
男子100m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   10.25     福長　正彦(東京学芸大)                2000 7月25日 12:50 予　選
大会記録(GR)                  10.3     清水　禎宏(島根県教委)                1984 7月25日 16:50 決　勝

予　選　16組0着＋8

1組 (風:-3.2) 2組 (風:-5.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾂﾓﾄ ﾊｸ 鳥取 ｻｻｶ ｱｷﾋﾛ 鳥取

1 4 116 松本　波空(1) 境高 11.20 q 1 4 769 笹鹿　晶裕 鳥取AS 11.65
ｿｴﾀﾞ ｼｭﾝ 鳥取 ﾌｸﾀ ﾕｳﾉｽｹ 鳥取

2 7 1983 副田　舜(1) 鳥取大 11.93 2 5 162 福田　由之輔(3) 八頭高 11.95
ﾔﾏﾈ ﾀｸﾐ 鳥取 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 鳥取

3 5 312 山根　拓海(2) 米子東高 12.00 3 6 311 坪倉　大悟(2) 米子東高 12.51
ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 鳥取 ﾅｶﾊﾗ ｹｲｽｹ 鳥取

4 6 75 古田侑希(1) 鳥取城北高 12.28 4 8 360 中原　啓介(1) 鳥取商高 12.95
ﾐﾔﾍﾞ ﾀｲｼ 鳥取 ﾀﾑﾗ ｺｳｾｲ 鳥取

5 8 366 宮部　大嗣(1) 鳥取敬愛高 12.43 5 9 370 田村　紘靖(1) 境高 13.49
ﾅｲﾄｳ ｱｸｱ 鳥取 ﾓﾘﾓﾄ ﾊﾔﾄ 鳥取

6 3 124 内藤　亜玖爽(3) 鳥取育英高 12.72 3 285 森本　隼人(1) 鳥取西高 DNS
ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾏ 鳥取 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鳥取

7 9 297 大久保拓馬(1) 鳥取東高 13.16 7 45 山田遼太郎(2) 鳥取城北高 DNS

3組 (風:-2.7) 4組 (風:-3.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 鳥取 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 鳥取

1 6 111 足立　龍之介(3) 境高 11.26 q 1 4 123 上田　嵩矢(3) 鳥取育英高 11.26 q
ﾐｳﾗ ﾀｶｼ 鳥取 ﾅﾑﾗ ｶｽﾞｷ 鳥取

2 5 777 三浦　隆 鳥取AS 11.47 2 7 805 名村　和希 鳥取陸協 11.48
ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾔ 鳥取 ｵｸﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

3 3 262 岡田　智哉(1) 鳥取育英高 11.70 3 5 55 奥谷俊介(3) 鳥取城北高 11.87
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 鳥取 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋﾛ 鳥取

4 7 69 近藤竜馬(1) 鳥取城北高 12.00 4 6 650 木下雅弘 鳥取ﾏｽﾀｰｽﾞ 12.07
ﾉｻﾞｶ ﾕｳﾏ 鳥取 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ 鳥取

5 4 324 野坂　勇真(3) 米子東高 12.13 5 8 166 清水　大地(2) 八頭高 12.69
ﾌｸﾀ ｱｵﾄ 鳥取 ﾀｹﾓﾄ ｼｭｳﾔ 鳥取

9 288 福田　碧人(1) 鳥取西高 DQ,FS1 6 3 28 竹本　修也(2) 米子高専 12.89
ﾑﾗｶﾜ ﾐｽﾞｷ 鳥取 ｶﾀｵｶ ﾏｻﾄ 鳥取

8 243 村川　瑞貴(1) 倉吉農高 DNS 7 9 233 片岡　大翔(2) 倉吉西高 13.32

5組 (風:-1.6) 6組 (風:-2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾖｺﾔﾏ ﾁﾌﾛ 鳥取 ｵｵﾀ ﾘｸ 鳥取

1 4 129 横山　千尋(2) 鳥取育英高 11.35 1 7 133 太田　陸(2) 鳥取育英高 11.44
ﾀﾏｷ ｽｲ 鳥取 ｺﾀﾆ ｺｳﾍｲ 鳥取

2 5 274 玉木　翠(2) 鳥取西高 11.41 2 3 40 小谷光平(3) 鳥取城北高 11.57
ﾆｼﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 鳥取 ｵｻｷ ﾋｶﾙ 鳥取

3 6 167 西谷　元揮(2) 八頭高 11.96 3 6 217 尾崎　光(3) 鳥取商高 11.93
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾀ 鳥取 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳｷ 鳥取

4 3 764 足立　龍太 鳥取AS 12.26 4 4 169 大久保　凌希(2) 八頭高 12.16
ﾊｼﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 鳥取 ｳﾗﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

5 7 70 橋目蓮平(1) 鳥取城北高 12.28 5 8 367 浦林　俊介(1) 鳥取敬愛高 12.73
ｻｲﾉｵ ｹｲｽｹ 鳥取 ﾊﾀ ｿｳﾀ 鳥取

6 9 339 道祖尾　啓介(1) 倉吉東高 12.52 6 9 331 秦　颯汰(1) 米子東高 13.01
ﾏｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 鳥取 ｲｶﾜ ﾋｼﾞﾘ 鳥取

7 8 201 真島　遼汰(2) 米子西高 12.81 7 2 353 居川  　聖(1) 鳥取湖陵高 14.39
ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取

