
小学男子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 10:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

1組 (風:-0.7) 2組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶ ｵｳｶﾞ 鳥取 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ 鳥取

1 5 2010 田中　凰我(6) KY鳥取 14.22 1 6 2009 杉本　悠真(6) KY鳥取 14.56
ﾏｴﾀ ｼｮｳｺﾞ 鳥取 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ 鳥取

2 4 3 前田　渉吾(6) 布勢TC 14.29 2 5 2003 橋本  誉史(6) KY鳥取 14.76
ﾏﾂｵｶ ﾕｳ 鳥取 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｷ 鳥取

3 2 12 松岡　優(6) 末恒RC 15.14 3 8 1 村上　大貴(6) 布勢TC 15.11
ﾄﾐﾔﾏ ﾌﾐﾄ 鳥取 ｺｳﾁ ﾕｳﾏ 鳥取

4 7 14 富山　文翔(6) 末恒RC 15.73 4 9 2006 高知　悠馬(6) KY鳥取 16.59
ｵｵﾓﾘ ﾄｳｲ 鳥取 ﾔﾏｻﾞﾜ ｺｳｷ 鳥取

5 6 22 大森　斗偉(3) 末恒RC 17.89 5 7 18 山澤　昂輝(5) 末恒RC 17.27
ﾊﾔｼ ﾊﾙｷ 鳥取 ﾔﾏﾈ ｲﾂｷ 鳥取

6 8 2028 林　春輝(4) KY鳥取 18.56 6 4 2024 山根　一希(4) KY鳥取 17.40
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔﾏﾄ 鳥取 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾄ 鳥取

7 9 21 藤原　大和(3) 末恒RC 19.09 7 3 16 藤原　一翔(5) 末恒RC 17.59
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 鳥取

3 2025 小林　拓弥(4) KY鳥取 DNS

3組 (風:-1.3) 4組 (風:-2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
よしお ﾅﾙｷ 鳥取 ｲﾜｷ ｺｳｶﾞ 鳥取

1 4 2012 吉尾　匠生(5) KY鳥取 15.13 1 2 19 岩城　幸芽(6) アステル鳥取 15.19
ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 鳥取 ﾆｼﾑﾗ ｶｲｾｲ 鳥取

2 3 2005 松本　健慎(6) KY鳥取 15.20 2 3 17 西村　海星(5) 末恒RC 16.19
ｶｶﾞﾀ ﾙﾂｷ 鳥取 ﾀｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 鳥取

3 8 4 加賀田　琉月(5) 布勢TC 15.59 3 8 2021 但馬  悠心(4) KY鳥取 16.82
ｽﾐｶﾜ ﾕｳﾀ 鳥取 ﾌﾙﾏﾁ ｲﾂｷ 鳥取

4 6 26 澄川　由汰(6) アステル鳥取 16.12 4 5 2022 古町　樹(4) KY鳥取 18.02
ｺﾔﾏ ｼｭｳ 鳥取 ｱﾘﾀ ｿｳｽｹ 鳥取

5 2 13 小山　愁生(6) 末恒RC 16.75 5 7 2029 有田　壮甫(3) KY鳥取 18.11
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 鳥取 ﾖｺﾔﾏ ﾘｸﾄ 鳥取

6 9 11 山田　唯(6) 末恒RC 16.83 6 9 24 横山　陸斗(3) アステル鳥取 18.27
ｸﾗﾐﾂ ﾊﾔﾄ 鳥取 ｲｼﾀﾞ ﾎﾅﾘ 鳥取

7 5 7 倉光　颯人(3) 布勢TC 17.99 4 2034 石田　歩愛(2) KY鳥取 DNS
ｷﾑﾗ ｵｳﾔ 鳥取 ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾏ 鳥取

8 7 2031 木村　鷹弥(3) KY鳥取 20.80 6 6 松浦　拓真(4) 布勢TC DNS

5組 (風:-1.0) 6組 (風:-2.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｺﾔﾏ ｿｳﾀ 鳥取 ｲｸﾞﾐ ｻｸ 鳥取

1 6 2020 横山　想太(4) KY鳥取 15.17 1 6 2011 居組　朔久(6) KY鳥取 14.77
ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 鳥取 ｲｹﾓﾄ ﾈｵ 鳥取

2 3 15 木村　真啓(5) 末恒RC 16.46 2 8 5 池本　稔生(5) 布勢TC 16.11
ﾔﾏﾈ ﾀｸﾐ 鳥取 ｲﾅﾀﾞ ﾕｳﾄ 鳥取

3 8 19 山根　拓歩(4) 末恒RC 17.69 3 7 2016 稲田　結斗(5) KY鳥取 16.22
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶﾞ 鳥取 ｿﾗﾊﾏ ｺｳｷ 鳥取

4 7 2017 小林　風雅(4) KY鳥取 19.25 4 2 2026 空浜　昊輝(4) KY鳥取 16.25
ﾐﾔﾍﾞ ﾀｲｶﾞ 鳥取 ｶｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ 鳥取

5 9 8 宮部　太冴(3) 布勢TC 20.29 5 5 2013 加嶋　康大(5) KY鳥取 16.35
ｹﾞﾝﾛｸ ｿｳｼ 鳥取 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取

4 2014 元録　颯志(5) KY鳥取 DNS 6 3 20 西村　憂大(4) 末恒RC 18.17
ｺﾊﾞﾔｼ ｵｳｽｹ 鳥取 ｳｴｷ ｼﾝｺﾞ 鳥取

5 2007 小林  旺祐(6) KY鳥取 DNS 7 9 10 植木　信悟(1) 布勢TC 19.34
ﾀﾅｶ ｼｭｳｶﾞ 鳥取

8 4 2035 田中　柊我(1) KY鳥取 20.85

凡例  DNS:欠場



小学男子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 10:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

7組 (風:-2.9) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 鳥取 ﾀﾅｶ ｵｳｶﾞ 鳥取

1 5 2 山崎　雄生(6) 布勢TC 14.58 1 2010 田中　凰我(6) KY鳥取 14.22 -0.7
ｲｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 鳥取 ﾏｴﾀ ｼｮｳｺﾞ 鳥取

2 9 2002 石田　歩夢(6) KY鳥取 16.07 2 3 前田　渉吾(6) 布勢TC 14.29 -0.7
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 鳥取 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ 鳥取

3 7 2015 北村　響(5) KY鳥取 16.97 3 2009 杉本　悠真(6) KY鳥取 14.56 -1.0
ﾄﾐﾔﾏ ﾖｳﾀ 鳥取 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 鳥取

4 3 23 富山　耀太(3) 末恒RC 17.28 4 2 山崎　雄生(6) 布勢TC 14.58 -2.9
ｽﾐｶﾜ ｹｲﾀ 鳥取 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ 鳥取

5 6 25 澄川　佳汰(3) アステル鳥取 18.32 5 2003 橋本  誉史(6) KY鳥取 14.76 -1.0
ﾄﾞﾊﾞｼ ｲﾂｷ 鳥取 ｲｸﾞﾐ ｻｸ 鳥取

6 4 2033 土橋　一輝(2) KY鳥取 19.43 6 2011 居組　朔久(6) KY鳥取 14.77 -2.3
ﾐﾔﾀ ｶﾝﾀﾛｳ 鳥取 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｷ 鳥取

7 8 9 宮田　栞太朗(3) 布勢TC 20.74 7 1 村上　大貴(6) 布勢TC 15.11 -1.0
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾊ 鳥取 よしお ﾅﾙｷ 鳥取

8 2 2032 渡辺　陽春(2) KY鳥取 21.24 8 2012 吉尾　匠生(5) KY鳥取 15.13 -1.3

凡例  DNS:欠場



小学男子1000m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 13:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 鳥取

1 2 2005 松本　健慎(6) KY鳥取 3:14.23
ｺﾔﾏ ｼｭｳ 鳥取

2 16 13 小山　愁生(6) 末恒RC 3:22.83
ｲｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 鳥取

3 15 2002 石田　歩夢(6) KY鳥取 3:22.85
ｺｳﾁ ﾕｳﾏ 鳥取

4 21 2006 高知　悠馬(6) KY鳥取 3:23.26
ﾏｴﾀ ｼｮｳｺﾞ 鳥取

5 17 3 前田　渉吾(6) 布勢TC 3:29.62
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 鳥取

6 6 2015 北村　響(5) KY鳥取 3:30.64
ﾖｺﾔﾏ ｿｳﾀ 鳥取

7 8 2020 横山　想太(4) KY鳥取 3:39.82
ｶｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ 鳥取

8 11 2013 加嶋　康大(5) KY鳥取 3:41.97
ﾔﾏﾈ ｲﾂｷ 鳥取

9 13 2024 山根　一希(4) KY鳥取 3:44.37
ｽﾐｶﾜ ﾕｳﾀ 鳥取

10 1 26 澄川　由汰(6) アステル鳥取 3:46.12
ﾄﾐﾔﾏ ﾖｳﾀ 鳥取

11 19 23 富山　耀太(3) 末恒RC 3:47.85
ｸﾗﾐﾂ ﾊﾔﾄ 鳥取

12 18 7 倉光　颯人(3) 布勢TC 3:51.30
ﾆｼﾑﾗ ｶｲｾｲ 鳥取

13 7 17 西村　海星(5) 末恒RC 3:53.89
ﾄﾐﾔﾏ ﾌﾐﾄ 鳥取

14 24 14 富山　文翔(6) 末恒RC 3:56.63
ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 鳥取

15 22 15 木村　真啓(5) 末恒RC 3:58.13
ｵｵﾓﾘ ﾄｳｲ 鳥取

16 12 22 大森　斗偉(3) 末恒RC 3:58.70
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾄ 鳥取

17 25 16 藤原　一翔(5) 末恒RC 3:59.90
ﾏﾂｵｶ ﾕｳ 鳥取

18 5 12 松岡　優(6) 末恒RC 4:01.95
ﾔﾏｻﾞﾜ ｺｳｷ 鳥取

19 4 18 山澤　昂輝(5) 末恒RC 4:03.00
ﾐﾔﾀ ｶﾝﾀﾛｳ 鳥取

20 20 9 宮田　栞太朗(3) 布勢TC 4:04.26
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取

21 3 20 西村　憂大(4) 末恒RC 4:09.92
ﾔﾏﾈ ﾀｸﾐ 鳥取

22 9 19 山根　拓歩(4) 末恒RC 4:10.61
ｽﾐｶﾜ ｹｲﾀ 鳥取

23 10 25 澄川　佳汰(3) アステル鳥取 4:12.39
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 鳥取

24 14 11 山田　唯(6) 末恒RC 4:14.61
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔﾏﾄ 鳥取

25 23 21 藤原　大和(3) 末恒RC 4:29.30

ラップ表 400m 800m

ナンバー

記録
決　勝



小学男子走幅跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 11:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶｶﾞﾀ ﾙﾂｷ 鳥取 3m36 3m60 2m66 3m60
1 2 4 加賀田　琉月(5) 布勢TC +3.0 +2.8 +0.8 +2.8

ｲﾜｷ ｺｳｶﾞ 鳥取 3m50 3m26 3m25 3m50
2 5 19 岩城　幸芽(6) アステル鳥取 -1.3 -0.9 +1.2 -1.3

ｽﾐｶﾜ ﾕｳﾀ 鳥取 3m05 3m24 3m27 3m27
3 1 26 澄川　由汰(6) アステル鳥取 +0.2 +2.8 -0.4 -0.4

ｽﾐｶﾜ ｹｲﾀ 鳥取 3m14 2m98 × 3m14
4 3 25 澄川　佳汰(3) アステル鳥取 +2.9 +1.1 +2.9

ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾏ 鳥取

4 6 松浦　拓真(4) 布勢TC DNS

凡例  DNS:欠場



中学１年男子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 10:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-1.9) 2組 (風:-1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄﾞﾊﾞｼ ｾﾞﾝﾀ 鳥取 ﾊﾗﾀﾞ ﾃﾝﾁ 鳥取

1 6 808 土橋　禅旅(1) 鳥大附属中 13.16 1 6 807 原田　辿地(1) 鳥大附属中 14.66
ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｼ 鳥取 ﾏｴﾀ ｹﾝﾄ 鳥取

2 8 930 片山　優心(1) KY鳥取 14.65 2 8 708 前田　健翔(1) 鳥取南中 15.19
ﾎﾝﾀﾞ ｾｲﾔ 鳥　取 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁﾕｷ 鳥取

3 4 765 本田　晟哉(1) 桜ヶ丘中 14.80 3 9 940 山田　啓倖(1) KY鳥取 15.58
ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 鳥取 ﾓﾘｷ ｶｲ 鳥　取

4 5 837 川口　友樹(1) 八頭中 15.36 4 4 840 森木　快(1) 八頭中 15.72
ﾆｼﾊﾗ ｱｷﾄ 鳥取 ﾉﾌﾞﾓﾄ ﾀｹﾙ 鳥取

5 7 886 西原　顕臣(1) 鳥取北中 16.62 5 7 885 信本　丈瑠(1) 鳥取北中 15.94
ﾊｾ ﾄｼﾉﾌﾞ 鳥取 ﾌｼﾞｵｶ ｺｳﾀ 鳥取

6 9 985 長谷　淑伸(1) KY鳥取 17.33 6 5 710 藤岡　孝太(1) 鳥取南中 15.94

3組 (風:-2.0) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取 ﾄﾞﾊﾞｼ ｾﾞﾝﾀ 鳥取

1 4 838 新藤　雄大(1) 八頭中 14.54 1 808 土橋　禅旅(1) 鳥大附属中 13.16 -1.9
ﾀｹｳﾁ ｿｳﾏ 鳥取 ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取

2 9 974 竹内　颯麻(1) KY鳥取 14.67 2 838 新藤　雄大(1) 八頭中 14.54 -2.0
ﾌｻﾔｽ ﾚｲ 鳥取 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｼ 鳥取

3 7 693 房安　玲(1) 鳥取北中 16.12 3 930 片山　優心(1) KY鳥取 14.65 -1.9
ｶｷﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 鳥取 ﾊﾗﾀﾞ ﾃﾝﾁ 鳥取

4 8 984 鍵本　大輝(1) KY鳥取 16.73 4 807 原田　辿地(1) 鳥大附属中 14.66 -1.8
ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳﾎ 鳥取 ﾀｹｳﾁ ｿｳﾏ 鳥取

