 553 澤田 涼風(3) 河原中 7m90 × 7m79 7m90 7m60 7m61 7m84 7m90
ﾀﾏｷ ﾘﾝ

9 21 532 玉木　凜(3) 鳥取北中 6m90 7m48 7m32 7m48 7m48
ﾏﾙｲ ﾐﾕ

10 13 471 圓井　美友(3) 中ノ郷中 7m14 7m32 7m05 7m32 7m32
ｲﾀﾞ ｻﾕﾘ

11 32 358 伊田　沙由里(2) 倉吉東中 7m23 × 7m23 7m23
ﾅﾘﾀ ﾕｳｶ

12 28 63 成田 柚佳(3) 福生中 7m21 7m13 7m21 7m21
ﾀｶﾐ ﾙｷｱ

13 19 111 高見　瑠己杏(2) 後藤ヶ丘中 6m98 7m21 7m21 7m21
ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾋﾞｱ

14 18 273 森本 響亜(3) 赤碕中 7m04 7m04 7m04
ﾎﾘｵ ﾙﾅ

15 6 62 堀尾 月奈(3) 福生中 6m91 6m91 6m91
ｻｷﾀ ｷﾗﾘ

16 20 207 﨑田　星莉(1) 美保中 6m63 6m63 6m63
ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ

17 23 677 山下　結衣(2) 鳥取東中 × 6m40 6m40 6m40
ｺｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ

18 17 10 小澤　日茉理(3) 福米中 × 6m18 6m18 6m18
ｻｶｲ ｱｽﾞ

19 15 245 酒井　杏(3) 福米中 6m17 6m17 6m17
ｱﾏﾉ ﾘﾝｶ

20 26 232 天野　梨花(1) 境港第三中 6m11 6m11 6m11
ﾐｳﾗ ｶﾅｺ

21 12 540 三浦　可奈子(3) 国府中 × 6m05 6m05 6m05
ﾔﾏﾌｸ ｸﾚｱ

22 9 150 山福　來愛(1) 名和中 5m78 5m78 5m78
ｷｯｶﾜ ｱﾔｶ

23 30 177 吉川 彩香(1) 岸本中 5m45 5m45 5m45
ｻｻｷ ﾓﾓｴ

24 29 251 佐々木　桃愛(3) 北溟中 5m43 5m43 5m43
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｺ

25 14 133 西村　優子(3) 日野中 5m41 5m41 5m41
ｶﾐﾄｸ ｼｽﾞｶ

26 16 270 紙德 静香(3) 赤碕中 5m40 5m40 5m40
ﾔﾏﾈ ｺﾄﾉ

27 31 165 山根　琴乃(2) 境港第三中 × 5m37 5m37 5m37
ｾﾀ ｺﾄﾐ

28 24 131 瀨田　琴未(3) 日野中 4m73 4m73 4m73
ﾔﾏｶﾞﾀ ｷﾗﾘ

2 198 山形 きらり(1) 日南中 DNS
ﾐｽﾞﾏ ﾎﾉｶ

5 511 水間　帆乃香(1) 鳥大附属中 DNS
ﾀﾅｶ ｼｭﾘ

22 601 田中　朱莉(3) 八頭中 DNS
ｱｻｶﾜ ｱﾔﾉ

27 95 淺川 彩乃(2) 日南中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子4種競技 100mH(0.762m)
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 09:40 決　勝