5 808 前畑　良一 西伯郡陸協 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート



男子100m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   10.25     福長　正彦(東京学芸大)                2000 7月25日 12:50 予　選
大会記録(GR)                  10.3     清水　禎宏(島根県教委)                1984 7月25日 16:50 決　勝

予　選　16組0着＋8

7組 (風:-1.6) 8組 (風:-1.4)

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
ｶｷﾀ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 鳥取 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取

1 4 193 垣田　隼一朗(3) 米子西高 11.27 1 4 1333 藤原　大輝(3) 環太平洋大 10.81 q
ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥取 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾑ 鳥取

2 3 313 河本　和輝(2) 米子東高 11.52 2 5 136 原田　歩武(3) 鳥取育英高 11.61
ｸﾘﾀ ｶｵﾙ 鳥取 ﾀﾆﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ 鳥取

3 5 1040 栗田　薫(2) 鳥取大 11.75 3 6 1500 谷本　恵太郎(4) 鳥取大 11.94
ｲｹﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｽｹ 鳥取

4 6 108 池田　奎太郎(3) 境高 11.90 4 3 902 足立 陽介(40才) SMTC 11.98
ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ 鳥取 ﾅｶﾞﾐ ｶｲ 鳥取

5 7 67 大田　丈(1) 鳥取城北高 12.11 5 7 63 永見　海(1) 鳥取城北高 12.27
ｶﾜﾌｸ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取 ﾀｹｳﾁ ｱﾕﾑ 鳥取

6 9 240 川福　大介(1) 倉吉農高 12.80 6 8 232 竹内　歩(1) 倉吉西高 12.68
ｻｺ ｺｳｷ 鳥取 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ 鳥取

7 8 188 佐古　航己(2) 米子工高 13.44 7 9 252 渡邉　英一郎(1) 境高 13.07

9組 (風:-1.2) 10組 (風:-1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 鳥取 ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ 鳥取

1 7 1345 佐川　竜斗(2) 環太平洋大 11.07 q 1 7 71935 廣瀬　歩真(1) 広島修道大 11.52
ｷｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 鳥取 ｳｴﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥取

2 4 149 岸田　和真(2) 鳥取東高 11.72 2 6 52 上田瑞樹(2) 鳥取城北高 11.62
ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ 鳥取 ｲﾉｳｴ ｲﾌﾞｷ 鳥取

3 5 1498 森本　尚基(3) 鳥取大 11.73 3 4 132 井上　威吹(2) 鳥取育英高 11.65
ｳｴｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 鳥取 ﾊﾗﾀﾞ ﾆﾄ 鳥取

4 6 227 植嶋　笙太朗(3) 青谷高 11.87 4 9 99 原田　弐翔(1) 倉吉東高 12.51
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ 鳥取 ｸﾛﾀﾞ ｻｸﾔ 鳥取

5 8 263 佐藤　和歩(1) 鳥取育英高 12.00 5 3 280 黒田　朔矢(1) 鳥取西高 13.06
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 鳥取 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾄ 鳥取

6 9 66 山田龍雅(1) 鳥取城北高 12.38 6 8 226  田辺　祉人(1) 米子北斗高 13.55
ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙｷ 鳥取 ｲﾁﾑﾗ ﾘｸﾄ 鳥取

7 3 302 宮本  遥輝(1) 八頭高 12.96 5 168 市村　莉玖斗(2) 八頭高 DNS

11組 (風:-2.5) 12組 (風:-2.4)

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
ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ 鳥取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取

1 4 120 井上　瑞葵(3) 鳥取育英高 11.04 q 1 4 2031 谷口　綾一(1) 環太平洋大 11.23 q
ｱﾀﾗｼ ｺｳﾀ 鳥取 ｳｴﾏﾂ ﾐｽﾞｷ 鳥取

2 3 765 新　幸汰 鳥取AS 11.69 2 3 257 植松　瑞希(1) 鳥取育英高 11.42
ｱｵｷ ﾕｳﾀ 鳥取 ﾀｶﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 鳥取

3 8 114 青木　佑太(2) 境高 11.83 3 5 39 高田壱吹(3) 鳥取城北高 11.65
ﾅｶｼﾏ ﾘﾝﾀ 鳥取 ﾆｼﾓﾄ ﾚﾝ 鳥取

4 5 68 中島琳起(1) 鳥取城北高 11.89 4 8 163 西本　蓮(2) 八頭高 11.89
ｱｷﾀﾀﾞｲｽｹ 鳥取 ﾔﾏｼﾀ ｲｸﾐ 鳥取

5 9 825 秋田　大輔 あきたの整体院ＡＣ 12.80 5 7 215 山下　育己(3) 鳥取商高 11.96
ﾀﾆﾀﾞ ﾉｽﾞｶｽﾞ 鳥取 ｸﾛﾐ ｹｲｽｹ 鳥取

6 674 谷田　延和 鳥取陸協 DNS 6 6 18 黒見　圭祐(3) 米子高専 12.56
ﾌﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

7 46 古田涼介(2) 鳥取城北高 DNS 9 276 中村　俊介(1) 鳥取西高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート



男子100m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   10.25     福長　正彦(東京学芸大)                2000 7月25日 12:50 予　選
大会記録(GR)                  10.3     清水　禎宏(島根県教委)                1984 7月25日 16:50 決　勝

予　選　16組0着＋8

13組 (風:-3.0) 14組 (風:-1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ 鳥取 ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 鳥取