5 6 887 西村　隆宝(1) 鳥取北中 17.38 5 974 竹内　颯麻(1) KY鳥取 14.67 -2.0
ﾌｼﾞﾀ ﾖｳｽｹ 鳥取 ﾎﾝﾀﾞ ｾｲﾔ 鳥　取

6 5 709 藤田　陽丞(1) 鳥取南中 17.54 6 765 本田　晟哉(1) 桜ヶ丘中 14.80 -1.9
ﾏｴﾀ ｹﾝﾄ 鳥取

7 708 前田　健翔(1) 鳥取南中 15.19 -1.8
ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 鳥取

8 837 川口　友樹(1) 八頭中 15.36 -1.9



中学１年男子1500m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 15:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅｾ 鳥取

1 2 682 渡辺　陽和世(1) 気高中 5:15.53
ﾀﾑﾗ ｻﾄｷ 鳥取

2 3 699 田村　慧輝(1) 福部未来学園 5:19.33
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥　取

3 6 776 松本　侑大(1) 鳥取東中 5:19.71
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 鳥取

4 5 839 竹内　優貴(1) 八頭中 5:27.29
ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｲﾄ 鳥取

5 1 936 谷口　愛悟(1) KY鳥取 5:48.82
ｽｽﾞｷ ｾﾅ 鳥取

4 846 鈴木　聖也(1) 気高中 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



中学２年男子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 11:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:-1.6) 2組 (風:-1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾄ 鳥取 ｱﾘﾀ ｼﾞｭﾝ 鳥取

1 5 772 中原　大翔(2) 鳥取東中 12.87 1 9 704 有田　純(2) 鳥取南中 12.45
ﾆｼｶﾜ ｼｮｳ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｳﾀ 鳥取

2 2 734 西川　翔(2) 鳥取西中 13.19 2 6 756 小林　桜太(2) 桜ヶ丘中 13.02
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 鳥取 ｶﾜｶﾐ ﾊﾙ 鳥取

3 6 758 谷口　雄太(2) 桜ヶ丘中 13.24 3 5 831 川上　羽琉(2) 八頭中 13.52
ｸﾗﾏｽ ﾘｮｳ 鳥取 ﾊﾔｼ　ﾀｲｾｲ 鳥取

4 7 784 藏増　凌生(2) 国府中 13.68 4 3 657 林　大成(2) 高草中 13.77
ｷﾀﾑﾗ ﾘｸ 鳥取 ﾆｲﾉ ﾕｳｷ 鳥取

5 4 832 北村　流空(2) 八頭中 14.16 5 7 830 新野　柚稀(2) 八頭中 14.82
ﾔﾏｼﾀ ﾄﾜ 鳥取 ﾌﾙﾀ ﾀﾞｲｷ 鳥取

6 3 923 山下　心和(2) KY鳥取 14.16 6 8 872 古田　大起(2) 岩美中 15.31
ﾄｸｲ ｺｳﾀ 鳥取 ｵｻｷ ﾏﾅﾄ 鳥取

7 9 803 德井　広泰(2) 鳥大附属中 14.83 7 2 786 尾﨑　真永(2) 国府中 15.71
ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾙｷ 鳥取 ﾆｼｶﾜ ﾌｳﾔ 鳥取

8 871 東田　琉希(2) 岩美中 DNS 4 680 西川　楓也(2) 気高中 DNS

3組 (風:-2.1) 4組 (風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 鳥取 ｲﾜｲ　ｺｳﾀ 鳥取

1 6 759 清水　一秀(2) 桜ヶ丘中 12.55 1 5 654 岩井　光大(2) 高草中 11.44
ｵｵﾀﾆ ｻﾑ 鳥取 ﾃﾞﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取

2 3 828 大谷　皐夢(2) 八頭中 13.40 2 6 802 出脇　悠大(2) 鳥大附属中 12.76
ﾓﾘｻﾜ ﾄﾓﾉﾘ 鳥取 ﾐｮｳｶﾞ ｼｭﾝﾀ 鳥取

3 7 810 森澤　知慶(2) 鳥大附属中 13.78 3 9 834 茗荷　駿多(2) 八頭中 13.12
ﾀｶﾀ 　ｺｳﾖｳ 鳥取 ｼﾊﾞﾀ ｴｲﾄ 鳥取

4 5 916 高田　洸洋(2) KY鳥取 13.79 4 4 677 柴田　瑛斗(2) 気高中 13.29
ﾃﾗﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｷ 鳥取

5 9 746 寺谷　大佑(2) 湖東中 14.17 5 8 869 河口　裕貴(2) 岩美中 13.48
ﾏﾂﾓﾄ ﾌｳｷ 鳥取 ﾊﾏﾉ ｱｵﾄ 鳥取

6 8 703 松本  楓月(2) 鳥取南中 14.66 6 7 747 濱野　碧音(2) 湖東中 13.73
ﾖﾈﾑﾗ ﾄﾓｱｷ 鳥取 ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳ 鳥取

7 4 789 米村　朋晃(2) 国府中 14.93 3 705 森本　将(2) 鳥取南中 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｲ　ｺｳﾀ 鳥取

1 654 岩井　光大(2) 高草中 11.44 +0.9
ｱﾘﾀ ｼﾞｭﾝ 鳥取

2 704 有田　純(2) 鳥取南中 12.45 -1.8
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 鳥取

3 759 清水　一秀(2) 桜ヶ丘中 12.55 -2.1
ﾃﾞﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取

4 802 出脇　悠大(2) 鳥大附属中 12.76 +0.9
ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾄ 鳥取

5 772 中原　大翔(2) 鳥取東中 12.87 -1.6
ｺﾊﾞﾔｼ ｵｳﾀ 鳥取

6 756 小林　桜太(2) 桜ヶ丘中 13.02 -1.8
ﾐｮｳｶﾞ ｼｭﾝﾀ 鳥取

7 834 茗荷　駿多(2) 八頭中 13.12 +0.9
ﾆｼｶﾜ ｼｮｳ 鳥取

8 734 西川　翔(2) 鳥取西中 13.19 -1.6

凡例  DNS:欠場



中学３年男子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 11:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:-0.6) 2組 (風:-1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 鳥取

1 4 750 大田　丈(3) 桜ヶ丘中 12.23 1 6 730 中村　晃基(3) 鳥取西中 12.33
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 鳥取 ﾅｶｼﾏ ﾘﾝﾀ 鳥取

2 9 738 近藤　竜馬(3) 湖東中 12.35 2 9 752 中島　琳起(3) 桜ヶ丘中 12.36
ﾔﾏﾈ ﾚｲﾄ 鳥取 ﾊｼﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 鳥取

3 5 823 山根　玲斗(3) 八頭中 12.38 3 7 741 橋目　蓮平(3) 湖東中 12.37
ｶﾜｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ 鳥取 ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾊﾙ 鳥取

4 8 683 川口　虎太朗(3) 河原中 13.39 4 3 684 竹内　元春(3) 河原中 12.53
ｸﾛﾀﾞ ｻｸﾔ 鳥取 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ 鳥取

5 2 736 黒田　朔矢(3) 湖東中 13.61 5 8 818 森本　康平(3) 八頭中 12.75
ｺﾀﾞﾆ ﾊﾔﾄ 鳥取 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙｷ 鳥取

6 7 696 小谷　勇斗(3) 福部未来学園 14.05 6 4 700 宮本　遥輝(3) 鳥取南中 13.19
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 鳥取 ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ 鳥取

7 3 781 宮本　優一(3) 国府中 14.86 7 5 897 大島　直也(3) 中ノ郷中 14.78
ﾔﾍﾞ ﾀｲﾁ 鳥取

6 674 矢部　太一(3) 気高中 DNS

3組 (風:+0.6) 4組 (風:-2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶ ﾋｲﾛ 鳥取 ｳｻﾞｷ　ﾘｮｳﾀ 鳥取

1 7 740 田中　陽大(3) 湖東中 12.42 1 8 650 宇﨑　凌太(3) 高草中 12.46
ﾋﾗｷﾞ ｾｲﾔ 鳥取 ｲｼﾊﾞ ｺｳｷ 鳥取

2 4 821 平木　聖哉(3) 八頭中 12.64 2 4 816 石破　航希(3) 八頭中 12.56
ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 鳥取 ｽﾅｻﾜ ｲﾂｷ 鳥取

3 9 861 古田　侑希(3) 岩美中 12.65 3 3 739 砂澤　樹輝(3) 湖東中 12.80
ﾐﾔﾍﾞ ﾀｲｼ 鳥取 ｳﾗﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

4 6 701 宮部　大嗣(3) 鳥取南中 12.97 4 9 691 浦林　俊介(3) 鳥取北中 12.85
ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

5 3 755 本田　龍哉(3) 桜ヶ丘中 13.03 5 7 894 中村　俊介(3) 中ノ郷中 13.90
ｳｺﾝ ﾉﾘﾄ 鳥取 ﾀﾅｶ ｼｭｳﾔ 鳥取

6 8 688 右近　騎士(3) 河原中 14.02 6 5 687 田中　脩也(3) 河原中 15.00
ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｷ 鳥取

7 5 695 川口　和真(3) 福部未来学園 14.13 6 863 中村　琉希(3) 岩美中 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ 鳥取

1 750 大田　丈(3) 桜ヶ丘中 12.23 -0.6
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 鳥取

2 730 中村　晃基(3) 鳥取西中 12.33 -1.7
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 鳥取

3 738 近藤　竜馬(3) 湖東中 12.35 -0.6
ﾅｶｼﾏ ﾘﾝﾀ 鳥取

4 752 中島　琳起(3) 桜ヶ丘中 12.36 -1.7
ﾊｼﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 鳥取

5 741 橋目　蓮平(3) 湖東中 12.37 -1.7
ﾔﾏﾈ ﾚｲﾄ 鳥取

6 823 山根　玲斗(3) 八頭中 12.38 -0.6
ﾀﾅｶ ﾋｲﾛ 鳥取

7 740 田中　陽大(3) 湖東中 12.42 +0.6
ｳｻﾞｷ　ﾘｮｳﾀ 鳥取

8 650 宇﨑　凌太(3) 高草中 12.46 -2.7

凡例  DNS:欠場



中学男子200m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 14:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-5.0) 2組 (風:-4.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾘﾀ ｼﾞｭﾝ 鳥取 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 鳥取

1 7 704 有田　純(2) 鳥取南中 26.14 1 7 759 清水　一秀(2) 桜ヶ丘中 24.96
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 鳥取 ﾊｼﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 鳥取

2 9 753 山田　龍雅(3) 桜ヶ丘中 26.53 2 5 741 橋目　蓮平(3) 湖東中 25.64
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ 鳥取 ﾏｴﾀ ｼｮｳ 鳥取

3 8 685 田中　大翔(3) 河原中 27.46 3 9 783 前田　笑(3) 国府中 26.03
ｵｵﾀﾆ ｻﾑ 鳥取 ﾐﾔﾍﾞ ﾀｲｼ 鳥取

4 6 828 大谷　皐夢(2) 八頭中 27.52 4 4 701 宮部　大嗣(3) 鳥取南中 27.19
ｷﾑﾗ ﾏｻﾄ 鳥取 ｷﾀﾑﾗ ﾘｸ 鳥取

5 5 787 木村　誠翔(2) 国府中 31.57 5 8 832 北村　流空(2) 八頭中 29.49
ﾀﾅｶ ﾚﾝﾄ 鳥取

6 6 686 田中　蓮人(3) 河原中 30.88

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 鳥取

1 759 清水　一秀(2) 桜ヶ丘中 24.96 -4.1
ﾊｼﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 鳥取

2 741 橋目　蓮平(3) 湖東中 25.64 -4.1
ﾏｴﾀ ｼｮｳ 鳥取

3 783 前田　笑(3) 国府中 26.03 -4.1
ｱﾘﾀ ｼﾞｭﾝ 鳥取

4 704 有田　純(2) 鳥取南中 26.14 -5.0
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 鳥取

5 753 山田　龍雅(3) 桜ヶ丘中 26.53 -5.0
ﾐﾔﾍﾞ ﾀｲｼ 鳥取

6 701 宮部　大嗣(3) 鳥取南中 27.19 -4.1
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ 鳥取

7 685 田中　大翔(3) 河原中 27.46 -5.0
ｵｵﾀﾆ ｻﾑ 鳥取

8 828 大谷　皐夢(2) 八頭中 27.52 -5.0



中学男子400m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 14:45 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

ｵｵﾀ ｻｸﾏ 鳥取 ｲﾜｲ　ｺｳﾀ 鳥取

1 8 774 太田　咲真(2) 鳥取東中 56.80 1 5 654 岩井　光大(2) 高草中 56.75
ｸﾗﾐﾂ ｲｯｻ 鳥取 ｶｼﾜﾗ ﾘｮｳﾀ 鳥取

2 9 707 倉光  一冴(2) 鳥取南中 59.58 2 6 824 柏原　涼太(3) 八頭中 58.57
ﾀｶﾀ 　ｺｳﾖｳ 鳥取 ｺﾀﾞﾆ ﾊﾔﾃ 鳥取

3 6 916 高田　洸洋(2) KY鳥取 1:01.26 3 7 670 小谷　颯(3) 気高中 1:00.84
ﾀｶﾊｼ ﾀｲｷ 鳥取 ﾏｴﾀ ﾕｳﾄ 鳥取

4 5 718 高橋　大稀(2) 河原中 1:01.50 4 8 715 前田　悠人(3) 河原中 1:10.48
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾗｲ 鳥取 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙｷ 鳥取

5 7 819 山口　未来(3) 八頭中 1:04.88 9 700 宮本　遥輝(3) 鳥取南中 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｲ　ｺｳﾀ 鳥取

1 654 岩井　光大(2) 高草中 56.75
ｵｵﾀ ｻｸﾏ 鳥取

2 774 太田　咲真(2) 鳥取東中 56.80
ｶｼﾜﾗ ﾘｮｳﾀ 鳥取

3 824 柏原　涼太(3) 八頭中 58.57
ｸﾗﾐﾂ ｲｯｻ 鳥取

4 707 倉光  一冴(2) 鳥取南中 59.58
ｺﾀﾞﾆ ﾊﾔﾃ 鳥取

5 670 小谷　颯(3) 気高中 1:00.84
ﾀｶﾀ 　ｺｳﾖｳ 鳥取

6 916 高田　洸洋(2) KY鳥取 1:01.26
ﾀｶﾊｼ ﾀｲｷ 鳥取

7 718 高橋　大稀(2) 河原中 1:01.50
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾗｲ 鳥取

