
ト ラ ッ ク 審 判 長 松本　豊文

ス タ ー ト 審 判 長 門脇　　隆

跳 躍 審 判 長 湊　　英之

投 て き 審 判 長 山下美乃里

混 成 審 判 長 生田　正範

招 集 所 審 判 長 長井　貴徳

記 録 主 任 安達　　暢

日付 種目

富山　耀太(3) 15.20 長浜 説成(3) 15.44 森脇　啓翔(3) 15.59 林　秀成(3) 15.96 小野原 礼恩(3) 16.01 長田 塁(3) 16.05 加賀田　健瑠(3) 16.49
末恒ＲＣ ＴＦ倉吉 岸本小学校 但馬AC SMTC Jr ＴＦ倉吉 布勢ＴＣ

川見　光(3) 15.96
但馬AC

福長　正翔(4) 14.32 秦谷　海槻(4) 14.61 乙加 健空雄(4) 14.91 吉原　悠貴(4) 15.25 空浜　昊輝(4) 15.32 新田　匠造(4) 15.35
KY鳥取 但馬AC SMTC Jr ＴＦ米子 KY鳥取 ＴＦ米子
西村　源斗(5) 12.94 小田　恭平(5) 13.43 細井 凪人(5) 13.58 大本　寿以喜(5) 13.80 藤岡　夢優(5) 14.47 吉尾　匠生(5) 14.53 中村　玲太(5) 14.56 田中　昊平(5) 14.79
但馬AC GR T&F.net.KOBE 小鴨小学校 アスリート米子 但馬AC KY鳥取 但馬AC 大栄クラブ
小椋　敬介(6) 12.73 松本 月斗(6) 13.16 沖野　未知(6) 13.31 足立　裕太(6) 13.39 波多野　光将(6) 13.40 今西　瑛大(6) 13.50 北川 幹太(6) 13.61 山崎　雄生(6) 13.65
ＴＦ米子 ＴＦ倉吉 但馬AC ＴＦ米子 但馬AC 但馬AC 鳥取ジョイナススポーツクラブ 布勢ＴＣ
大本　寿以喜(5) 3:01.69 打田　勇希(6) 3:02.83 梶尾 秀汰(6) 3:03.24 山本　圭悟(5) 3:07.03 高塚　大智(6) 3:09.14 松本　健慎(6) 3:13.57 吉田　零(6) 3:17.03 中村　悠真(6) 3:17.44
アスリート米子 布勢ＴＣ ＴＦ倉吉 アスリート米子 アスリート米子 KY鳥取 大栄クラブ 但馬AC
山崎　雄生(6) 12.64 前田　渉吾(6) 13.68 村上　大貴(6) 13.97 加賀田　琉月(5) 14.39 牧　明紀(6) 14.42 鹿島　熙倖(6) 14.49 倉光　翔多(6) 15.06 小椋　悠矢(6) 15.58
布勢ＴＣ 布勢ＴＣ 布勢ＴＣ 布勢ＴＣ 久世クラブ 大栄クラブ 浦安小学校 アスリート米子
兵　庫・但馬AC-A 51.94 鳥　取・布勢TC 53.11 鳥　取・ＫＹ鳥取-A 53.52 鳥　取・ＴＦ米子 55.88 鳥　取・大栄クラブ-A 56.20 兵　庫・但馬AC-B 56.55 鳥　取・大栄クラブ-B 57.16
波多野　光将(6) GR 村上　大貴(6) 杉本　悠真(6) 松原　洸介(6) 山口　育夢(6) 長田　悠生(6) 徳山　天(5)
今西　瑛大(6) 打田　勇希(6) 居組　朔久(6) 吉高　魅人(6) 吉田　零(6) 中村　悠真(6) 田中　昊平(5)
沖野　未知(6) 前田　渉吾(6) 田中　凰我(6) 森　瑠希歩(6) 鹿島　熙倖(6) 中村　玲太(5) 田中　翔平(5)
西村　源斗(5) 山崎　雄生(6) 橋本  誉史(6) 足立　裕太(6) 財賀　右京(6) 古橋　謙(5) 徳山　色(5)
橋本大(6) 1m30 坂西　優友(6) 1m25 加藤　瑠(6) 1m15 吉田　奏太(6) 1m10 早田 慶哉(6) 1m05 小谷　晄誠(5) 1m00
赤碕小学校 浦安小学校 三朝AC 三朝AC ＴＦ倉吉 三朝AC
中村 琉聖(6) 4m66(+1.1) 牧　明紀(6) 4m40(+0.8) 鹿島　熙倖(6) 4m38(+1.3) 坂本　一護(6) 4m15(+1.4) 足立 海斗(6) 4m14(+2.5) 加賀田　琉月(5) 3m95(+1.5) 田中　大斗(6) 3m92(+0.7) 吉尾　匠生(5) 3m81(+0.6)
ＴＦ倉吉 久世クラブ 大栄クラブ 浦安小学校 SMTC Jr 公認3m97(+1.3) 布勢ＴＣ 大山陸上 KY鳥取
福長　智彦(1) 8.70 植木　信悟(1) 9.00 山崎　瑛貴(1) 9.22 佐藤　陸(1) 9.26 筧 凌生(1) 9.33 中江　陽久(1) 9.46 木村　龍生(1) 9.54 山口　虎(1) 9.69
KY鳥取 布勢ＴＣ 浦安小学校 PHOENIX 加茂小 高城小学校 但馬AC KY鳥取
馬場　洸太(2) 8.39 石田　歩愛(2) 8.53 小林　勇斗(2) 8.56 吉谷　幸平(2) 8.59 近池　慶士(2) 8.77 中村　颯太(2) 8.86 髙島　蒼大(2) 8.87 山内　新大(2) 8.87
河北ＳＳ KY鳥取 三朝小学校 但馬AC 浦安小学校 但馬AC 但馬AC 米子陸上クラブ
笹野　蒼亮(5) 37m65 伊藤　琉綺(5) 36m26 福井　愛樹(6) 35m37 徳山　色(5) 35m23 徳山　天(5) 34m58 松本　健慎(6) 33m36 石原　八智与(5) 31m91 大田 優聖(6) 30m98
にちなんAC 明倫小学校 河北ＳＳ 大栄クラブ 大栄クラブ KY鳥取 河北ＳＳ SMTC Jr
池本　稔生(5) 1619点 西田　直樹(5) 1584点 澄川 由汰(6) 1183点
布勢ＴＣ 河北ＳＳ アステル鳥取