1 7 2030 下村　翔太(1) 環太平洋大 11.66 1 6 158 岡崎　凌大(2) 鳥取東高 11.41
ﾓﾘﾀ ﾏｺﾄ 鳥取 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ 鳥取

2 5 53 森田真思(2) 鳥取城北高 11.79 2 5 128 井之上　匠(3) 鳥取育英高 11.45
ﾏﾂｶﾜ ﾕｳｼﾞ 鳥取 ｵｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ 鳥取

3 4 213 松川　祐士(3) 鳥取商高 12.00 3 3 786 岡本　渉(29) 鳥取陸協 11.53
ｶｼﾞｷ ｱﾔﾄ 鳥取 ﾜﾀﾞ ﾅｵﾔ 鳥取

4 3 122 鍜治木　彩仁(3) 鳥取育英高 12.27 4 4 1057 和田　直也(M2) 鳥取大 11.84
ｳｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 鳥取

5 6 293 宇﨑　凌太(1) 鳥取東高 12.27 5 7 60 中村晃基(1) 鳥取城北高 12.19
ｲｼﾊﾗ ﾘｭｳｷ 鳥取 ｼﾐｽﾞ ｱｲﾄ 鳥取

6 8 237 石原　竜己(2) 倉吉農高 12.75 6 8 349 清水　愛翔(1) 鳥取湖陵高 12.30
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｻｸ 鳥取 ﾖﾘﾓﾄ ﾕｳｷ 鳥取

7 9 97 中村　大作(2) 倉吉東高 13.00 7 9 368 依本　祐輝(1) 鳥取敬愛高 12.49

15組 (風:-2.0) 16組 (風:-2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ 鳥取 ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥取

1 4 137 宮本　一樹(2) 鳥取育英高 11.19 q 1 4 2034 福庭　陽成(1) 環太平洋大 10.99 q
ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾔ 鳥取 ｶﾜﾓﾄ ﾚｵ 鳥取

2 5 35 下村聖也(3) 鳥取城北高 11.39 2 5 264 川本　玲央(1) 鳥取育英高 11.28
ﾀﾃ ｺｳﾍｲ 鳥取 ﾊﾀ ﾘﾝﾀ 鳥取

3 6 772 楯　康平 鳥取AS 11.98 3 6 197 秦　麟太(2) 米子西高 11.71
ﾐﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 鳥取

4 3 352 三原　和真(1) 鳥取湖陵高 12.12 4 3 36 小林隼人(3) 鳥取城北高 11.84
ﾄﾔ ﾕｳｷ 鳥取 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 鳥取

5 7 61650 鳥谷　祐希(M2) 兵庫教育大 12.17 5 9 771 杉本　竜一 鳥取AS 12.54
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂﾄ 鳥取 ﾔﾏﾓﾄﾃﾂﾔ 鳥取

6 9 1055 小林　淳人(4) 鳥取大 12.57 6 8 828 山本　哲也 あきたの整体院ＡＣ 12.67
ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾙ 鳥取 ﾋﾗｵ ｶｲﾄ 鳥取

7 8 296 中嶋　武琉(1) 鳥取東高 12.65 7 7 170 平尾　海翔(2) 八頭高 12.75

決　勝　

(風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ 鳥取

1 5 120 井上　瑞葵(3) 鳥取育英高 10.61
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取

2 4 1333 藤原　大輝(3) 環太平洋大 10.75
ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥取

3 7 2034 福庭　陽成(1) 環太平洋大 10.80
ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 鳥取

4 6 1345 佐川　竜斗(2) 環太平洋大 10.87
ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ 鳥取

5 9 137 宮本　一樹(2) 鳥取育英高 10.97
ﾏﾂﾓﾄ ﾊｸ 鳥取

6 8 116 松本　波空(1) 境高 10.99
ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 鳥取

7 1 123 上田　嵩矢(3) 鳥取育英高 11.01
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 鳥取

8 2 111 足立　龍之介(3) 境高 11.10
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取

9 3 2031 谷口　綾一(1) 環太平洋大 11.17

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS1:(R162-6)1回目の不正スタート



男子200m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   20.57     福長　正彦(東京学芸大)                2000 7月26日 12:55 予　選
大会記録(GR)                  20.9     伊東　浩司(富士通)                    1993 7月26日 15:05 決　勝

予　選　8組0着＋8

1組 (風:-1.8) 2組 (風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾓﾘﾔｽ ｲｯｻ 鳥取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 鳥取

1 4 200 森安　一冴(2) 米子西高 22.90 1 5 2031 谷口　綾一(1) 環太平洋大 22.79
ｸﾘﾀ ｶｵﾙ 鳥取 ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾔ 鳥取

2 9 1040 栗田　薫(2) 鳥取大 23.54 2 6 35 下村聖也(3) 鳥取城北高 23.19
ﾏﾂｶﾜ ﾕｳｼﾞ 鳥取 ﾀﾃ ｺｳﾍｲ 鳥取

3 7 213 松川　祐士(3) 鳥取商高 23.70 3 4 772 楯　康平 鳥取AS 24.04
ﾔﾏﾈ ﾚｲﾄ 鳥取 ﾜﾀﾞ ﾅｵﾔ 鳥取

4 8 72 山根玲斗(1) 鳥取城北高 24.03 4 7 1057 和田　直也(M2) 鳥取大 24.32
ｳｴｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 鳥取 ｶｼﾞｷ ｱﾔﾄ 鳥取