8 819 山口　未来(3) 八頭中 1:04.88

凡例  DNS:欠場



中学男子800m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29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
ｵｵﾀ ｻｸﾏ 鳥取

1 4 774 太田　咲真(2) 鳥取東中 2:14.09
ﾖﾂｲ ﾋﾅﾀ 鳥取

2 7 896 四井　陽向(3) 中ノ郷中 2:15.13
ｳｽｲ ﾕｳｽｹ 鳥取

3 2 893 臼井　雄介(3) 中ノ郷中 2:18.82
ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾔ 鳥取

4 8 679 原田　翔矢(2) 気高中 2:42.40
ﾌｸｼﾏ　ﾕｳﾏ 鳥取

9 652 福嶋　優真(3) 高草中 DNF
ｲｼｲ ｶｹﾙ 鳥取

3 742 石井　翔琉(2) 湖東中 DNS
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 鳥取

5 672 遠藤　幸太郎(3) 気高中 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 鳥取

6 825 小林　蒼空(3) 八頭中 DNS

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



中学男子1500m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 15:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞﾝ 鳥取 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 鳥取

1 10 835 山本　暖(2) 八頭中 4:29.47 1 15 822 山口　優 (3) 八頭中 4:39.46
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 鳥取 ｳｶｲ ｶﾅﾙ 鳥取

2 14 675 渡辺　陽翔(3) 気高中 4:33.84 2 11 827 鵜飼　叶琉(2) 八頭中 4:44.91
ｽｷﾞﾓﾄ ﾚｲ 鳥取 ﾕﾀﾆ ﾌﾐﾔ 鳥取

3 9 732 杉本　玲(2) 鳥取西中 4:35.27 3 13 782 湯谷　文哉(3) 国府中 4:48.77
ﾐｳﾗ ﾖｳｽｹ 鳥取 ﾖﾂｲ ﾋﾅﾀ 鳥取

4 5 754 三浦　陽典(3) 桜ヶ丘中 4:41.78 4 14 896 四井　陽向(3) 中ノ郷中 4:49.87
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 鳥取 ﾀﾆ ｶｽﾞｷ 鳥取

5 11 826 田中　勇輝(3) 八頭中 4:44.81 5 6 757 谷　和輝(2) 桜ヶ丘中 4:58.21
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 鳥取 ﾏｴﾀ ｺｳｼﾞﾛｳ 鳥取

6 16 706 松本  葉月(2) 鳥取南中 4:53.57 6 2 678 前田　耕二郎(2) 気高中 5:03.64
ﾌﾙﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥取 ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾛｳ 鳥取

7 7 833 古田　瑞樹(2) 八頭中 4:53.99 7 4 817 竹内　颯太郎(3) 八頭中 5:05.30
ﾀｶｵｶ ｼﾁﾘ 鳥取 ｷﾀﾜｷ　ｿｳﾏ 鳥取

8 6 702 高岡  七理(3) 鳥取南中 5:01.27 8 7 656 北脇　壮馬(2) 高草中 5:09.41
ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 鳥取 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｷ 鳥取

9 4 749 森　祐輔(2) 湖東中 5:04.11 9 1 771 谷口　晃希(2) 鳥取東中 5:11.36
ﾔﾏﾈ ﾘｭｳｾｲ 鳥取 ｱﾝﾖｳｼﾞ ﾊﾙｷ 鳥取

10 15 815 山根　竜聖(3) 八頭中 5:08.04 10 12 760 安養寺　温克(2) 桜ヶ丘中 5:15.15
ｸﾗﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥取 ﾌｸﾀ ｱﾝﾘ 鳥取

11 12 719 倉本　和樹(2) 河原中 5:08.12 11 8 780 福田　安李(3) 国府中 5:16.84
ｶﾂﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 鳥取 ｵﾜｷ ﾘｸﾄ 鳥取

12 2 804 勝部　翔吾(2) 鳥大附属中 5:15.61 12 16 829 尾脇　陸仁(2) 八頭中 5:28.90
ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 鳥取

13 13 690 森本　祥太朗(3) 鳥取北中 5:16.30 13 3 805 中村　圭吾(2) 鳥大附属中 5:33.45
ｸｻｶﾍﾞ ｿｳﾀ 鳥取 ﾀｹﾓﾄ ｹｲｺﾞ 鳥取

14 3 697 日下部　蒼太(2) 福部未来学園 5:28.15 14 5 671 竹本　圭吾(3) 気高中 5:40.72
ﾅﾝﾊﾞ ﾘｭｳｷ 鳥取 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 鳥取

15 1 901 難波　琉紀(2) 中ノ郷中 5:30.30 9 806 金堂　優太(2) 鳥大附属中 DNS
ﾓﾘﾓﾄ ｹｲﾀ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 鳥取

16 8 785 森本　敬太(2) 国府中 5:39.24 10 825 小林　蒼空(3) 八頭中 DNS
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾗｲ 鳥取 ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅﾄ 鳥取

17 819 山口　未来(3) 八頭中 DNS 17 698 森本　七翔(2) 福部未来学園 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞﾝ 鳥取

1 835 山本　暖(2) 八頭中 4:29.47
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 鳥取

2 675 渡辺　陽翔(3) 気高中 4:33.84
ｽｷﾞﾓﾄ ﾚｲ 鳥取

3 732 杉本　玲(2) 鳥取西中 4:35.27
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 鳥取

4 822 山口　優 (3) 八頭中 4:39.46
ﾐｳﾗ ﾖｳｽｹ 鳥取

5 754 三浦　陽典(3) 桜ヶ丘中 4:41.78
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 鳥取

6 826 田中　勇輝(3) 八頭中 4:44.81
ｳｶｲ ｶﾅﾙ 鳥取

7 827 鵜飼　叶琉(2) 八頭中 4:44.91
ﾕﾀﾆ ﾌﾐﾔ 鳥取

8 782 湯谷　文哉(3) 国府中 4:48.77

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

凡例  DNS:欠場



中学男子3000m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 13:25 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 鳥取

1 14 822 山口　優 (3) 八頭中 9:29.91
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞﾝ 鳥取

2 8 835 山本　暖(2) 八頭中 9:36.74
ﾜｶﾏﾂ ｶﾝﾀ 鳥取

3 21 860 若松　寛大(3) 岩美中 9:45.92
ﾐｳﾗ ﾖｳｽｹ 鳥取

4 7 754 三浦　陽典(3) 桜ヶ丘中 9:48.71
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 鳥取

5 13 675 渡辺　陽翔(3) 気高中 9:50.37
ﾔﾏﾓﾄ ﾙｶ 鳥取

6 19 721 山本　琉楓(3) 智頭中 9:50.42
ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｲｷ 鳥取

7 18 717 東田　大輝(2) 河原中 9:55.72
ﾌﾙﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥取

8 3 833 古田　瑞樹(2) 八頭中 9:56.05
ｳｶｲ ｶﾅﾙ 鳥取

9 10 827 鵜飼　叶琉(2) 八頭中 9:59.21
ｶｶﾞﾀ ﾘﾁｶ 鳥取

10 12 720 加賀田　理元(3) 智頭中 10:08.58
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 鳥取

11 6 826 田中　勇輝(3) 八頭中 10:13.50
ｵｶﾀﾞ ｸﾘｭｳ 鳥取

12 15 722 岡田　空琉(3) 智頭中 10:15.96
ﾄﾏﾂ ﾏﾅﾄ 鳥取

13 2 770 戸松　愛翔(2) 鳥取東中 10:23.00
ﾀｶｵｶ ｼﾁﾘ 鳥取

14 9 702 高岡  七理(3) 鳥取南中 10:23.05
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 鳥取

15 11 800 渡邉　拓也(3) 鳥大附属中 10:31.07
ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 鳥取

16 5 723 萩原　康太(2) 智頭中 10:39.41
ﾔﾏﾈ ﾘｭｳｾｲ 鳥取

17 16 815 山根　竜聖(3) 八頭中 10:39.45
ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾛｳ 鳥取

18 20 817 竹内　颯太郎(3) 八頭中 11:00.05
ｳｽｲ ﾕｳｽｹ 鳥取

19 17 893 臼井　雄介(3) 中ノ郷中 11:06.57
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾘ 鳥取

20 1 801 土谷　侑璃(2) 鳥大附属中 11:06.61
ｺﾔﾏ ｿｳ 鳥取

4 745 小山　奏生(2) 湖東中 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



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

4月29日 12:40 決　勝

決　勝　

(風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐｮｳｶﾞ ｼｭﾝﾀ 鳥取

1 6 834 茗荷　駿多(2) 八頭中 17.56
ｲｼｲ ｶｹﾙ 鳥取

2 3 742 石井　翔琉(2) 湖東中 17.91
ｸﾗﾐﾂ ｲｯｻ 鳥取

3 7 707 倉光  一冴(2) 鳥取南中 18.36
ｽﾅｻﾜ ｲﾂｷ 鳥取

4 9 739 砂澤　樹輝(3) 湖東中 18.38
ﾋﾗｷﾞ ｾｲﾔ 鳥取

5 4 821 平木　聖哉(3) 八頭中 18.59
ｲｼﾊﾞ ｺｳｷ 鳥取

6 8 816 石破　航希(3) 八頭中 18.96
ﾀﾅｶ ﾋｲﾛ 鳥取

5 740 田中　陽大(3) 湖東中 DQ,T10

凡例  DQ:失格 T10:(R168-7(c))故意にハードルを倒した



中学男子走高跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 09:30 決　勝

決　勝　

ﾄﾐﾀ ﾊﾙﾄ 鳥取 － － － － ○ ○ ○ ○

1 3 751 冨田　晴斗(3) 桜ヶ丘中 × × ○ × × × 1m70
ﾐｽﾞｳﾁ　ｶｽﾞｷ 鳥取 － － － － × ○ ○ ○ × × ×

2 1 651 水内　紀希(3) 高草中 1m60
ﾆｲﾉ ﾕｳｷ 鳥取 ○ × × ×

3 2 830 新野　柚稀(2) 八頭中 1m30

1m60 1m65
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m35

1m75

1m40 1m45 1m50 1m55
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m30

1m70



中学男子走幅跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 11:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾈ ﾚｲﾄ 鳥取 5m68 5m38 5m01 5m68
1 5 823 山根　玲斗(3) 八頭中 +4.6 +1.6 +0.9 +4.6

ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ 鳥取 × 5m52 5m61 5m61
2 6 750 大田　丈(3) 桜ヶ丘中 +1.9 +0.9 +0.9

ﾅｶｼﾏ ﾘﾝﾀ 鳥取 5m13 × 5m52 5m52
3 4 752 中島　琳起(3) 桜ヶ丘中 +2.4 +2.0 +2.0

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 鳥取 5m36 5m32 5m36 5m36
4 1 758 谷口　雄太(2) 桜ヶ丘中 +0.4 +0.8 +1.6 +0.4

ｶｼﾜﾗ ﾘｮｳﾀ 鳥取 5m06 5m12 5m11 5m12
5 2 824 柏原　涼太(3) 八頭中 +0.1 +1.5 +1.1 +1.5

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 鳥取 4m99 4m96 5m09 5m09
6 7 892 山本　大雅(3) 中ノ郷中 +2.7 +2.7 +2.6 +2.6

ﾔﾌﾞｳﾁ ｶﾂｷ 鳥取 4m67 4m63 4m57 4m67
7 3 862 薮内　克希(3) 岩美中 +1.6 +1.2 +0.7 +1.6



中学男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：山下美乃里
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 09:30 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

ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ 鳥取

1 2 818 森本　康平(3) 八頭中 10m00 8m78 8m88 10m00 10m00
ｶﾜｶﾐ ﾊﾙ 鳥取

2 4 831 川上　羽琉(2) 八頭中 8m23 7m61 7m38 8m23 8m23
ｶﾂﾊﾗ ﾊﾔﾄ 鳥取

3 3 788 勝原　逸斗(3) 国府中 6m76 6m53 6m98 6m98 6m98
ｶﾜｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ 鳥取

4 1 683 川口　虎太朗(3) 河原中 6m88 5m68 5m65 6m88 6m88



中学男子円盤投(1.500kg)
審 判 長：山下美乃里
記録主任：浦林　雅樹

4月29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

ｳｺﾝ ﾉﾘﾄ 鳥取

1 1 688 右近　騎士(3) 河原中 × 8m82 9m39 9m39 9m39



中学男子ジャベリックスロー
審 判 長：山下美乃里
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘｻﾜ ﾄﾓﾉﾘ 鳥取

1 4 810 森澤　知慶(2) 鳥大附属中 46m04 51m33 47m87 51m33 51m33
ｺﾀｹ ﾖｼﾐ 鳥取

2 2 673 小竹　良実(3) 気高中 36m09 30m62 30m85 36m09 36m09
ﾉﾀﾞｹ ｺｳﾀ 鳥取

3 3 864 野嶽　孝太(3) 岩美中 30m51 28m54 27m84 30m51 30m51
ﾏｴﾀ ﾕｳﾄ 鳥取

4 1 715 前田　悠人(3) 河原中 14m52 17m62 12m07 17m62 17m62



一般・高校男子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 11:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:-2.5) 2組 (風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾀﾆ ｺｳﾍｲ 鳥取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取

1 9 270 小谷　光平(2) 鳥取城北高 11.78 1 8 52 谷口　綾一(3) 八頭高 11.36
ﾌｸﾀ ﾕｳﾉｽｹ 鳥取 ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ 鳥取

2 8 56 福田　由之輔(2) 八頭高 11.79 2 9 252 廣瀬　歩真(3) 鳥取城北高 11.47
ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ 鳥取 ｵｸﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

3 2 1030 森本　尚基(2) 鳥取大学 11.89 3 2 287 奥谷　俊介(2) 鳥取城北高 11.51
ﾋﾗｵ ﾐｺﾄ 鳥取 ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾄ 鳥取

4 4 282 平尾　美命(1) 鳥取城北高 12.01 4 6 53 西山　夏都(3) 八頭高 11.65
ｱﾝﾖｳｼﾞ ﾊﾙﾄ 鳥取 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 鳥取

5 7 134 安養寺　陽人(3) 鳥取商高 12.13 5 7 75 松本 和明(3) 鳥取東高 12.02
ｵｳｺﾞﾝ ﾕｳｽｹ 鳥取 ｷｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 鳥取

6 1 73 黄金 勇佑(2) 鳥取東高 12.28 6 4 159 岸田　和真(1) 鳥取東高 12.53
ﾄﾀﾞ ｶﾅﾀ 鳥取 ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 鳥取