坂口　ソラス(6) 1855点 足立 悠斗(6) 1538点 里田　昌昭(5) 1479点 山田　唯(6) 1455点 高岡 奏(5) 1444点 内田　薪翔(6) 1365点 澤野　凱音(5) 1313点 音田　将太(5) 1303点
羽合小学校 SMTC Jr 河北ＳＳ 末恒ＲＣ ＴＦ倉吉 ＴＦ米子 但馬AC 東郷小学校

5位 6位 7位 8位

9月29日
小学３年男子100m 

風：+0.8

9月29日
小学４年男子100m 

風：+1.0

第22回県小学生陸上競技大会 【19310010】 
コカコーラボトラーズジャパンスポーツパーク陸上競技場 【311010】 
2019/09/29 ～ 2019/09/29

1位 2位 3位 4位

9月29日
小学５年男子100m 

風：0.0

9月29日
小学６年男子100m 

風：+1.0

9月29日 小学男子1000m

9月29日
小学男子80mH 

風：+0.8

9月29日 小学男子4X100mR

9月29日 小学男子走高跳

9月29日 小学男子走幅跳

9月29日
小学１年男子50m 

風：+0.6

9月29日
小学２年男子50m 

風：+1.1

9月29日 小学男子ジャベボール投

14.78(-1.0)-1m10

9月29日 小学男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

15.32(-1.0)-1m15 17.67(-1.0)-1m15

4m05(+0.9)-43m69

9月29日 小学男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

3m65(+1.8)-33m66 3m78(+1.5)-28m91 3m21(+1.6)-35m59 3m62(+0.8)-29m38 3m29(+1.5)-30m08 3m35(+0.4)-26m70 3m21(+0.6)-28m10