5 6 227 植嶋　笙太朗(3) 青谷高 24.24 5 8 122 鍜治木　彩仁(3) 鳥取育英高 24.72
ｳｴｸｻ ﾐﾂｷ 鳥取 ﾐﾔﾜｷ ﾋﾅﾀ

3 320 植草　海月(1) 米子東高 DNS 6 3 301 宮脇  暖(1) 八頭高 26.24
ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ 鳥取 ﾏｴﾊﾗ ｿｳﾀ 鳥取

5 120 井上　瑞葵(3) 鳥取育英高 DNS 9 29 前原　将太(1) 米子北高 DNS

3組 (風:-2.7) 4組 (風:-1.4)

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
ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 鳥取 ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 鳥取

1 5 158 岡崎　凌大(2) 鳥取東高 23.71 1 7 1345 佐川　竜斗(2) 環太平洋大 22.73 q
ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ 鳥取 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 鳥取

2 8 138 井上　慧大(2) 鳥取育英高 23.84 2 9 123 上田　嵩矢(3) 鳥取育英高 22.92
ｽﾅｻﾞﾜ ｲﾂｷ 鳥取 ﾔﾏﾈ ﾀｸﾐ 鳥取

3 7 351 砂澤　樹輝(1) 鳥取湖陵高 24.55 3 3 312 山根　拓海(2) 米子東高 23.58
ﾉﾑﾗ ﾏｺﾄ 鳥取 ﾌｸﾀ ﾕｳﾉｽｹ 鳥取

4 9 109 野村　諒(3) 境高 24.98 4 4 162 福田　由之輔(3) 八頭高 23.59
ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 鳥取 ﾔﾏｼﾀ ｲｸﾐ 鳥取

5 3 75 古田侑希(1) 鳥取城北高 25.05 5 8 215 山下　育己(3) 鳥取商高 23.66
ﾔﾏﾓﾄﾃﾂﾔ 鳥取 ﾓﾘﾀ ﾏｺﾄ 鳥取

6 4 828 山本　哲也 あきたの整体院ＡＣ 27.05 6 6 53 森田真思(2) 鳥取城北高 23.69
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取 ﾊﾀ ﾘﾝﾀ 鳥取

6 1333 藤原　大輝(3) 環太平洋大 DNS 7 5 197 秦　麟太(2) 米子西高 23.83

5組 (風:-0.1) 6組 (風:-1.4)

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
ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥取 ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ 鳥取

1 7 2034 福庭　陽成(1) 環太平洋大 22.34 q 1 9 137 宮本　一樹(2) 鳥取育英高 22.53 q
ﾉﾉﾔﾏ ｶｲ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 鳥取

2 5 1041 野々山　開(2) 鳥取大 22.79 2 5 111 足立　龍之介(3) 境高 22.60 q
ﾖｺﾔﾏ ﾁﾌﾛ 鳥取 ｶﾄｳ ｶｲ 鳥取

3 6 129 横山　千尋(2) 鳥取育英高 22.94 3 2 125 加藤　快(3) 鳥取育英高 22.74 q
ﾀｶﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 鳥取 ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ 鳥取

4 8 39 高田壱吹(3) 鳥取城北高 23.03 4 6 2030 下村　翔太(1) 環太平洋大 23.52
ﾀﾆﾓﾄ ｶｲ 鳥取 ｳｴｻｶ ｿｳｲﾁ 兵　庫

5 4 259 谷本　海(1) 鳥取育英高 23.12 5 7 1044 上坂　創一(3) 鳥取大 23.65
ｱﾀﾗｼ ｺｳﾀ 鳥取 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 鳥取

6 3 765 新　幸汰 鳥取AS 23.78 6 8 69 近藤竜馬(1) 鳥取城北高 24.21
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝﾔ 鳥取

7 9 66 山田龍雅(1) 鳥取城北高 24.62 7 4 44 中村蓮哉(2) 鳥取城北高 24.48
ﾀﾅｶ ﾋｲﾛ 鳥取

3 290 田中　陽大(1) 鳥取東高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子200m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   20.57     福長　正彦(東京学芸大)                2000 7月26日 12:55 予　選
大会記録(GR)                  20.9     伊東　浩司(富士通)                    1993 7月26日 15:05 決　勝

予　選　8組0着＋8

7組 (風:-0.4) 8組 (風:-2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取 ﾏﾂﾓﾄ ﾊｸ 鳥取

1 7 8548 小倉　大貴(2) 福岡大 22.64 q 1 7 116 松本　波空(1) 境高 22.44 q
ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥取 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ 鳥取

2 3 313 河本　和輝(2) 米子東高 22.76 q 2 6 128 井之上　匠(3) 鳥取育英高 23.24
ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥取 ﾅｶｼﾏ ﾘﾝﾀ 鳥取

3 5 214 河本　和樹(3) 鳥取商高 23.56 3 2 68 中島琳起(1) 鳥取城北高 23.88
ｷｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 鳥取 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｿｳﾀ 兵　庫

4 6 149 岸田　和真(2) 鳥取東高 23.80 4 5 1984 橘　奏汰(1) 鳥取大 24.24
ﾅｶﾞﾐ ｶｲ 鳥取 ｳｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 鳥取

5 2 63 永見　海(1) 鳥取城北高 24.28 5 4 293 宇﨑　凌太(1) 鳥取東高 24.32
ﾏｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 鳥取 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋﾛ 鳥取