7 3 160 戸田　哉汰(1) 鳥取東高 12.53 7 5 1010 岩本　凌佳(3) 鳥取大学 12.76
ｳｽﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 鳥取

8 6 298 碓本　涼太(1) 鳥取城北高 13.09
ｺﾏﾂ ﾅｵﾔ 鳥取

5 902 小松　直矢 東部消防 DNS

3組 (風:-0.6) 4組 (風:-0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥取 ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ 鳥取

1 4 263 福庭　陽成(3) 鳥取城北高 11.23 1 4 251 下村　翔太(3) 鳥取城北高 11.34
ｲﾇﾓﾁ ｻﾄﾙ 鳥取 ﾀｶﾀ ｲﾌﾞｷ 鳥取

2 9 1033 犬持　智(4) 鳥取大学 11.54 2 2 269 高田　壱吹(2) 鳥取城北高 11.80
ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾔ 鳥取 ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 鳥取

3 7 74 増田 貴也(3) 鳥取東高 11.55 3 3 161 岡崎　凌大(1) 鳥取東高 11.90
ｳﾒｽﾞ ﾀｲｼ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 鳥取

4 3 79 梅津 泰士(2) 鳥取東高 12.22 4 6 288 中村　太神(2) 鳥取城北高 12.16
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 鳥取

5 2 275 山田　遼太郎(1) 鳥取城北高 12.29 5 7 264 小林　隼人(2) 鳥取城北高 12.40
ｻﾜ ｹｲｽｹ 鳥取 ｵｻｷ ﾋｶﾙ 鳥取

6 8 289 澤　　佳介(1) 鳥取城北高 12.49 6 8 139 尾﨑　光(2) 鳥取商高 12.42
ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ 鳥取 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳ 鳥取

7 6 758 山本　哲也 鳥取マスターズ 12.70 7 5 1006 富永　優(2) 鳥取大学 12.42
ﾐﾔｵｶ ﾕｳｷ 鳥取 ｻﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 鳥取

8 5 226 宮岡　勇稀(2) 青谷高 14.03 8 9 294 澤田　望夢(3) 鳥取城北高 12.71

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥取

1 263 福庭　陽成(3) 鳥取城北高 11.23 -0.6
ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ 鳥取

2 251 下村　翔太(3) 鳥取城北高 11.34 -0.8
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取

3 52 谷口　綾一(3) 八頭高 11.36 -2.1
ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ 鳥取

4 252 廣瀬　歩真(3) 鳥取城北高 11.47 -2.1
ｵｸﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

5 287 奥谷　俊介(2) 鳥取城北高 11.51 -2.1
ｲﾇﾓﾁ ｻﾄﾙ 鳥取

6 1033 犬持　智(4) 鳥取大学 11.54 -0.6
ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾔ 鳥取

7 74 増田 貴也(3) 鳥取東高 11.55 -0.6
ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾄ 鳥取

8 53 西山　夏都(3) 八頭高 11.65 -2.1

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子200m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-4.3) 2組 (風:-4.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥取 ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ 鳥取

1 7 263 福庭　陽成(3) 鳥取城北高 22.92 1 5 251 下村　翔太(3) 鳥取城北高 22.97
ｲﾇﾓﾁ ｻﾄﾙ 鳥取 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾔ 鳥取

2 3 1033 犬持　智(4) 鳥取大学 22.94 2 4 74 増田 貴也(3) 鳥取東高 23.16
ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾔ 鳥取 ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾄ 鳥取

3 5 262 下村　聖也(2) 鳥取城北高 23.91 3 7 53 西山　夏都(3) 八頭高 23.62
ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 鳥取 ﾀｶﾀ ﾘｭｳ 鳥取

4 6 75 松本 和明(3) 鳥取東高 24.41 4 8 291 高田　龍(3) 鳥取城北高 23.99
ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥取 ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ 鳥取

5 9 136 河本　和樹(2) 鳥取商高 25.10 5 9 1030 森本　尚基(2) 鳥取大学 24.45
ｳﾒｽﾞ ﾀｲｼ 鳥取 ﾖﾈﾊﾗ ﾜﾀﾙ 鳥取

6 4 79 梅津 泰士(2) 鳥取東高 25.31 6 6 69 米原 渉(2) 鳥取東高 24.94
ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ 鳥取 ｱﾝﾖｳｼﾞ ﾊﾙﾄ 鳥取

7 8 758 山本　哲也 鳥取マスターズ 26.03 7 3 134 安養寺　陽人(3) 鳥取商高 25.14

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥取

1 263 福庭　陽成(3) 鳥取城北高 22.92 -4.3
ｲﾇﾓﾁ ｻﾄﾙ 鳥取

2 1033 犬持　智(4) 鳥取大学 22.94 -4.3
ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ 鳥取

3 251 下村　翔太(3) 鳥取城北高 22.97 -4.2
ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾔ 鳥取

4 74 増田 貴也(3) 鳥取東高 23.16 -4.2
ﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾄ 鳥取

5 53 西山　夏都(3) 八頭高 23.62 -4.2
ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾔ 鳥取

6 262 下村　聖也(2) 鳥取城北高 23.91 -4.3
ﾀｶﾀ ﾘｭｳ 鳥取

7 291 高田　龍(3) 鳥取城北高 23.99 -4.2
ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 鳥取

8 75 松本 和明(3) 鳥取東高 24.41 -4.3



一般・高校男子400m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 14:50 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

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 鳥取 ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥取

1 8 204 田中　悠暉(3) 鳥取西高 50.87 1 6 136 河本　和樹(2) 鳥取商高 53.55
ﾋﾗｵ ﾐｺﾄ 鳥取 ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 鳥取

2 6 282 平尾　美命(1) 鳥取城北高 53.09 2 8 1010 岩本　凌佳(3) 鳥取大学 56.12
ｳｴｻｶ ｿｳｲﾁ 鳥取 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 鳥取

3 5 1022 上坂　創一(2) 鳥取大学 53.39 3 5 55 森本　龍ノ介(3) 八頭高 56.58
ﾆｼﾓﾄ ﾚﾝ 鳥取 ﾆｼﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 鳥取

4 9 61 西本　蓮(1) 八頭高 54.92 4 9 62 西谷　元揮(1) 八頭高 57.09
ﾓﾘﾓﾄ ｲﾂｷ 鳥取 ﾀｶﾀ ｺｳｽｹ 鳥取

7 225 森本　いつき(2) 青谷高 DNS 7 80 高田 康佑(2) 鳥取東高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 鳥取

1 204 田中　悠暉(3) 鳥取西高 50.87
ﾋﾗｵ ﾐｺﾄ 鳥取

2 282 平尾　美命(1) 鳥取城北高 53.09
ｳｴｻｶ ｿｳｲﾁ 鳥取

3 1022 上坂　創一(2) 鳥取大学 53.39
ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥取

4 136 河本　和樹(2) 鳥取商高 53.55
ﾆｼﾓﾄ ﾚﾝ 鳥取

5 61 西本　蓮(1) 八頭高 54.92
ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 鳥取

6 1010 岩本　凌佳(3) 鳥取大学 56.12
ﾓﾘﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 鳥取

7 55 森本　龍ノ介(3) 八頭高 56.58
ﾆｼﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 鳥取

8 62 西谷　元揮(1) 八頭高 57.09

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子800m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 12:20 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

ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 鳥取 ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 鳥取

1 2 1015 和田　龍汰(3) 鳥取大学 2:00.85 1 2 207 安田　翔太(3) 鳥取西高 2:02.96
ｶﾄｳ ｼｭﾝ 鳥取 ｸﾎﾞﾐ ﾕｳﾍｲ 鳥取

2 6 1019 加藤　俊(3) 鳥取大学 2:02.67 2 9 1017 久保見　裕平(3) 鳥取大学 2:04.26
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取 ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾋﾞｷ 鳥取

3 3 45 中村　大毅(3) 八頭高 2:02.70 3 5 267 別所　響(2) 鳥取城北高 2:05.95
ﾏｴﾀ ｼﾝﾏ 鳥取 ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

4 8 279 前田　真良(1) 鳥取城北高 2:04.20 4 6 280 竹内　駿介(1) 鳥取城北高 2:06.20
ﾔﾏｼﾀ 　ﾅｵﾄ 鳥取 ｺｸﾞﾗ ｴｲｼｭﾝ 鳥取

5 4 70 山下 直人(2) 鳥取東高 2:04.82 5 4 78 児倉 英隼(2) 鳥取東高 2:11.18
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃｯﾀ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂﾄ 鳥取

6 5 300 谷口　徹太(1) 鳥取城北高 2:08.12 6 3 1018 小林　淳人(3) 鳥取大学 2:23.54
ｵｯﾄｺﾞﾝ ｱﾅﾗ 鳥取 ｲﾘｴ ﾄﾓﾋﾛ 鳥取

7 7 301 オットゴン　アナラ(1) 鳥取城北高 2:08.24 7 223 入江　友浩(2) 青谷高 DNS
ｱﾗｲ ﾕｳｷ 鳥取 ﾊﾏﾉ ﾜﾀﾙ 鳥取

8 9 76 荒井 裕己(3) 鳥取東高 2:12.20 8 255 濱野　航(3) 鳥取城北高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 鳥取

1 1015 和田　龍汰(3) 鳥取大学 2:00.85
ｶﾄｳ ｼｭﾝ 鳥取

2 1019 加藤　俊(3) 鳥取大学 2:02.67
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取

3 45 中村　大毅(3) 八頭高 2:02.70
ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 鳥取

4 207 安田　翔太(3) 鳥取西高 2:02.96
ﾏｴﾀ ｼﾝﾏ 鳥取

5 279 前田　真良(1) 鳥取城北高 2:04.20
ｸﾎﾞﾐ ﾕｳﾍｲ 鳥取

6 1017 久保見　裕平(3) 鳥取大学 2:04.26
ﾔﾏｼﾀ 　ﾅｵﾄ 鳥取

7 70 山下 直人(2) 鳥取東高 2:04.82
ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾋﾞｷ 鳥取

8 267 別所　響(2) 鳥取城北高 2:05.95

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



一般・高校男子1500m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 16:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ﾜｷﾀ ﾘｷ 鳥取 ｲｶﾜ ﾘｮｳ 鳥取

1 6 256 脇田　力(3) 鳥取城北高 4:18.58 1 11 718 居川　凌 TAPｓ 4:14.00
ｶﾄｳ ｼｭﾝ 鳥取 ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取

2 12 1019 加藤　俊(3) 鳥取大学 4:23.95 2 3 46 桑田　大輔(3) 八頭高 4:14.31
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 鳥取

3 8 45 中村　大毅(3) 八頭高 4:24.47 3 6 1015 和田　龍汰(3) 鳥取大学 4:14.77
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｽｹ 鳥取 ﾃﾞﾜｷ ﾀｲﾁ 鳥取

4 5 720 小林　宏輔 TAPｓ 4:27.75 4 12 72 出脇 汰一(2) 鳥取東高 4:19.40
ﾋﾗｵ ﾀｶﾏｻ 鳥取 ﾔﾏｼﾀ 　ﾅｵﾄ 鳥取

5 10 722 平尾　隆将 TAPｓ 4:31.06 5 5 70 山下 直人(2) 鳥取東高 4:21.35
ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 鳥取 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾔ 鳥取

6 2 1020 吉村　隆盛(2) 鳥取大学 4:32.78 6 1 1003 上田　裕也(2) 鳥取大学 4:21.67
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 鳥取 ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾉﾘ 鳥取

7 11 211 荻原　諒也(3) 鳥取西高 4:36.74 7 13 214 木下　天響(3) 鳥取西高 4:25.05
ｼﾗｲﾜ ｾｲｺﾞ 鳥取 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 鳥取

8 1 71 白岩 成悟(2) 鳥取東高 4:42.09 8 8 1005 前田　裕紀(4) 鳥取大学 4:30.43
ｱﾗｲ ﾕｳｷ 鳥取 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾄ 鳥取

9 9 76 荒井 裕己(3) 鳥取東高 4:46.11 9 2 66 山田 健人(3) 鳥取東高 4:30.84
ﾁｭｳﾀ ﾀｳﾏ 鳥取 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 鳥取

10 3 81 忠田 拓真(2) 鳥取東高 4:47.75 10 4 65 竹内　夢翔(3) 鳥取工高 4:41.24
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ 鳥取 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 鳥取

11 7 77 小林 龍斗(3) 鳥取東高 5:22.39 7 68 坂本 悠太(3) 鳥取東高 DNS
ﾆｼｵ　ﾄﾓﾔ 鳥取 ﾏｴﾀ ｺｳｾｲ 鳥取

12 4 236 西尾　朋也(2) 鳥取湖陵高 5:32.95 9 221 前田　紘生(2) 鳥取敬愛高 DNS
ｼﾉﾌﾞ ﾀｲｷ 鳥取

10 50 信夫　大輝(1) 八頭高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｶﾜ ﾘｮｳ 鳥取

1 718 居川　凌 TAPｓ 4:14.00
ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取

2 46 桑田　大輔(3) 八頭高 4:14.31
ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 鳥取

3 1015 和田　龍汰(3) 鳥取大学 4:14.77
ﾜｷﾀ ﾘｷ 鳥取

4 256 脇田　力(3) 鳥取城北高 4:18.58
ﾃﾞﾜｷ ﾀｲﾁ 鳥取

5 72 出脇 汰一(2) 鳥取東高 4:19.40
ﾔﾏｼﾀ 　ﾅｵﾄ 鳥取

6 70 山下 直人(2) 鳥取東高 4:21.35
ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾔ 鳥取

7 1003 上田　裕也(2) 鳥取大学 4:21.67
ｶﾄｳ ｼｭﾝ 鳥取

8 1019 加藤　俊(3) 鳥取大学 4:23.95

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

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



一般・高校男子5000m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 14:20 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾔｼﾓﾄ ﾘｮｳ 鳥取

1 1 261 林本　涼(3) 鳥取城北高 15:18.76
ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾀ 鳥取

2 5 42 内田　晃太(3) 八頭高 15:28.93
ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾅｵ 鳥取

3 9 1004 川上　柾尚(2) 鳥取大学 15:36.89
ｷﾔﾏ ｶｲﾁ 鳥取

4 18 271 帰山　開智(2) 鳥取城北高 15:39.48
ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ 鳥取

5 2 44 谷口　柊斗(3) 八頭高 15:44.70
ﾃﾞﾜｷ ﾀｲﾁ 鳥取

6 12 72 出脇 汰一(2) 鳥取東高 15:52.17
ﾊﾏﾊｼ ﾏｻﾕｷ 鳥取

7 4 290 濵橋　雅幸(3) 鳥取城北高 16:14.55
ｵﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 鳥取