藤本　希愛(3) 16.20 西山　美咲(3) 16.29 山中 りこ(3) 16.34 岡本　彩那(3) 16.65 山根 夕鶴(3) 16.73 橋本　結菜(3) 17.10 前田　もも(3) 17.14 髙岡 すず音(3) 17.17
但馬AC 布勢ＴＣ ＴＦ倉吉 三朝AC 鳥取ジョイナススポーツクラブ 但馬AC KY鳥取 ＴＦ倉吉
桑原　優彩(4) 15.00 眞山咲月(4) 15.23 阿部　まりん(4) 15.54 藤岡　侑沙(4) 15.58 松村　きらり(4) 16.01 坂口 未侑(4) 16.03 濱本　桃那(4) 16.20 高橋 奈夕(4) 16.22
東郷小学校 赤碕小学校 KY鳥取 東郷小学校 但馬AC 東郷小学校 布勢ＴＣ SMTC Jr
佐藤　地央(5) 14.12 林原　陽莉(5) 14.48 福田　春乃(5) 14.66 椿野　心優(5) 15.06 中田　結萌(5) 15.07 藤本　想愛(5) 15.10 山田　英真(5) 15.15 能見　永遠(5) 15.54
PHOENIX 米子陸上クラブ 河北ＳＳ 但馬AC ＴＦ米子 但馬AC 河北ＳＳ 三朝小学校
前田　結衣(6) 13.74 大徳 美蘭(6) 13.80 前田　さくら(6) 13.95 藤本　凛(6) 13.97 金廻　来優(6) 14.07 近藤  未來(6) 14.18 川畑　ゆい(6) 14.21 川端　眞都(6) 14.24
アスリート米子 SMTC Jr KY鳥取 但馬AC 出雲陸上教室 KY鳥取 ＴＦ米子 ＴＦ米子
前田　結衣(6) 2:30.09 長田 埜乃(6) 2:31.52 尾﨑　妃夏(6) 2:35.50 楠本　日胡(6) 2:36.56 佐藤　未来(6) 2:38.30 尾﨑　百夏(6) 2:40.01 南光　彩那(6) 2:43.34 中村 光菜美(6) 2:43.56
アスリート米子 ＴＦ倉吉 アスリート米子 ＴＦ米子 アスリート米子 アスリート米子 但馬AC 鳥取ジョイナススポーツクラブ
西尾　七月葉(6) 13.71 藤岡　咲衣(6) 15.15 米村　莉子(6) 16.20 倉光　瞳衣(6) 16.26 山根　天花(5) 17.50 山中 悠衣(5) 17.90 井上 采沙(5) 17.94 尾﨑　百夏(6) 17.95
布勢ＴＣ 布勢ＴＣ 布勢ＴＣ 浦安小学校 アスリート米子 ＴＦ倉吉 ＴＦ倉吉 アスリート米子
鳥　取・ＴＦ米子 55.91 鳥　取・ＫＹ鳥取-Ａ 55.98 鳥　取・ＳＭＴＣ Jr-A 56.80 鳥　取・布勢TC 58.23 鳥　取・ＳＭＴＣ Jr-B 59.29 鳥　取・ＫＹ鳥取-B 59.36 鳥　取・小鴨小学校 59.38 鳥　取・河北ＳＳ-Ｂ 59.65
藤原　心奈(6) 福長　優里(6) 門脇 仁香(6) 藤岡　咲衣(6) 渡邊 七海(6) 福井　虹七(6) 佐伯 優菜(6) 宇山　実桜(5)
川畑　ゆい(6) 近藤  未來(6) 渡辺 心結(5) 井上　璃子(6) 眞明 希実(5) 足立　日向(6) 谷本 彩愛(6) 福田　春乃(5)
小林　喜(6) 前田　さくら(6) 大徳 美蘭(6) 西尾　七月葉(6) 高梨 麗(6) 橋本　麻央(6) 永川 楽來(6) 山田　英真(5)
松本　葵(6) 橋本　実怜(6) 山田 結菜(6) 上田　杏(6) 松本 実澪(6) 林　千遥(6) 小谷 美羽音(6) 岩本　友利愛(5)
山中 悠衣(5) 1m25 松本 真実(6) 1m15 北原　仁瑚(6) 1m10 増井　心結(5) 1m05
ＴＦ倉吉 SMTC Jr 泊小学校 河北ＳＳ
西尾　七月葉(6) 4m01(+1.4) 小林　喜(6) 3m84(+1.4) 川端　眞都(6) 3m81(-0.1) 松本 実澪(6) 3m78(+2.3) 加藤まさみ(6) 3m72(+1.8) 野見 莉央奈(6) 3m70(+2.0) 岩本　友利愛(5) 3m69(+2.5) 福長　優里(6) 3m46(+1.2)
布勢ＴＣ ＴＦ米子 ＴＦ米子 SMTC Jr 公認3m68(+1.2) 赤碕小学校 ＴＦ倉吉 河北ＳＳ 公認3m59(+1.9) KY鳥取
中村　麗咲(1) 9.16 山田　菜月(1) 9.34 増田　紗耶(1) 9.44 林美央花(1) 9.87 髙岡 音々華(1) 9.93 椎本結衣(1) 9.96 横山　芽生(1) 9.99 蔵増　夏寧(1) 10.34
大山陸上 東郷小学校 にちなんAC 遷喬小学校 ＴＦ倉吉 赤碕小学校 KY鳥取 三朝小学校
竹部　颯華(2) 8.67 椎名　由愛(2) 8.82 河上　陽和(2) 8.83 浅田　愛希奈(2) 9.02 中原　萌音(2) 9.11 岸下 芽生(2) 9.17 横山 笑里(2) 9.24 石原　月望(2) 9.30
三朝AC 明倫小学校 KY鳥取 ＴＦ米子 YSクラブ 鳥取ジョイナススポーツクラブ 鳥取ジョイナススポーツクラブ 河北ＳＳ
三上　柚子葉(6) 34m48 生駒　希杷(6) 28m31 後藤　碧友(6) 24m80 前田　さくら(6) 24m50 渡邊　萌奈(5) 18m09
にちなんAC 三朝小学校 浦安小学校 KY鳥取 三朝AC
井上　璃子(6) 1816点 宮本　りこ(6) 1543点 佐伯 優菜(6) 1444点
布勢ＴＣ 河北ＳＳ 小鴨小学校