6 9 201 真島　遼汰(2) 米子西高 25.56 6 9 650 木下雅弘 鳥取ﾏｽﾀｰｽﾞ 24.67
ｶﾀｵｶ ﾏｻﾄ 鳥取 ｱｵｷ ｽｽﾑ 鳥取

7 8 233 片岡　大翔(2) 倉吉西高 26.46 7 3 901 青木 進(48歳) SMTC 24.98
ｵｵﾀ ﾘｸ 鳥取 ﾑﾗｶﾜ ﾐｽﾞｷ 鳥取

4 133 太田　陸(2) 鳥取育英高 DNS 8 243 村川　瑞貴(1) 倉吉農高 DNS

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
ﾏﾂﾓﾄ ﾊｸ 鳥取

1 5 116 松本　波空(1) 境高 22.03
ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥取

2 4 2034 福庭　陽成(1) 環太平洋大 22.05
ｶﾄｳ ｶｲ 鳥取

3 3 125 加藤　快(3) 鳥取育英高 22.29
ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取

4 9 8548 小倉　大貴(2) 福岡大 22.57
ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥取

5 2 313 河本　和輝(2) 米子東高 22.68
ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ 鳥取

6 6 137 宮本　一樹(2) 鳥取育英高 22.88
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 鳥取

7 111 足立　龍之介(3) 境高 DNS
ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 鳥取

8 1345 佐川　竜斗(2) 環太平洋大 DNS

凡例  DNS:欠場



男子400m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   46.42     北山　慎一(中京大)                    2009 7月25日 14:30 予　選
大会記録(GR)                 47.78     池田　弘佑(鳥取大学)                  2019 7月25日 17:10 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

ﾉﾉﾔﾏ ｶｲ 鳥取 ﾓﾘﾔｽ ｲｯｻ 鳥取

1 7 1041 野々山　開(2) 鳥取大 49.73 q 1 6 200 森安　一冴(2) 米子西高 50.86 q
ｵｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ 鳥取 ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取

2 5 786 岡本　渉(29) 鳥取陸協 50.07 q 2 7 8548 小倉　大貴(2) 福岡大 50.90 q
ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 鳥取 ﾖｼﾀﾞ ｾｲｹﾝ 鳥取

3 6 268 石川　遥斗(1) 鳥取育英高 53.25 3 5 130 吉田　聖健(2) 鳥取育英高 53.79
ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 鳥取 ﾉﾑﾗ ﾏｺﾄ 鳥取

4 8 231 石田　光希(3) 倉吉西高 53.62 4 3 109 野村　諒(3) 境高 53.99
ｻﾜ ｹｲｽｹ 鳥取 ｶﾜﾆｼ ｶｽﾞﾏ 鳥取

5 9 57 澤　佳介(2) 鳥取城北高 53.82 5 9 165 川西　一馬(2) 八頭高 54.31
ﾐﾔﾜｷ ﾋﾅﾀ ｺﾀﾞﾆ ﾋｶﾙ 鳥取

6 3 301 宮脇  暖(1) 八頭高 1:00.74 6 4 275 小谷　光(2) 鳥取西高 55.00
ﾜｶﾊﾗ ﾄﾓﾔ 鳥取 ｶﾐﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 鳥取

4 289 若原　朋也(1) 鳥取西高 DNS 7 8 61 上林洸稀(1) 鳥取城北高 55.80

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾄｳ ｶｲ 鳥取 ﾆｼﾓﾄ ﾚﾝ 鳥取

1 7 125 加藤　快(3) 鳥取育英高 49.96 q 1 5 163 西本　蓮(2) 八頭高 51.66 q
ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ 鳥取 ｳｴｻｶ ｿｳｲﾁ 兵　庫

2 6 780 山脇　竜徳 鳥取AS 50.60 q 2 6 1044 上坂　創一(3) 鳥取大 52.59
ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ 鳥取 ﾌｸｲ ｺｳﾀﾛｳ 鳥取

3 5 214 河本　和樹(3) 鳥取商高 52.77 3 9 135 福井　虹大郎(2) 鳥取育英高 52.67
ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾔ 鳥取 ｱｻｲ ﾊﾙｷ 鳥取

4 4 13 山下　将弥(2) 倉吉総産高 53.95 4 4 195 浅井　晴貴(2) 米子西高 52.82
ｳｽﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 鳥取 ﾖﾂｲ ﾋﾅﾀ 鳥取

5 9 80 碓本涼太(2) 鳥取城北高 56.07 5 8 64 四井陽向(1) 鳥取城北高 56.68
ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ 鳥取 ｺﾀﾞﾆ ﾊﾔﾃ 鳥取

8 164 西山　莉功(2) 八頭高 DNS 6 3 359 小谷　颯(1) 鳥取商高 57.76
ｶﾈｺ ﾀﾀﾞﾏｻ 鳥取

7 225 金子　忠旦(1) 米子北斗高 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

ｼﾊﾞﾀ ｶﾞｲ 鳥取

1 5 332 柴田　凱(1) 米子東高 51.51 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 鳥取

2 6 36 小林隼人(3) 鳥取城北高 52.26
ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾄ 鳥取

3 8 148 竹本　昌人(2) 鳥取東高 53.96
ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ 鳥取

4 4 138 井上　慧大(2) 鳥取育英高 54.02
ｽﾐｵ ﾋﾅﾀ 鳥取

5 3 93 住尾　陽太(2) 岩美高 58.59
ｲｹﾀﾞ ｺｳｽｹ 鳥取

7 943 池田　弘佑 あすなろ会 DNS
ｱｶｼ ﾀｲｾｲ 鳥取

9 199 明石　太成(2) 米子西高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子400m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   46.42     北山　慎一(中京大)                    2009 7月25日 14:30 予　選
大会記録(GR)                 47.78     池田　弘佑(鳥取大学)                  2019 7月25日 17:10 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾄｳ ｶｲ 鳥取