8 15 47 尾田　崇侑(3) 八頭高 16:14.96
ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 鳥取

9 16 1020 吉村　隆盛(2) 鳥取大学 16:20.39
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｱ 鳥取

10 7 67 宮崎 乃藍(3) 鳥取東高 16:24.55
ﾄｸﾔｽ ﾕｳｽｹ 鳥取

11 20 820 徳安　祐輔 気高郡陸協 16:30.40
ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 鳥取

12 11 1013 島田　敦史(3) 鳥取大学 16:34.44
ﾔﾏｼﾀ ｹｲｷ 鳥取

13 13 254 山下　敬輝(3) 鳥取城北高 17:01.91
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾄ 鳥取

14 3 66 山田 健人(3) 鳥取東高 17:02.00
ｼﾗｲﾜ ｾｲｺﾞ 鳥取

15 19 71 白岩 成悟(2) 鳥取東高 17:03.07
ｳｴﾀ ﾀｸﾛｳ 鳥取

16 14 1012 植田　拓郎(3) 鳥取大学 17:15.01
ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取

17 6 1016 佐々木　大佑(2) 鳥取大学 17:38.11
ﾕｸﾞﾘ ｺｳﾍｲ 鳥取

18 10 285 湯栗　康平(2) 鳥取城北高 17:38.64
ｼｹﾞﾅﾘ ｲｯﾀ 鳥取

19 8 222 重成　一太(2) 鳥取敬愛高 18:57.20
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ 鳥取

20 17 77 小林 龍斗(3) 鳥取東高 20:42.98

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝



一般・高校男子110mH(0.991m)
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 12:45 決　勝

決　勝　

(風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鳥取

1 6 275 山田　遼太郎(1) 鳥取城北高 16.38
ｳｴﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥取

2 5 283 上田　瑞樹(1) 鳥取城北高 16.80



一般・高校男子110mH(1.067m)
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 12:50 決　勝

決　勝　

(風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 鳥取

1 5 260 松井　秀憲(2) 鳥取城北高 18.37
ｻﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ 鳥取

2 6 57 澤田　拓実(2) 八頭高 20.15
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 鳥取

7 258 田中　大地(3) 鳥取城北高 DNF

凡例  DNF:途中棄権



一般・高校男子400mH
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29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
ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ 鳥取

1 6 272 中山　敬太(2) 鳥取城北高 57.50
ﾆｼﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 鳥取

2 5 62 西谷　元揮(1) 八頭高 1:00.10



一般・高校男子走幅跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 11:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾑﾗﾀ ﾏｻｱｷ 鳥取 6m39 6m43 6m36 6m43
1 3 1011 村田　雅明(3) 鳥取大学 -0.3 +1.0 +2.3 +1.0

ﾊﾅｲｹ ﾚﾝ 鳥取 6m00 5m98 5m92 6m00
2 4 259 花池　蓮(2) 鳥取城北高 +3.4 +1.3 +0.6 +3.4

ﾖﾈﾊﾗ ﾜﾀﾙ 鳥取 5m90 5m71 5m76 5m90
3 5 69 米原 渉(2) 鳥取東高 +4.1 +1.1 -1.0 +4.1

ﾎﾝﾀﾞ ﾚｵ 鳥取 5m77 × 5m45 5m77
4 2 277 本多　礼旺(1) 鳥取城北高 +1.6 +3.7 +1.6

ﾀﾆﾑﾗ ﾌﾞﾝﾀ 鳥取 5m55 5m45 5m58 5m58
5 6 284 谷村　文太(3) 鳥取城北高 +0.6 +1.3 +1.3 +1.3

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳ 鳥取 5m49 × 5m41 5m49
6 9 1006 富永　優(2) 鳥取大学 +1.1 +0.8 +1.1

ﾔﾏﾈ ﾘｵﾝ 5m44 5m43 5m26 5m44
7 10 231 山根　理音(1) 鳥取城北高 +2.6 +2.7 +2.2 +2.6

ｱﾝﾖｳｼﾞ ﾊﾙﾄ 鳥取 × × 5m10 5m10
8 1 134 安養寺　陽人(3) 鳥取商高 +2.2 +2.2

ﾀｶﾀ ｺｳｽｹ 鳥取

7 80 高田 康佑(2) 鳥取東高 DNS
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 鳥取

8 257 田中　光(3) 鳥取城北高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子三段跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：浦林　雅樹

4月29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

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ 鳥取 14m55 13m55 × 14m55
1 5 942 小林　陽介 鳥取陸協 +4.6 +1.4 +4.6

ﾑﾗﾀ ﾏｻｱｷ 鳥取 13m17 12m90 × 13m17
2 4 1011 村田　雅明(3) 鳥取大学 +2.0 +0.8 +2.0

ﾀｶﾊﾏ ﾋﾛｱｷ 鳥取 12m78 × 13m03 13m03
3 3 265 高濱　宏彰(3) 鳥取城北高 +5.0 +3.5 +3.5

ﾅｶﾉ ﾚﾝﾀ 鳥取 12m79 × × 12m79
4 1 268 中野　蓮太(3) 鳥取城北高 +1.0 +1.0

ｵｻｷ ﾋｶﾙ 鳥取 11m76 11m69 10m54 11m76
5 2 139 尾﨑　光(2) 鳥取商高 +1.4 +5.1 +0.3 +1.4



一般・高校男子やり投
審 判 長：山下美乃里
記録主任：浦林　雅樹

4月29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

ﾐｼﾏ ﾀｸﾔ 鳥取

1 1 213 三島　卓也(3) 鳥取西高 51m37 － － 51m37 51m37
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 鳥取

2 7 93 　中村　匠(3) 岩美高 47m56 42m63 42m36 47m56 47m56
ﾕｶﾜ ﾚｲ 鳥取

3 4 325 　湯川　玲之(1) 岩美高 47m44 41m68 45m53 47m44 47m44
ｵｵｴ ｺｳｽｹ 鳥取

4 2 1009 大江　広高(2) 鳥取大学 42m93 42m22 43m71 43m71 43m71
ｺﾀﾞﾏ ｿｳｼ 鳥取

5 5 286 児玉　壮志(3) 鳥取城北高 43m22 40m93 40m53 43m22 43m22
ﾔﾏﾈ　ｺｳｼﾞ 鳥取

6 3 234 山根　皇司(3) 鳥取湖陵高 26m96 × × 26m96 26m96
ﾊﾏﾓﾄ　ﾋﾛｱｷ 鳥取

7 6 233 濱本　洸明(2) 鳥取湖陵高 21m44 19m24 26m09 26m09 26m09
ﾀｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 鳥取

8 903 田川　諒 東部消防 × － － NM

凡例  NM:記録なし



高校１年男子3000m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 13:40 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾜﾀ ﾏｻﾕｷ 鳥取

1 9 299 岩田　真之(1) 鳥取城北高 9:08.39
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙﾅ 鳥取

2 1 295 山口　月輝(1) 鳥取城北高 9:17.57
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾛｳ 鳥取

3 8 293 中村　拳士郎(1) 鳥取城北高 9:20.73
ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 鳥取

4 5 297 山本　陽介(1) 鳥取城北高 9:37.07
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳ 鳥取

5 4 49 小林　想(1) 八頭高 10:00.00
ｼﾗﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 鳥取

6 7 230 白水　渉太(1) 鳥取東高 10:21.80
ﾓﾘﾀ ﾂﾖｼ 鳥取

7 2 229 森田　剛(1) 鳥取東高 10:56.59
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 鳥取

3 273 萩原　佑太(1) 鳥取城北高 DNS
ﾀﾂﾐ ｶﾝｲﾁ 鳥取

6 296 辰巳　堪一(1) 鳥取城北高 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



高校男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：山下美乃里
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 09:30 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

ﾌﾅﾓﾄ ﾕｳﾀ 鳥取

1 4 278 船本　雄太(1) 鳥取城北高 6m67 8m98 8m95 8m98 8m98
ﾔﾏﾈ　ｺｳｼﾞ 鳥取

2 3 234 山根　皇司(3) 鳥取湖陵高 8m11 8m17 8m43 8m43 8m43
ﾏｴﾀ ｼﾞｮｳﾄ 鳥取

3 2 138 前田　丈翔(2) 鳥取商高 6m66 7m13 7m93 7m93 7m93
ｵｳｺﾞﾝ ﾕｳｽｹ 鳥取

4 1 73 黄金 勇佑(2) 鳥取東高 7m29 6m86 6m92 7m29 7m29
ｶﾜﾆｼ ｶｲﾁ 鳥取

5 5 281 川西　開智(1) 鳥取城北高 × × 6m96 6m96 6m96



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：山下美乃里
記録主任：浦林　雅樹

4月29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

ｼﾓﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 鳥取

1 1 92 　下田　龍二(3) 岩美高 23m50 × 24m32 24m32 24m32



高校男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：山下美乃里
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 15:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 鳥取

1 3 93 　中村　匠(3) 岩美高 33m86 × × 33m86 33m86
ﾑﾗｶﾐ ｶｲﾄ 鳥取

2 1 95 　村上　魁杜　(2) 岩美高 28m76 × × 28m76 28m76
ｻﾜ ﾕｳｷ 鳥取

2 90   澤　優輝(3) 岩美高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：山下美乃里
記録主任：浦林　雅樹

4月29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

ｸﾛﾀﾞ ﾂﾖｼ 鳥取

1 1 829 黒田　剛志 鳥取陸協 40m78 42m30 × 42m30 42m30
ﾅｶﾆｼ ｺｳｽｹ 大阪

2 2 6316 中西　康輔 大阪陸協 36m91 × 37m58 37m58 37m58



小学女子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 (風:-2.8) 2組 (風:-1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷﾉｼﾀ ｳﾀ 鳥取 ﾆｼｵ ﾅﾂﾊ 鳥取

1 7 2050 木下　うた(4) KY鳥取 16.90 1 7 1 西尾七月葉(6) 布勢TC 15.41
ｳｴｷ ﾏﾎ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅﾀ

2 3 6 植木　真歩(5) 布勢TC 16.98 2 9 2047 足立　日向(6) KY鳥取 16.30
ﾊﾗ ﾋﾖﾘ 鳥取 ｳｴﾀ ｱﾝ 鳥取

3 9 2036 原　日葉里(6) KY鳥取 17.00 3 4 4 上田　杏(6) 布勢TC 16.46
ｳｶｲ ｿﾖｶ 鳥取 ﾖｺｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾊ 鳥取

4 8 8 鵜飼　そよか(4) 布勢TC 18.00 4 3 2039 横川　瑞葉(6) KY鳥取 17.82
ｲﾜｷ ﾒﾅ 鳥取 ｴﾀﾆ ﾐｻｷ 鳥取

5 4 17 岩城　芽愛(2) アステル鳥取 18.04 5 6 13 江谷　美咲(5) 末恒RC 17.99
ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｻｷ 鳥取 ｼﾐｽﾞ ﾏｲｶ 鳥取

6 5 2048 東田　彩綺(4) KY鳥取 18.94 6 8 16 清水　舞花(3) アステル鳥取 20.15
ﾖｺﾔﾏ ﾒｲ 鳥取 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾉﾝ 鳥取

7 6 2057 横山　芽生(1) KY鳥取 22.33 7 5 2059 谷口　愛音(1) KY鳥取 27.85

3組 (風:-3.7) 4組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜｶﾏﾂ ｸﾙﾐ 鳥取 ﾏｴﾀ ｻｸﾗ 鳥取

1 3 2042 若松　来実(6) KY鳥取 16.33 1 7 2040 前田　さくら(6) KY鳥取 14.43
ﾌｼﾞｵｶ ｻｴ 鳥取 ﾊﾏﾓﾄ ﾓﾅ 鳥取

2 4 3 藤岡　咲衣(6) 布勢TC 16.58 2 9 7 濱本　桃那(4) 布勢TC 16.97
ﾊﾔｼ ﾁﾊﾙ 鳥取 ﾀﾆﾓﾄ ﾓﾓｶ 鳥取

3 8 2043 林　千遥(6) KY鳥取 16.71 3 5 14 谷本　桃香(5) 末恒RC 16.98
ｵｵﾀﾆ ﾅﾅ 鳥取 ﾀｹﾓﾄ ﾘﾉ 鳥取

4 6 2045 大谷　奈々(5) KY鳥取 16.93 4 6 2044 竹本　梨乃(6) KY鳥取 17.61
ｲﾜｷ ﾒｲ 鳥取 ﾆｼﾔﾏ ﾐｻｷ 鳥取

5 7 18 岩城　芽衣(4) アステル鳥取 17.86 5 4 11 西山　美咲(3) 布勢TC 17.94
ﾏｴﾀ ﾓﾓ 鳥取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾅｶ 鳥取

6 5 2054 前田　もも(3) KY鳥取 18.92 6 3 2052 谷口　愛夏(3) KY鳥取 19.04
ﾌｼﾞｵｶ ﾘｻ 鳥取

7 9 12 藤岡　里彩(3) 布勢TC 19.08

5組 (風:-4.1) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｼﾓﾄ ﾐｻﾄ 鳥取 ﾏｴﾀ ｻｸﾗ 鳥取

1 9 2037 橋本　実怜(6) KY鳥取 16.35 1 2040 前田　さくら(6) KY鳥取 14.43 -0.2
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾅｶ 鳥取 ﾆｼｵ ﾅﾂﾊ 鳥取

2 6 2038 橋本　麻央(6) KY鳥取 16.43 2 1 西尾七月葉(6) 布勢TC 15.41 -1.6
ﾌﾅｺｼ ﾅﾉｶ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅﾀ

3 7 9 船越　菜花(4) 布勢TC 17.43 3 2047 足立　日向(6) KY鳥取 16.30 -1.6
ﾔﾏﾈ ﾐﾋﾛ 鳥取 ﾜｶﾏﾂ ｸﾙﾐ 鳥取

4 4 10 山根　みひろ(4) 布勢TC 17.85 4 2042 若松　来実(6) KY鳥取 16.33 -3.7
ﾄﾞﾊﾞｼ ｺﾄ 鳥取 ﾊｼﾓﾄ ﾐｻﾄ 鳥取

5 3 2046 土橋　心瞳(5) KY鳥取 19.18 5 2037 橋本　実怜(6) KY鳥取 16.35 -4.1
ﾉｷﾞ ﾕｳﾘ 鳥取 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾅｶ 鳥取