松本　葵(6) 1670点 門脇 仁香(6) 1392点 中村　仁美(5) 1279点 原田　緋那子(6) 1113点
ＴＦ米子 SMTC Jr 明倫小学校 ＴＦ米子

鳥　取・ＴＦ米子 53.13 鳥　取・TF倉吉 56.20 鳥　取・アスリート米子-A 57.32 兵　庫・但馬AC 59.37 鳥　取・布勢TC 1:00.50 鳥　取・アスリート米子-B 1:01.65 鳥　取・ＳＭＴＣ Jr 1:04.76
西村　優真(6) 井上 采沙(5) 大本　寿以喜(5) 澤野　凱音(5) 植木　真歩(5) 佐藤　未来(6) 松本 真実(6)
川端　眞都(6) 中村 琉聖(6) 前田　結衣(6) 伊田　涼助(6) 池本　稔生(5) 小椋　悠矢(6) 恩部 蒼空(5)
安喰　華音(6) 長田 埜乃(6) 尾﨑　妃夏(6) 水嶋　穂乃果(6) 加賀田　琉月(5) 大櫃　琉生(6) 西坂 侑真(5)
小椋　敬介(6) 萬場 心太(6) 高塚　大智(6) 藤本　想愛(5) 米村　莉子(6) 尾﨑　百夏(6) 前原 知宙(5)

凡例  GR:大会記録

9月29日
小学３年女子100m 

風：+0.7

9月29日
小学４年女子100m 

風：+0.8

9月29日
小学５年女子100m 

風：+0.7

9月29日
小学６年女子100m 

風：+1.3

9月29日 小学女子800m

9月29日
小学女子80mH 

風：+1.3

9月29日 小学女子4X100mR

9月29日 小学女子走高跳

9月29日 小学女子走幅跳

9月29日
小学１年女子50m 

風：+1.1

9月29日
小学２年女子50m 

風：+1.1

9月29日 小学女子ジャベボール投

14.64(-0.1)-1m25

9月29日 小学女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

3m02(-0.4)-21m35

9月29日 小学混合4×100mR

15.22(-0.1)-1m10 16.14(-0.1)-1m15

3m91(+1.4)-36m51

9月29日 小学女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

3m91(0.0)-22m84 3m21(0.0)-26m92