1 7 125 加藤　快(3) 鳥取育英高 49.55
ﾓﾘﾔｽ ｲｯｻ 鳥取

2 9 200 森安　一冴(2) 米子西高 50.08
ﾉﾉﾔﾏ ｶｲ 鳥取

3 5 1041 野々山　開(2) 鳥取大 50.43
ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取

4 8 8548 小倉　大貴(2) 福岡大 50.47
ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ 鳥取

5 4 780 山脇　竜徳 鳥取AS 50.92
ｼﾊﾞﾀ ｶﾞｲ 鳥取

6 2 332 柴田　凱(1) 米子東高 51.17
ﾆｼﾓﾄ ﾚﾝ 鳥取

7 3 163 西本　蓮(2) 八頭高 53.29
ｵｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ 鳥取

6 786 岡本　渉(29) 鳥取陸協 DNS

凡例  DNS:欠場



男子800m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                 1:49.75     常田　昌司(筑波大)                    1997 7月26日 13:55 予　選
大会記録(GR)               1:52.23     中井　啓太(環太平洋大学)              2019 7月26日 15:35 決　勝

予　選　5組0着＋8

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

ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾄ 鳥取 ﾏｴﾀ ｼﾝﾏ 鳥取

1 4 145 山下　直人(3) 鳥取東高 1:57.55 q 1 6 49 前田　真良(2) 鳥取城北高 2:00.77
ｵｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ 鳥取 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾔ 鳥取

2 5 786 岡本　渉(29) 鳥取陸協 1:58.25 q 2 4 881 松本　史哉 鳥取陸協 2:00.85
ﾄﾘｺﾞｴ ｱﾂｼ 鳥取 ｲｶﾜ ﾘｮｳ 鳥取

3 6 143 鳥越　淳志(2) 鳥取育英高 2:01.73 3 7 760 居川　凌 TAPｓ 2:03.77
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃｯﾀ 鳥取 ｱﾕﾐ ﾕｳｶﾞ 鳥取

4 9 83 谷口　徹太(2) 鳥取城北高 2:08.19 4 8 270 阿弓　湧雅(1) 鳥取育英高 2:07.43
ﾆｯﾀ ﾖｼﾕｷ 鳥取 ﾋｵｷ ｼｮｳﾀ 鳥取

5 8 322 新田　純雪(1) 米子東高 2:15.45 5 5 1985 日置　翔太(1) 鳥取大 2:07.85
ﾐﾔﾏ ｼﾝｽｹ 鳥取 ﾖﾈﾀﾞ ｶｲﾄ 鳥取

6 7 1052 深山　慎介(3) 鳥取大 2:18.43 6 9 115 米田　海斗(2) 境高 2:24.64

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

ﾅｶｼﾏ ｺｳｷ 鳥取 ｵｯﾄｺﾞﾝ ｱﾅﾗ 鳥取

1 5 1266 中島　滉貴(2) 環太平洋大 2:00.24 q 1 6 84 オットゴン　アナラ(2) 鳥取城北高 1:58.86 q
ｵﾘﾄ ﾀｸﾏ 鳥取 ﾌｸﾓﾄ ｺｳﾀ 鳥取

2 6 316 折戸　巧磨(1) 米子東高 2:00.41 q 2 7 127 福本　航太(3) 鳥取育英高 1:58.89 q
ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 鳥取 ﾉﾑﾗ ﾋﾛﾄ 京　都

3 8 50 竹内　駿介(2) 鳥取城北高 2:02.36 3 5 2071 野村　洸翔(1) 鳥取大 1:58.91 q
ｷﾀｵ ﾌｳﾏ 鳥取 ｵｶﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 鳥取

4 4 141 北尾　風馬(3) 鳥取育英高 2:03.79 4 9 768 岡部　大樹 鳥取AS 2:01.14
ｳｴﾀﾞﾕｳﾔ 鳥取 ｺﾀﾞﾆ ﾋｶﾙ 鳥取

5 7 1045 上田　裕也(3) 鳥取大 2:11.64 5 4 275 小谷　光(2) 鳥取西高 2:22.44
ｲﾁｶﾜ ﾕｲ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ 鳥取

6 9 118 市川　裕偉(2) 境高 2:17.63 8 238 中村　優也(1) 倉吉農高 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

ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ 鳥取

1 4 780 山脇　竜徳 鳥取AS 2:00.13 q
ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾋﾞｷ 鳥取

2 6 38 別所　響(3) 鳥取城北高 2:00.59
ｻｻｷ ﾕｳｼ 鳥取

3 5 112 佐々木　佑士(3) 境高 2:02.47
ｵﾓﾃ ﾋﾋﾞｷ 鳥取

4 8 140 表　響希(3) 鳥取育英高 2:03.53
ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾅｵ 鳥取

5 7 1047 川上　柾尚(3) 鳥取大 2:04.30
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂﾄ 鳥取

6 9 1055 小林　淳人(4) 鳥取大 2:22.69

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶｼﾏ ｺｳｷ 鳥取

1 2 1266 中島　滉貴(2) 環太平洋大 1:54.36
ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾄ 鳥取

2 4 145 山下　直人(3) 鳥取東高 1:56.05
ｵｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ 鳥取