6 8 15 野儀　優莉(4) 末恒RC 19.44 6 2038 橋本　麻央(6) KY鳥取 16.43 -4.1
ﾊﾗ ﾁｻｷ 鳥取 ｳｴﾀ ｱﾝ 鳥取

7 5 2055 原　千彩季(2) KY鳥取 23.37 7 4 上田　杏(6) 布勢TC 16.46 -1.6
ﾌｼﾞｵｶ ｻｴ 鳥取

8 3 藤岡　咲衣(6) 布勢TC 16.58 -3.7



小学女子800m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 11:40 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

ﾜｶﾏﾂ ｸﾙﾐ 鳥取 ﾊﾏﾓﾄ ﾓﾅ 鳥取

1 7 2042 若松　来実(6) KY鳥取 2:52.92 1 2 7 濱本　桃那(4) 布勢TC 2:55.50
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅﾀ ﾖﾈﾑﾗ ﾘｺ 鳥取

2 10 2047 足立　日向(6) KY鳥取 2:53.49 2 7 2 米村　莉子(6) 布勢TC 2:56.75
ﾆｼｵ ﾅﾂﾊ 鳥取 ﾖｺｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾊ 鳥取

3 1 1 西尾七月葉(6) 布勢TC 2:57.45 3 6 2039 横川　瑞葉(6) KY鳥取 3:03.39
ﾔﾏﾈ ﾐﾋﾛ 鳥取 ﾀｹﾓﾄ ﾘﾉ 鳥取

4 3 10 山根　みひろ(4) 布勢TC 3:05.40 4 4 2044 竹本　梨乃(6) KY鳥取 3:06.66
ﾊﾔｼ ﾁﾊﾙ 鳥取 ﾊﾗ ﾋﾖﾘ 鳥取

5 6 2043 林　千遥(6) KY鳥取 3:07.59 5 5 2036 原　日葉里(6) KY鳥取 3:07.12
ﾌﾅｺｼ ﾅﾉｶ 鳥取 ﾆｼﾔﾏ ﾐｻｷ 鳥取

6 2 9 船越　菜花(4) 布勢TC 3:09.11 6 3 11 西山　美咲(3) 布勢TC 3:09.40
ｴﾀﾆ ﾐｻｷ 鳥取 ｵｵﾀﾆ ﾅﾅ 鳥取

7 11 13 江谷　美咲(5) 末恒RC 3:10.85 7 11 2045 大谷　奈々(5) KY鳥取 3:13.47
ﾅｶﾔﾏ ﾕﾅ 鳥取 ﾀﾆﾓﾄ ﾓﾓｶ 鳥取

8 9 5 中山　夢菜(6) 布勢TC 3:11.36 8 8 14 谷本　桃香(5) 末恒RC 3:15.83
ﾄﾞﾊﾞｼ ｺﾄ 鳥取 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｻｷ 鳥取

9 8 2046 土橋　心瞳(5) KY鳥取 3:13.36 9 10 2048 東田　彩綺(4) KY鳥取 3:18.14
ﾉｷﾞ ﾕｳﾘ 鳥取 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｻ 鳥取

10 4 15 野儀　優莉(4) 末恒RC 3:20.23 10 9 12 藤岡　里彩(3) 布勢TC 3:25.01
ｳｴｷ ﾏﾎ 鳥取 ｳｶｲ ｿﾖｶ 鳥取

11 5 6 植木　真歩(5) 布勢TC 3:23.69 1 8 鵜飼　そよか(4) 布勢TC DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜｶﾏﾂ ｸﾙﾐ 鳥取

1 2042 若松　来実(6) KY鳥取 2:52.92
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾅﾀ

2 2047 足立　日向(6) KY鳥取 2:53.49
ﾊﾏﾓﾄ ﾓﾅ 鳥取

3 7 濱本　桃那(4) 布勢TC 2:55.50
ﾖﾈﾑﾗ ﾘｺ 鳥取

4 2 米村　莉子(6) 布勢TC 2:56.75
ﾆｼｵ ﾅﾂﾊ 鳥取

5 1 西尾七月葉(6) 布勢TC 2:57.45
ﾖｺｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾊ 鳥取

6 2039 横川　瑞葉(6) KY鳥取 3:03.39
ﾔﾏﾈ ﾐﾋﾛ 鳥取

7 10 山根　みひろ(4) 布勢TC 3:05.40
ﾀｹﾓﾄ ﾘﾉ 鳥取

8 2044 竹本　梨乃(6) KY鳥取 3:06.66

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



小学女子走幅跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 09:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｷ ｺｳｶﾞ 鳥取

1 19 岩城　幸芽(6) アステル鳥取 DNS

凡例  DNS:欠場



中学１年女子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 09:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-2.4) 2組 (風:-2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄﾐﾊﾞﾔｼ ﾜｶ 鳥取 ﾅｶﾓﾄ ｲﾁｶ 鳥取

1 7 509 富林  和花(1) 鳥取南中 14.34 1 8 631 中本　唯愛(1) 岩美中 13.97
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 鳥取 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾋﾛ 鳥取

2 9 549 小林　日和(1) 桜ヶ丘中 14.47 2 7 510 宮本  真優(1) 鳥取南中 14.23
ｲｹﾓﾄ ﾘｺ 鳥取 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｵﾝ 鳥取

3 5 591 池本　理子(1) 八頭中 15.11 3 9 928 山口　星音(1) KY鳥取 15.05
ﾅｶﾞﾓﾄ ﾏｷ 鳥取 ﾑﾗｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 鳥取

4 6 512 永本  真希(1) 鳥取南中 17.63 4 5 462 村口　ひなた(1) 鳥取北中 16.95
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾋﾛ 鳥取 ﾀｹﾓﾘ ﾚﾝ 鳥取

8 929 宮本　真優(1) KY鳥取 DNS 5 6 714 竹森  恋(1) 鳥取南中 17.03

3組 (風:-0.3) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾏｴﾀ ｲﾛﾊ 鳥取 ﾅｶﾓﾄ ｲﾁｶ 鳥取

1 9 622 前田　彩羽(1) 福部未来学園 14.90 1 631 中本　唯愛(1) 岩美中 13.97 -2.2
ｼﾐｽﾞ ｱｵｲ 鳥取 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾋﾛ 鳥取

2 8 464 清水　葵(1) 気高中 16.10 2 510 宮本  真優(1) 鳥取南中 14.23 -2.2
ﾆｼﾊﾗ ｱｵｲ 鳥取 ﾄﾐﾊﾞﾔｼ ﾜｶ 鳥取

3 7 511 西原  あおい(1) 鳥取南中 16.24 3 509 富林  和花(1) 鳥取南中 14.34 -2.4
ﾔﾏﾓﾄ ｾﾅ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 鳥取

4 6 713 山本 惺心(1) 鳥取南中 16.35 4 549 小林　日和(1) 桜ヶ丘中 14.47 -2.4
ｷﾇｶﾞｻ ﾋﾅﾀ 鳥取 ﾏｴﾀ ｲﾛﾊ 鳥取

5 4 592 衣笠　日陽(1) 八頭中 16.74 5 622 前田　彩羽(1) 福部未来学園 14.90 -0.3
ﾐﾅﾄ ｱｲﾊ 鳥取 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｵﾝ 鳥取

5 461 湊　　愛遙(1) 鳥取北中 DNS 6 928 山口　星音(1) KY鳥取 15.05 -2.2
ｲｹﾓﾄ ﾘｺ 鳥取

7 591 池本　理子(1) 八頭中 15.11 -2.4
ｼﾐｽﾞ ｱｵｲ 鳥取

8 464 清水　葵(1) 気高中 16.10 -0.3

凡例  DNS:欠場



中学２年女子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 10:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-1.7) 2組 (風:-1.8)

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
ﾕﾑﾗ ｻﾗ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鳥取

1 7 586 湯村　沙羅(2) 八頭中 14.75 1 5 581 中村　朱里(2) 八頭中 14.11
ｷﾉｼﾀ ﾏﾅ 鳥取 ﾅｶﾆｼ ﾅﾂﾐ 鳥取

2 6 474 木下　真那(2) 鳥取西中 15.02 2 7 580 中西　夏海(2) 八頭中 14.48
ｻｻｷ ｶﾉ 鳥取 ｱﾀﾗｼ　ﾕｷ 鳥取

3 5 584 佐々木　雅乃(2) 八頭中 15.10 3 3 600 新　結喜(2) 青谷中 14.70
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘｶ ｻﾆﾔ 鳥取 ｳﾗﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 鳥取

4 3 616 橘　里香　サニヤ(2) 智頭中 15.69 4 4 587 浦林　千嘉(2) 八頭中 14.86
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ 鳥取 ｻｻｷ ﾐｻｷ 鳥取

5 8 585 山本　優菜(2) 八頭中 15.80 5 9 579 佐々木　幸咲(2) 八頭中 15.67
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 鳥取 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾕｳｶ 鳥取

6 4 583 谷口　日向葵(2) 八頭中 16.89 6 8 601 遠藤　優香(2) 青谷中 15.94
ﾓｳﾘ ﾙﾅ 鳥取 ｶﾜﾊﾗ ﾓｶ 鳥取

7 2 653 毛利　瑠那(2) 中ノ郷中 16.91 7 2 485 河原　百花(2) 鳥大附属中 16.13
ﾖﾈﾔﾏ ｺﾄﾐ 鳥取 ｵｵｸﾗ ﾕｲ 鳥取

9 630 米山　琴海(2) 岩美中 DNS 6 508 大倉 唯慈(2) 鳥取南中 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鳥取

1 581 中村　朱里(2) 八頭中 14.11 -1.8
ﾅｶﾆｼ ﾅﾂﾐ 鳥取

2 580 中西　夏海(2) 八頭中 14.48 -1.8
ｱﾀﾗｼ　ﾕｷ 鳥取

3 600 新　結喜(2) 青谷中 14.70 -1.8
ﾕﾑﾗ ｻﾗ 鳥取

4 586 湯村　沙羅(2) 八頭中 14.75 -1.7
ｳﾗﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 鳥取

5 587 浦林　千嘉(2) 八頭中 14.86 -1.8
ｷﾉｼﾀ ﾏﾅ 鳥取

6 474 木下　真那(2) 鳥取西中 15.02 -1.7
ｻｻｷ ｶﾉ 鳥取

7 584 佐々木　雅乃(2) 八頭中 15.10 -1.7
ｻｻｷ ﾐｻｷ 鳥取

8 579 佐々木　幸咲(2) 八頭中 15.67 -1.8

凡例  DNS:欠場



中学３年女子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 10:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:-3.0) 2組 (風:-1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏｳﾁ ｱﾔﾒ 鳥取 ｸﾆｲｼ ｶｽﾐ 鳥取

1 5 522 山内　郁芽(3) 国府中 14.31 1 7 552 國石　香純(3) 湖東中 14.75
ｱｵｷ ﾘｺ 鳥取 ﾓﾘﾓﾄ ｱｽｶ 鳥取

2 9 550 青木　莉恋(3) 湖東中 15.23 2 4 578 森本　明日香(3) 八頭中 14.84
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ 鳥取 ﾐﾔﾜｷ ｱﾔｶ 鳥取

3 4 571 小林　こころ(3) 八頭中 15.24 3 9 625 宮脇　彩華(3) 岩美中 14.92
ｲﾄｳ ｶﾚﾝ 鳥取 ﾎｿｶﾜ　ｻｸﾗ 鳥取

4 8 502 伊藤　歌恋(3) 鳥取南中 15.81 4 3 450 細川　さくら(3) 高草中 15.36
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 鳥取 ﾐｽﾞﾏ ﾎﾉｶ 鳥取

5 7 465 山田　紘未(3) 気高中 15.87 5 5 479 水間　帆乃香(3) 鳥大附属中 15.65
ﾆｼｶﾜ ﾀﾏｷ 鳥取 ﾅｶﾀ ｻﾔ 鳥取

6 3 470 西川　環(3) 鳥取西中 16.14 6 6 643 中田　さや(3) 中ノ郷中 15.83
ﾌｸﾀ ｱｲﾅ 鳥取 ﾀｶﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥取

6 644 福田　藍菜(3) 中ノ郷中 DNS 8 641 高田　瑞季(3) 中ノ郷中 DNS

3組 (風:-2.3) 4組 (風:-1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｺ 鳥取 ｺﾞﾄｳ ﾏﾐ 鳥取

1 9 612 小林　美心(3) 智頭中 14.32 1 8 480 後藤　真実(3) 鳥大附属中 13.45
ｼﾗｲﾜ ﾏﾎ 鳥取 ｳｼﾞｲｴ ｲﾂｶ 鳥取

2 6 573 白岩　真歩(3) 八頭中 14.81 2 6 574 氏家　慈香(3) 八頭中 13.75
ﾔﾏｼﾀ ﾏﾐ 鳥取 ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ 鳥取

3 8 483 山下　真美(3) 鳥大附属中 15.33 3 4 575 内田　美咲(3) 八頭中 13.91
ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅ 鳥取 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾉﾝ 鳥取

4 3 501 谷本　奈々(3) 鳥取南中 15.60 4 5 484 原田　真暢(3) 鳥大附属中 14.01
ﾊﾏﾀﾞ ｻｸﾗ 鳥取 ｸﾛｲﾜ ｱﾏﾈ 鳥取

5 5 541 濱田　さくら(3) 桜ヶ丘中 15.66 5 7 610 黒岩　あまね(3) 智頭中 14.07
ｾﾄ ﾐﾕｳ 鳥取 ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾔﾈ 鳥取

6 7 646 瀬戸　美有(3) 中ノ郷中 15.67 6 3 500 宮川　彩音(3) 鳥取南中 14.65
ﾆｼｵｶ ｶﾘﾝ 鳥取 ﾃﾗｻｶ ﾜｶ 鳥取

7 4 647 西岡　花梨(3) 中ノ郷中 16.34 9 540 寺坂　和佳(3) 桜ヶ丘中 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾞﾄｳ ﾏﾐ 鳥取

1 480 後藤　真実(3) 鳥大附属中 13.45 -1.7
ｳｼﾞｲｴ ｲﾂｶ 鳥取

2 574 氏家　慈香(3) 八頭中 13.75 -1.7
ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ 鳥取

3 575 内田　美咲(3) 八頭中 13.91 -1.7
ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾉﾝ 鳥取