(風:+0.4)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾀ ｴﾚﾝ

1 6 577 大田　絵恋(3) 桜ヶ丘中 15.31 801
ﾅﾜﾓﾄ ｽｽﾞ

2 5 105 縄本　すず(3) 後藤ヶ丘中 16.00 714
ｵｻｷ ﾅﾂﾐ

3 4 591 尾﨑　菜都美(3) 青谷中 16.53 651
ｵｶﾑﾗ ｻﾅ

4 3 620 岡村　紗那(3) 湖東中 17.00 596
ﾔﾏｼﾀ ｼｴ

5 2 609 山下　詞衣(2) 八頭中 17.18 576
ﾏﾂｲ ﾎﾟｴﾑ

6 9 333 松井　歩笑(3) 河北中 17.36 556
ﾀﾅｶ ﾘﾅ

7 8 679 田中　里菜(2) 鳥取東中 17.68 522
ﾔｽﾓﾄ ｶﾅﾐ

8 7 503 安本　奏海(2) 鳥大附属中 18.06 482



中学女子4種競技 走高跳
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

7月8日 14:00 決　勝

ﾔﾏｼﾀ ｼｴ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

1 2 609 山下　詞衣(2) 八頭中 × × × 1m42 534
ﾅﾜﾓﾄ ｽｽﾞ － － ○ ○ ○ ○ × ○ × ○

2 4 105 縄本　すず(3) 後藤ヶ丘中 × × × 1m42 534
ﾔｽﾓﾄ ｶﾅﾐ － ○ × × ○ × ○ ○ × ○ × × ×

3 5 503 安本　奏海(2) 鳥大附属中 1m36 470
ｵｶﾑﾗ ｻﾅ ○ ○ ○ ○ × × ×

4 1 620 岡村　紗那(3) 湖東中 1m30 409
ﾀﾅｶ ﾘﾅ ○ ○ ○ × × ×

5 6 679 田中　里菜(2) 鳥取東中 1m25 359
ﾏﾂｲ ﾎﾟｴﾑ ○ ○ ○ × × ×

5 7 333 松井　歩笑(3) 河北中 1m25 359
ｵｵﾀ ｴﾚﾝ ○ ○ × ○ × × ×

7 3 577 大田　絵恋(3) 桜ヶ丘中 1m25 359
ｵｻｷ ﾅﾂﾐ ○ × × ×

8 8 591 尾﨑　菜都美(3) 青谷中 1m15 266

1m42
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m20 1m25 1m30 1m33 1m36 1m39
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m15

1m45



中学女子4種競技 砲丸投(2.721kg)
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 10:00 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

ﾔｽﾓﾄ ｶﾅﾐ

1 503 安本　奏海(2) 鳥大附属中
ｵｶﾑﾗ ｻﾅ

2 620 岡村　紗那(3) 湖東中
ﾅﾜﾓﾄ ｽｽﾞ

3 105 縄本　すず(3) 後藤ヶ丘中
ｵｻｷ ﾅﾂﾐ

4 591 尾﨑　菜都美(3) 青谷中
ﾏﾂｲ ﾎﾟｴﾑ

5 333 松井　歩笑(3) 河北中
ﾀﾅｶ ﾘﾅ

6 679 田中　里菜(2) 鳥取東中
ﾔﾏｼﾀ ｼｴ

7 609 山下　詞衣(2) 八頭中
ｵｵﾀ ｴﾚﾝ

8 577 大田　絵恋(3) 桜ヶ丘中



中学女子4種競技 200m
審 判 長：生田　正範
記録主任：伊田　敬哲

7月9日 14:00 決　勝

(風:     )

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾀ ｴﾚﾝ

2 577 大田　絵恋(3) 桜ヶ丘中
ｵｶﾑﾗ ｻﾅ

3 620 岡村　紗那(3) 湖東中
ｵｻｷ ﾅﾂﾐ

4 591 尾﨑　菜都美(3) 青谷中
ﾔｽﾓﾄ ｶﾅﾐ

5 503 安本　奏海(2) 鳥大附属中
ﾀﾅｶ ﾘﾅ

6 679 田中　里菜(2) 鳥取東中
ﾅﾜﾓﾄ ｽｽﾞ

7 105 縄本　すず(3) 後藤ヶ丘中
ﾔﾏｼﾀ ｼｴ

8 609 山下　詞衣(2) 八頭中
ﾏﾂｲ ﾎﾟｴﾑ

9 333 松井　歩笑(3) 河北中