3 5 786 岡本　渉(29) 鳥取陸協 1:56.69
ﾉﾑﾗ ﾋﾛﾄ 京　都

4 9 2071 野村　洸翔(1) 鳥取大 1:58.76
ﾌｸﾓﾄ ｺｳﾀ 鳥取

5 6 127 福本　航太(3) 鳥取育英高 1:58.93
ｵｯﾄｺﾞﾝ ｱﾅﾗ 鳥取

6 7 84 オットゴン　アナラ(2) 鳥取城北高 1:59.18
ﾔﾏﾜｷ ﾀﾂﾉﾘ 鳥取

7 8 780 山脇　竜徳 鳥取AS 2:00.04
ｵﾘﾄ ﾀｸﾏ 鳥取

8 3 316 折戸　巧磨(1) 米子東高 2:01.58

凡例  DNS:欠場



男子800m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                 1:49.75     常田　昌司(筑波大)                    1997 7月26日 13:55 予　選
大会記録(GR)               1:52.23     中井　啓太(環太平洋大学)              2019 7月26日 15:35 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

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



男子1500m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                 3:41.39     田子　康宏(立命館大)                  2005 7月25日 15:10 予　選
大会記録(GR)                3:53.7     北中　純一(東伯中教)                  1978 7月25日 18:30 決　勝

予　選　4組3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

ｷﾀｵ ﾌｳﾏ 鳥取 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 鳥取

1 7 141 北尾　風馬(3) 鳥取育英高 4:19.06 Q 1 6 179 山田  雅貴(1) 八頭高 4:07.03 Q
ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾔ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 鳥取

2 13 881 松本　史哉 鳥取陸協 4:19.89 Q 2 11 883 田中　ひかる 気高郡 4:10.28 Q
ｵﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ 鳥取 ｵｯﾄｺﾞﾝ ｱﾅﾗ 鳥取

3 17 602 尾林　大河 自衛隊米子 4:20.68 Q 3 7 84 オットゴン　アナラ(2) 鳥取城北高 4:11.22 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｽｹ 鳥取 ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

4 11 761 小林　宏輔 TAPｓ 4:21.85 4 5 50 竹内　駿介(2) 鳥取城北高 4:13.34 q
ｱｷﾔﾏ ｼﾝｾｲ 鳥取 ｶﾉｳ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

5 2 832 秋山　真星(26) 東伯郡 4:23.52 5 15 198 加納　俊介(2) 米子西高 4:20.05
ﾏｴﾀ ｼﾝﾏ 鳥取 ｸﾆﾓﾘ ｲｸﾐ 鳥取

6 14 49 前田　真良(2) 鳥取城北高 4:26.81 6 17 298 國森　郁光(1) 鳥取東高 4:20.74
ｵｶﾀﾞ ｸﾘｭｳ 鳥取 ｳｴﾀ ｼﾞﾝﾀ 鳥取

7 15 176 岡田  空琉(1) 八頭高 4:29.62 7 14 159 上田　仁太(2) 鳥取東高 4:20.81
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 鳥取 ｺﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾑﾈ 鳥取

8 12 59 渡邉　拓也(1) 鳥取城北高 4:31.39 8 16 185 小原　一心(2) 米子工高 4:32.08
ﾓﾘﾀ ﾂﾖｼ 鳥取 ﾐﾅﾐ ﾏｻﾉﾘ 鳥取

9 9 150 森田　　剛(2) 鳥取東高 4:33.00 9 2 265 南　柾憲(1) 鳥取育英高 4:33.10
ｺｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ

10 8 605 越間　大輔 自衛隊米子 4:36.04 10 1 376 田中　琉聖(1) 鳥取城北高 4:33.45
ﾀｹﾓﾄ ｹｲｺﾞ 鳥取 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳｽｹ 鳥取

11 18 261 竹本　圭吾(1) 鳥取育英高 4:42.44 11 12 341 河口  翔輔(1) 倉吉東高 4:36.79
ﾊﾔｼ ｱｸﾄ 鳥取 ﾐﾔﾏ ｼﾝｽｹ 鳥取

12 4 372 林　大飛(1) 米子高専 4:43.08 12 4 1052 深山　慎介(3) 鳥取大 4:54.79
ｿﾉﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ ｷｯﾍﾟｲ 鳥取

13 10 607 園山　涼太 自衛隊米子 4:52.62 13 3 307 安達　喜平(1) 米子西高 5:10.00
ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｳｷ 鳥取 ﾖﾈﾀ ﾊﾙﾄ 鳥取

14 5 1042 栁沼　祐希(2) 鳥取大 4:55.85 14 9 287 米田　温人(1) 鳥取西高 5:32.02
ｳﾗﾔﾏ ﾃﾙｱｷ 鳥取 ﾆｼｵ ﾄﾓﾔ 鳥取

15 16 329 浦山　輝士(2) 米子東高 5:01.59 15 8 348 西尾　朋弥(3) 鳥取湖陵高 5:34.44
ﾜﾀﾍﾞ ﾊﾙﾄ 鳥取 ﾔﾏﾈ ﾘｭｳｾｲ 鳥取

16 1 299 渡部　遙斗(1) 鳥取東高 5:02.11 10 73 山根　竜聖(1) 鳥取城北高 DNS
ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 鳥取 ﾆｼｵ ﾀｹｼ 鳥取

17 3 279 森本　祥太郎(1) 鳥取西高 5:11.89 13 609 西尾　武士 自衛隊米子 DNS
ｲｹｸﾞﾁ ﾃｯﾀ 鳥取 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 鳥取