4 484 原田　真暢(3) 鳥大附属中 14.01 -1.7
ｸﾛｲﾜ ｱﾏﾈ 鳥取

5 610 黒岩　あまね(3) 智頭中 14.07 -1.7
ﾔﾏｳﾁ ｱﾔﾒ 鳥取

6 522 山内　郁芽(3) 国府中 14.31 -3.0
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｺ 鳥取

7 612 小林　美心(3) 智頭中 14.32 -2.3
ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾔﾈ 鳥取

8 500 宮川　彩音(3) 鳥取南中 14.65 -1.7

凡例  DNS:欠場



中学女子200m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 13:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-3.5) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾏﾀﾆ ｱｲｶ 鳥取 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾉﾝ 鳥取

1 9 475 鎌谷　愛花(2) 鳥取西中 30.59 1 6 484 原田　真暢(3) 鳥大附属中 29.28
ﾏｴﾀ ｲﾛﾊ 鳥取 ﾔﾏｳﾁ ｱﾔﾒ 鳥取

2 7 622 前田　彩羽(1) 福部未来学園 31.54 2 7 522 山内　郁芽(3) 国府中 29.93
ｲｹﾓﾄ ﾘｺ 鳥取 ﾅｶﾆｼ ﾅﾂﾐ 鳥取

3 3 591 池本　理子(1) 八頭中 31.93 3 5 580 中西　夏海(2) 八頭中 30.18
ﾏｴﾀ ﾏｵ 鳥取 ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾔﾈ 鳥取

4 6 604 前田　眞乙(2) 青谷中 35.67 4 9 500 宮川　彩音(3) 鳥取南中 32.61
ｵｵｸﾗ ﾕｲ 鳥取 ｷﾑﾗ ﾕｽﾞ 鳥取

4 508 大倉 唯慈(2) 鳥取南中 DNS 5 8 476 木村　侑寿(2) 鳥取西中 33.26
ｲﾜﾀ　ｻｷ 鳥取 ﾅｶﾞﾀ ﾏｵ 鳥取

5 640 岩田　咲希(3) 中ノ郷中 DNS 6 3 603 長田　真緒(2) 青谷中 37.27
ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ 鳥取 ﾖﾈﾀ ﾅﾅｺ 鳥取

8 575 内田　美咲(3) 八頭中 DNS 4 553 米田　菜々子(3) 湖東中 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾉﾝ 鳥取

1 484 原田　真暢(3) 鳥大附属中 29.28 -2.6
ﾔﾏｳﾁ ｱﾔﾒ 鳥取

2 522 山内　郁芽(3) 国府中 29.93 -2.6
ﾅｶﾆｼ ﾅﾂﾐ 鳥取

3 580 中西　夏海(2) 八頭中 30.18 -2.6
ｶﾏﾀﾆ ｱｲｶ 鳥取

4 475 鎌谷　愛花(2) 鳥取西中 30.59 -3.5
ﾏｴﾀ ｲﾛﾊ 鳥取

5 622 前田　彩羽(1) 福部未来学園 31.54 -3.5
ｲｹﾓﾄ ﾘｺ 鳥取

6 591 池本　理子(1) 八頭中 31.93 -3.5
ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾔﾈ 鳥取

7 500 宮川　彩音(3) 鳥取南中 32.61 -2.6
ｷﾑﾗ ﾕｽﾞ 鳥取

8 476 木村　侑寿(2) 鳥取西中 33.26 -2.6

凡例  DNS:欠場



中学女子800m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 11:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ｼﾐｽﾞ ﾐﾗｲ 鳥取 ｲﾁﾀﾆ ﾃﾝﾘ 鳥取

1 4 488 清水　美礼(1) 鳥大附属中 2:30.47 1 8 555 市谷　天李(2) 湖東中 2:40.07
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾐ 鳥取 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｵﾝ 鳥取

2 5 477 松本　秀美(2) 鳥取西中 2:34.29 2 7 928 山口　星音(1) KY鳥取 2:40.26
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾅｺ 鳥取 ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳｶ 鳥取

3 7 486 土橋　日菜子(2) 鳥大附属中 2:37.41 3 6 471 濱本　悠伽(3) 鳥取西中 2:42.27
ｲｿｵ ﾏﾘｺ 鳥取 ｳﾗﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 鳥取

4 8 503 磯尾　真理子(3) 鳥取南中 2:40.41 4 4 587 浦林　千嘉(2) 八頭中 2:56.81
ｲｼﾀﾞ ﾁｮｳｶ 鳥取 ﾏｴﾀ ﾏｵ 鳥取

5 3 712 石田　蝶華(1) 鳥取南中 3:14.26 5 5 604 前田　眞乙(2) 青谷中 3:03.30
ﾃﾗｻｶ ﾐﾕ 鳥取 ｷｼﾓﾄ ｻﾗ 鳥取

9 614 寺坂　実優(2) 智頭中 DQ,TJ 9 611 岸本　彩藍(3) 智頭中 DQ,TJ

ｶﾈｺ ﾘﾝ 鳥取

6 548 金子　りん(1) 桜ヶ丘中 DNS

3組 タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾕﾗ 鳥取 ｼﾐｽﾞ ﾐﾗｲ 鳥取

1 9 490 田中　ゆら(2) 鳥取北中 2:31.98 1 488 清水　美礼(1) 鳥大附属中 2:30.47
ｷﾉｼﾀ ｺﾄﾊ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾕﾗ 鳥取

2 8 570 木下　琴葉(3) 八頭中 2:36.86 2 490 田中　ゆら(2) 鳥取北中 2:31.98
ｸﾗﾀ ﾕｶﾘ 鳥取 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾐ 鳥取

3 6 576 倉田有加里(3) 八頭中 2:50.91 3 477 松本　秀美(2) 鳥取西中 2:34.29
ﾄｸｻﾞﾜ　ｱｲﾘ 鳥取 ｷﾉｼﾀ ｺﾄﾊ 鳥取

4 5 452 徳澤　愛梨(3) 高草中 2:55.65 4 570 木下　琴葉(3) 八頭中 2:36.86
ﾊﾏﾀﾞ ﾐｷ 鳥取 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾅｺ 鳥取

5 4 504 浜田　光希(3) 鳥取南中 3:02.91 5 486 土橋　日菜子(2) 鳥大附属中 2:37.41
ﾖﾈﾀ ﾅﾅｺ 鳥取 ｲﾁﾀﾆ ﾃﾝﾘ 鳥取

7 553 米田　菜々子(3) 湖東中 DNS 6 555 市谷　天李(2) 湖東中 2:40.07
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｵﾝ 鳥取

7 928 山口　星音(1) KY鳥取 2:40.26
ｲｿｵ ﾏﾘｺ 鳥取

8 503 磯尾　真理子(3) 鳥取南中 2:40.41

ラップ表 400m

ナンバー

記録

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

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 TJ:インターレーン



中学女子1500m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 15:20 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾈｺ ﾘﾝ 鳥取

1 19 548 金子　りん(1) 桜ヶ丘中 5:11.09
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾐ 鳥取

2 9 477 松本　秀美(2) 鳥取西中 5:12.86
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾅｺ 鳥取

3 17 486 土橋　日菜子(2) 鳥大附属中 5:18.83
ｷﾉｼﾀ ｺﾄﾊ 鳥取

4 2 570 木下　琴葉(3) 八頭中 5:19.29
ﾖﾘﾌｼﾞ ﾁｱﾘ 鳥取

5 12 526 依藤　知愛(2) 国府中 5:20.35
ｲｿｵ ﾏﾘｺ 鳥取

6 5 503 磯尾　真理子(3) 鳥取南中 5:20.53
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝｽﾞ 鳥取

7 1 615 小林　杏(2) 智頭中 5:30.04
ｵｵﾓﾘ ﾆｺ 鳥取

8 11 626 大森　日瑚(3) 岩美中 5:36.50
ﾑﾗﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥取

9 6 525 村田　瑞希(3) 国府中 5:39.65
ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳｶ 鳥取

10 14 471 濱本　悠伽(3) 鳥取西中 5:40.47
ｸﾗﾀ ﾕｶﾘ 鳥取

11 18 576 倉田有加里(3) 八頭中 5:41.15
ﾊﾏﾉ ｱﾔｶ 鳥取

12 3 481 濵野　綾香(3) 鳥大附属中 5:41.20
ｼﾓﾀﾞ ｺﾊﾙ 鳥　取

13 21 466 下田　心陽(1) 桜ヶ丘中 5:41.62
ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾅ 鳥取

14 4 524 岡本　樹奈(3) 国府中 5:52.24
ﾔﾏﾈ ﾅﾅ 鳥取

15 13 629 山根　奈菜(2) 岩美中 5:53.70
ｷｼﾓﾄ ﾏﾕ 鳥取

16 15 613 岸本　まゆ(2) 智頭中 5:54.57
ｵｵﾀ ﾏﾘｶ 鳥取

17 16 520 太田　茉莉花(3) 国府中 6:03.19
ｷｼﾈ ｱﾔｶ 鳥取

18 8 551 岸根　綾香(3) 湖東中 6:07.91
ﾊﾏﾀﾞ ﾐｷ 鳥取

19 20 504 浜田　光希(3) 鳥取南中 6:27.80
ﾀﾑﾗ ｴﾘ 鳥取

7 482 田村　瑛梨(3) 鳥大附属中 DNS
ﾆｼｵ ｶﾉﾝ 鳥取

10 521 西尾　華乃音(3) 国府中 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



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

4月29日 12:30 決　勝

決　勝　

(風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｶﾀﾞ ｱﾔﾅ 鳥取

1 6 492 深田　彩名(2) 鳥取北中 16.24
ｳｼﾞｲｴ ｲﾂｶ 鳥取

2 5 574 氏家　慈香(3) 八頭中 16.61
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鳥取

3 7 581 中村　朱里(2) 八頭中 16.81
ﾋﾗｷﾞｺｺｱ 鳥取

4 4 577 平木　心彩 (3) 八頭中 18.52



中学女子走高跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 09:30 決　勝

決　勝　

ｻｻｷ ﾐｸ 鳥取 ○ × ○ × × ×

1 1 582 佐々木　美空(2) 八頭中 1m25

1m25 1m30
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m20



中学女子走幅跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 09:30 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

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 鳥取 × 4m63 4m87 4m87
1 8 494 谷口　陽向(2) 鳥取北中 +0.4 +2.2 +2.2

ｺﾞﾄｳ ﾏﾐ 鳥取 × 4m52 4m21 4m52
2 12 480 後藤　真実(3) 鳥大附属中 +0.9 +3.3 +0.9

ﾄｲﾀ ﾐﾎ 鳥取 × 4m37 × 4m37
3 4 472 戸板　実穂(2) 鳥取西中 +2.3 +2.3

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｺ 鳥取 4m30 4m26 3m90 4m30
4 11 612 小林　美心(3) 智頭中 +2.8 +1.4 +1.8 +2.8

ｸﾆｲｼ ｶｽﾐ 鳥取 4m29 4m08 4m22 4m29
5 5 552 國石　香純(3) 湖東中 +2.9 +1.8 +0.9 +2.9

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ 鳥取 4m23 4m06 4m25 4m25
6 9 571 小林　こころ(3) 八頭中 +1.2 +1.3 +1.1 +1.1

ｻｻｷ ｶﾉ 鳥取 4m08 3m76 3m73 4m08
7 13 584 佐々木　雅乃(2) 八頭中 +2.2 +2.1 +1.7 +2.2

ﾔﾏｼﾀ ﾏﾐ 鳥取 3m85 3m69 4m03 4m03
8 2 483 山下　真美(3) 鳥大附属中 +0.7 +2.4 +0.5 +0.5

ﾌｶﾀﾞ ｱﾔﾅ 鳥取 3m83 3m69 3m90 3m90
9 6 492 深田　彩名(2) 鳥取北中 +0.5 +1.3 +1.1 +1.1

ﾋﾗｷﾞｺｺｱ 鳥取 3m60 3m66 3m79 3m79
10 1 577 平木　心彩 (3) 八頭中 +0.1 +0.9 +2.7 +2.7

ｲﾉｳｴ ﾉﾉｶ 鳥取 3m74 × 3m55 3m74
11 14 556 井上　和香(2) 湖東中 +2.3 +1.4 +2.3

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ 鳥取 3m69 3m56 3m40 3m69
12 7 585 山本　優菜(2) 八頭中 +1.3 +0.6 +0.8 +1.3

ﾌｸﾀ ﾚﾅ 鳥取 3m54 3m12 2m92 3m54
13 10 651 福田　玲菜(2) 中ノ郷中 +1.2 +1.3 +1.5 +1.2

ﾕﾑﾗ ｻﾗ 鳥取

3 586 湯村　沙羅(2) 八頭中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：山下美乃里
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 09:30 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

ﾆｼｸﾞﾁ　ﾕｴ 鳥取

1 8 455 西口　月(2) 高草中 9m45 8m87 8m84 9m45 9m45
ｻﾜﾀﾞ ﾚｲｱ 鳥取

2 2 572 澤田　怜愛(3) 八頭中 7m97 7m82 7m69 7m97 7m97
ﾓﾘﾓﾄ ｱｽｶ 鳥取

3 4 578 森本　明日香(3) 八頭中 7m96 7m77 7m78 7m96 7m96
ﾆｼｶﾜ ﾀﾏｷ 鳥取

4 1 470 西川　環(3) 鳥取西中 7m18 7m30 7m50 7m50 7m50
ﾋﾛﾔﾏ ｻﾝｺﾞ 鳥取

5 5 505 廣山　さんご(3) 鳥取南中 6m96 6m62 6m17 6m96 6m96
ﾐｽﾞﾏ ﾎﾉｶ 鳥取

6 7 479 水間　帆乃香(3) 鳥大附属中 6m25 6m60 6m41 6m60 6m60
ｼﾗｲﾜ ﾏﾎ 鳥取

7 6 573 白岩　真歩(3) 八頭中 6m55 6m14 6m05 6m55 6m55
ｼｵﾀﾆ ﾏｵ 鳥取

8 3 650 塩谷　真央(2) 中ノ郷中 6m33 5m81 × 6m33 6m33
ｻｻｷ ﾐｸ 鳥取

9 9 582 佐々木　美空(2) 八頭中 × 5m71 5m58 5m71 5m71



中学女子ジャベリックスロー
審 判 長：山下美乃里
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｽｶ　ﾕﾅ 鳥取

1 1 457 蓮香　柚菜(2) 高草中 34m14 35m00 36m22 36m22 36m22
ｷﾇｶﾞﾜ ﾚｲﾅ 鳥取

2 2 506 衣川　玲菜(3) 鳥取南中 20m40 × 23m36 23m36 23m36
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾐ 鳥取

3 3 523 山本　真未(3) 国府中 17m37 16m94 13m59 17m37 17m37
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｶ 鳥取

4 4 602 小林　文香(2) 青谷中 7m57 7m23 6m91 7m57 7m57



一般・高校女子100m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 10:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-2.0) 2組 (風:-3.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥取 ｵｵﾀ ｴﾚﾝ 鳥取

1 8 153 上田　理湖(3) 鳥取城北高 12.89 1 4 159 大田　絵恋(2) 鳥取城北高 13.17
ｵｵﾊﾗ ｱｽﾞｻ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾈ 鳥取

2 4 33 大原　梓(1) 八頭高 14.42 2 9 174 中村　風音(2) 鳥取城北高 13.87
ﾔﾏﾈ ﾓｴｶ 鳥取 ｷｼﾓﾄ ﾘｵ 鳥取

3 3 138 山根　萌花(3) 鳥取敬愛高 14.52 3 3 155 岸本　梨音(2) 鳥取城北高 13.95
ｱｻｷ ﾅﾅﾐ 鳥取 ﾊｼﾓﾄ ｱﾔﾅ 鳥取

4 5 169 麻木　菜々美(1) 鳥取城北高 14.58 4 8 118 橋本　彩那(3) 鳥取西高 14.18
ﾓﾄﾊﾞ ﾈﾈ 鳥取 ﾓﾘｼﾀ ﾐﾉﾘ 鳥取

2 71 元塲　ねね(2) 鳥取商高 DNS 5 1 72 森下　みのり(2) 鳥取商高 14.45
ｻｻｷ ｱﾔﾅ 鳥取 ﾐﾊﾗ　ｴﾘﾅ 鳥取

6 167 佐々木　彩奈(1) 鳥取城北高 DNS 6 6 139 三原　絵利奈(3) 鳥取湖陵高 14.54
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄﾐ 鳥取 ﾓﾘﾓﾄ ｺﾄﾐ 鳥取

7 77 吉田　瞳美(3) 鳥取商高 DNS 7 7 74 森本　ことみ(2) 鳥取商高 14.94
ﾔｽﾓﾄ ｶﾅﾐ 鳥取 ｶｷﾓﾄ ﾂｸﾞﾐ 鳥取

9 129 安本　奏海(1) 鳥取西高 DNS 8 5 122 垣本　月海(1) 鳥取西高 15.00
ﾅｶﾑﾗ ｶｵ 鳥取

2 137 中村　花央(3) 鳥取敬愛高 DNS

3組 (風:-1.5) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 鳥取 ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 鳥取

1 2 715 髙橋　萌木子 ワールドウイング 12.46 1 715 髙橋　萌木子 ワールドウイング 12.46 -1.5
ｵｻｷ ｱｶﾘ 鳥取 ｵｻｷ ｱｶﾘ 鳥取

2 3 30 尾﨑　星(2) 八頭高 12.83 2 30 尾﨑　星(2) 八頭高 12.83 -1.5
ﾖｺﾔﾏ ｺﾖﾐ 鳥取 ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥取

3 8 152 横山　　暦(3) 鳥取城北高 13.17 3 153 上田　理湖(3) 鳥取城北高 12.89 -2.0
ﾀﾅｱ ﾓｶ 鳥取 ｵｵﾀ ｴﾚﾝ 鳥取

4 9 119 田中　萌香(3) 鳥取西高 13.54 4 159 大田　絵恋(2) 鳥取城北高 13.17 -3.2
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 鳥取 ﾖｺﾔﾏ ｺﾖﾐ 鳥取

5 5 130 田中　里菜(1) 鳥取西高 14.10 5 152 横山　　暦(3) 鳥取城北高 13.17 -1.5
ﾀﾅｶ ﾋﾊﾉ 鳥取 ﾀﾅｱ ﾓｶ 鳥取

6 6 176 田中　ひなの(1) 鳥取城北高 14.37 6 119 田中　萌香(3) 鳥取西高 13.54 -1.5
ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾈ 鳥取

7 7 76 安部　桃花(3) 鳥取商高 14.49 7 174 中村　風音(2) 鳥取城北高 13.87 -3.2
ｲﾁﾊｼ ｻﾄｺ 鳥取 ｷｼﾓﾄ ﾘｵ 鳥取

4 1001 市橋　怜子(3) 鳥取大学 DNS 8 155 岸本　梨音(2) 鳥取城北高 13.95 -3.2

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子200m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-3.1) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ ｵｻｷ ｱｶﾘ 鳥取

1 9 73 吉田　明香里(2) 鳥取商高 26.26 1 8 30 尾﨑　星(2) 八頭高 26.43
ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥取 ﾀﾅｱ ﾓｶ 鳥取

2 6 153 上田　理湖(3) 鳥取城北高 26.38 2 3 119 田中　萌香(3) 鳥取西高 28.17
ｵｵﾀ ｴﾚﾝ 鳥取 ﾖｺﾔﾏ ｺﾖﾐ 鳥取

3 8 159 大田　絵恋(2) 鳥取城北高 27.23 3 5 152 横山　　暦(3) 鳥取城北高 28.42
ﾓﾘｼﾀ ﾐﾉﾘ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 鳥取

4 4 72 森下　みのり(2) 鳥取商高 30.80 4 9 130 田中　里菜(1) 鳥取西高 29.88
ﾓﾄﾊﾞ ﾈﾈ 鳥取 ﾓﾘﾓﾄ ｺﾄﾐ 鳥取

5 71 元塲　ねね(2) 鳥取商高 DNS 5 6 74 森本　ことみ(2) 鳥取商高 30.50
ｷｼﾓﾄ ﾘｵ 鳥取 ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 鳥取

7 155 岸本　梨音(2) 鳥取城北高 DNS 6 4 76 安部　桃花(3) 鳥取商高 30.99
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 鳥取

7 715 髙橋　萌木子 ワールドウイング DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ

1 73 吉田　明香里(2) 鳥取商高 26.26 -3.1
ｳｴﾀ ﾘｺ 鳥取

2 153 上田　理湖(3) 鳥取城北高 26.38 -3.1
ｵｻｷ ｱｶﾘ 鳥取

3 30 尾﨑　星(2) 八頭高 26.43 -2.5
ｵｵﾀ ｴﾚﾝ 鳥取

4 159 大田　絵恋(2) 鳥取城北高 27.23 -3.1
ﾀﾅｱ ﾓｶ 鳥取

5 119 田中　萌香(3) 鳥取西高 28.17 -2.5
ﾖｺﾔﾏ ｺﾖﾐ 鳥取

6 152 横山　　暦(3) 鳥取城北高 28.42 -2.5
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 鳥取

7 130 田中　里菜(1) 鳥取西高 29.88 -2.5
ﾓﾘﾓﾄ ｺﾄﾐ 鳥取

8 74 森本　ことみ(2) 鳥取商高 30.50 -2.5

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子400m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29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
ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾈ 鳥取

1 8 174 中村　風音(2) 鳥取城北高 1:03.72
ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｵ 鳥取

2 5 171 川口　梨央(2) 鳥取城北高 1:03.97
ﾑﾗﾀ ﾐｷ 鳥取

4 123 村田　瑞希(3) 鳥取西高 DNS
ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ 鳥取

6 29 岸本　百桃(2) 八頭高 DNS
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄﾐ 鳥取

7 77 吉田　瞳美(3) 鳥取商高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子800m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 12:05 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋｼﾞｶﾀ ｱﾔｶ 鳥取

1 5 166 泥方　彩華(1) 鳥取城北高 2:28.54
ﾐｽﾞｼﾏ ﾘｵ 鳥取

2 4 38 水島 莉央(2) 鳥取東高 2:28.99
ﾆｼｵ ｶﾉ 鳥取

3 6 34 西尾 香乃(3) 鳥取東高 2:31.14
ｻﾜ ｶﾖｺ 鳥取

4 8 126 澤　佳代子(2) 鳥取西高 2:38.00
ﾄﾞﾊﾞｼ ｺｺﾛ 鳥取

7 170 土橋　心暖(1) 鳥取城北高 DNS
ﾑﾝﾌｻｲﾐﾝ ﾉﾐﾝ 鳥取

9 182 ムンフサイミン　ノミン(1) 鳥取城北高 DNS

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子1500m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 15:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽｷﾞﾑﾗ ﾜｶ 鳥取

1 13 27 杉村　和香(3) 八頭高 4:54.61
ﾏｻﾀﾞ ｱｲﾘ 鳥取

2 5 158 政田　愛梨(2) 鳥取城北高 4:57.74
ｺﾀﾞﾆ ｱﾔﾉ 鳥取

3 11 26 小谷　彩乃(3) 八頭高 5:02.64
ﾅｶﾆｼ ﾐﾁｶ 鳥取

4 4 162 中西　美愛(3) 鳥取城北高 5:05.88
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾐ 鳥取

5 1 177 渡邉　智美(3) 鳥取城北高 5:10.13
ﾆｼｵ ﾘﾅ 鳥取

6 2 28 西尾　莉奈(1) 八頭高 5:11.38
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 鳥取

7 7 164 鈴木　奏楽(2) 鳥取城北高 5:19.67
ｸﾆﾓﾘ ﾅｵ 鳥取

8 3 37 國森 菜生(3) 鳥取東高 5:26.10
ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ 鳥取

9 6 36 中村 瑠良(2) 鳥取東高 5:27.67
ﾊｾｶﾞﾜ ﾌｳｶ 鳥取

10 10 156 長谷川　楓花(3) 鳥取城北高 5:29.16
ｼﾛﾓﾄ ﾐﾕ 鳥取

11 9 180 城本　美結(2) 鳥取城北高 5:41.09
ﾔﾏｳﾁ ﾎﾓｶ 鳥取

8 136 山内ほのか(3) 鳥取敬愛高 DNS
ｺﾀﾞﾆ ｻﾄ 鳥取

12 151 小谷　さと(3) 鳥取城北高 DNS
ﾊﾏﾊｼ ｵﾄﾊ 鳥取

14 35 濵橋 音波(2) 鳥取東高 DNS
ｲｼｲ ｴﾘﾅ 鳥取

15 161 石井　永理奈(3) 鳥取城北高 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子3000m
審 判 長：中原　利幸
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 13:10 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽｷﾞﾑﾗ ﾜｶ 鳥取

1 3 27 杉村　和香(3) 八頭高 10:19.21
ｺﾀﾞﾆ ｱﾔﾉ 鳥取

2 1 26 小谷　彩乃(3) 八頭高 10:31.94
ﾆｼｵ ｶﾉ 鳥取

2 34 西尾 香乃(3) 鳥取東高 DNS
ｸﾆﾓﾘ ﾅｵ 鳥取

4 37 國森 菜生(3) 鳥取東高 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子走高跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 09:30 決　勝

決　勝　

ﾎｿﾀﾞ ﾋｶﾘ 鳥取 － － ○ ○ ○ ○ × × ×

1 1 121 細田　ひかり(1) 鳥取西高 1m45
ﾔﾏｼﾀ ｼｴ 鳥取 － － ○ ○ × × ×

2 2 168 山下　詞衣(1) 鳥取城北高 1m35

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m20



一般・高校女子走幅跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 09:30 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

ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 鳥取 5m22 5m05 4m92 5m22
1 9 1003 谷本　望実(2) 鳥取大学 +1.4 +2.8 +1.3 +1.4

ｻｶﾓﾄ ｺﾄ 鳥取 5m14 × 5m15 5m15
2 6 173 坂本　　琴(3) 鳥取城北高 +0.8 +0.9 +0.9

ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｵ 鳥取 × × 4m98 4m98
3 4 171 川口　梨央(2) 鳥取城北高 +2.4 +2.4

ｻｶﾓﾄ ｶﾔ 鳥取 4m60 4m62 4m87 4m87
4 2 175 坂本　かや　(1) 鳥取城北高 0.0 +1.8 +1.9 +1.9

ﾀｲ ﾕｳﾘ 鳥取 4m64 4m50 4m71 4m71
5 10 32 伹井　友里(1) 八頭高 +1.1 +2.2 +1.4 +1.4

ｷﾅﾘ ｶｵﾙｺ 鳥取 × 4m54 4m61 4m61
6 3 1006 木成　郁子(3) 鳥取大学 +2.5 +1.1 +1.1

ﾆｼﾀﾞ ﾕｲｶ 鳥取 4m57 × 4m52 4m57
7 5 128 西田　結香(2) 鳥取西高 +2.1 +3.1 +2.1

ｺﾀﾞﾏ ｿﾗ 4m53 4m39 4m26 4m53
8 8 172 児玉　大空(3) 鳥取城北高 +2.0 +1.1 +1.7 +2.0

ｵｻｷ ﾅﾂﾐ 鳥取 × 4m13 4m50 4m50
9 1 31 尾﨑　菜都美(2) 八頭高 +0.7 +1.3 +1.3

ﾔﾏｼﾀ ﾐｷ 鳥取 3m94 3m99 3m93 3m99
10 7 851  山下　美木 鳥取マスターズ +1.3 +0.8 +1.8 +0.8



一般・高校女子三段跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：浦林　雅樹

4月29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

ｻｶﾓﾄ ｺﾄ 鳥取 10m87 11m16 10m97 11m16
1 1 173 坂本　　琴(3) 鳥取城北高 +0.9 +2.9 +1.5 +2.9

ｺﾀﾞﾏ ｿﾗ × × 9m19 9m19
2 2 172 児玉　大空(3) 鳥取城北高 +4.9 +4.9



一般・高校女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：山下美乃里
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 09:30 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

ｶﾜｻｷ ﾚｲ 鳥取

1 1 120 河﨑　玲(3) 鳥取西高 9m94 9m77 9m07 9m94 9m94



一般・高校女子やり投
審 判 長：山下美乃里
記録主任：浦林　雅樹

4月29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

ｵｶﾑﾗ ﾚﾅ

1 2 163 岡村　玲奈(3) 鳥取城北高 39m51 40m36 39m78 40m36 40m36
ﾀｸﾞﾁ ﾕｲ 鳥取

2 1 154 田口　由依(3) 鳥取城北高 × 23m78 27m11 27m11 27m11
ｵｻｷ ﾅﾂﾐ 鳥取

3 3 31 尾﨑　菜都美(2) 八頭高 13m98 × 17m45 17m45 17m45
ｺﾞﾄｳ ﾘﾘｶ

4 178 後藤　莉々果(2) 鳥取城北高 DNS

凡例  DNS:欠場