18 6 212 池口　哲太(2) 米子西高 5:21.60 18 251 山本　祐希(1) 倉吉農高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子1500m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                 3:41.39     田子　康宏(立命館大)                  2005 7月25日 15:10 予　選
大会記録(GR)                3:53.7     北中　純一(東伯中教)                  1978 7月25日 18:30 決　勝

予　選　4組3着＋4

3組 4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

ｵﾓﾃ ﾋﾋﾞｷ 鳥取 ｷﾔﾏ ｶｲﾁ 鳥取

1 2 140 表　響希(3) 鳥取育英高 4:10.68 Q 1 7 41 帰山　開智(3) 鳥取城北高 4:18.93 Q
ﾉﾑﾗ ﾋﾛﾄ 京　都 ｶﾈｻｶ ﾋﾛｷ 鳥取

2 10 2071 野村　洸翔(1) 鳥取大 4:10.76 Q 2 4 604 金坂　裕貴 自衛隊米子 4:24.83 Q
ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾋﾞｷ 鳥取 ｱﾕﾐ ﾕｳｶﾞ 鳥取

3 6 38 別所　響(3) 鳥取城北高 4:10.79 Q 3 10 270 阿弓　湧雅(1) 鳥取育英高 4:28.92 Q
ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾅｵ 鳥取 ｳｴﾀﾞﾕｳﾔ 鳥取

4 7 1047 川上　柾尚(3) 鳥取大 4:10.96 q 4 16 1045 上田　裕也(3) 鳥取大 4:29.70
ｵｶﾓﾄ ﾀﾛｳ 鳥取 ﾜｶﾊﾗ ﾄﾓﾔ 鳥取

5 1 1039 岡本　太郎(2) 鳥取大 4:14.97 q 5 12 289 若原　朋也(1) 鳥取西高 4:33.77
ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 鳥取 ﾅｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 鳥取

6 3 62147 田辺　恒大(1) 関西大学 4:18.41 q 6 11 234 中本　匠美(1) 倉吉西高 4:36.13
ｻﾀﾞﾄｸ ﾕｳｽｹ 鳥取 ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 鳥取

7 17 606 貞徳　悠助 自衛隊米子 4:21.03 7 5 1054 吉村　隆盛(3) 鳥取大 4:39.19
ﾕﾀﾆ ﾌﾐﾔ 鳥取 ｶﾜｷﾀ ｿﾗ 鳥取

8 16 294 湯谷　文哉(1) 鳥取東高 4:25.61 8 18 100 川北　宇宙(1) 倉吉東高 4:39.26
ﾅｶﾓﾄ ｷｮｳｺﾞ 鳥取 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 島　根

9 9 106 中本　京吾(2) 倉吉東高 4:40.46 9 9 1048 佐々木　大佑(3) 鳥取大 4:40.21
ﾔﾏｻｷ ﾔｽｼ 鳥取 ｲﾁｶﾜ ﾕｲ 鳥取

10 18 795 山﨑　泰志(41) 東伯郡 4:41.82 10 8 118 市川　裕偉(2) 境高 4:45.14
ﾐｳﾗ ﾄﾜ 鳥取 ﾋﾗｵ ﾀｶﾏｻ 鳥取

11 13 269 三浦　永遠(1) 鳥取育英高 4:46.24 11 1 885 平尾　隆将 気高郡 4:48.89
ｲﾘｶﾜ ﾀｲｾｲ 鳥取 ｱﾀﾞﾁ ﾃｯﾀ 鳥取

12 12 174 入川　大誠(2) 八頭高 4:51.75 12 14 196 安達　徹太(2) 米子西高 5:12.34
ﾏﾂｲ ﾊﾔﾄ 鳥取 ｺﾀﾞﾆ ｶｲﾄ 鳥取

13 14 310 松井　颯士(2) 米子東高 4:54.22 13 3 350 小谷　凱士(2) 鳥取湖陵高 5:20.51
ﾀｷﾔﾏ ﾘｸﾄ 鳥取 ｲﾁﾀﾆ ﾕﾗ 鳥取

14 8 90 瀧山　陸斗(2) 岩美高 4:59.88 14 17 92 市谷　侑来(2) 岩美高 5:24.94
ｶﾀｵｶ ﾊﾙﾐ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 鳥取

15 15 306 片岡　春海(1) 米子西高 5:10.20 2 292 田中　勇輝(1) 鳥取東高 DNS
ﾔﾏﾀﾞ ｱｵﾄ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 鳥取

16 4 236 山田　蒼絃(1) 倉吉西高 5:16.70 6 177 小林  蒼空(1) 八頭高 DNS
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 鳥取 ｻｶﾓﾄ ｹｲｽｹ 鳥取

17 11 277 遠藤　幸太郎(1) 鳥取西高 5:19.23 13 249 阪本　圭祐(1) 倉吉農高 DNS
ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾐ 鳥取 ｶﾄﾞｽﾞﾐ ｼｮｳﾀ 鳥取

18 5 250 中山　拓海(1) 倉吉農高 6:19.17 15 121 門積　正汰(3) 鳥取育英高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子1500m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                 3:41.39     田子　康宏(立命館大)                  2005 7月25日 15:10 予　選
大会記録(GR)                3:53.7     北中　純一(東伯中教)                  1978 7月25日 18:30 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 鳥取

1 1 179 山田  雅貴(1) 八頭高 3:59.08
ｷﾀｵ ﾌｳﾏ 鳥取

2 7 141 北尾　風馬(3) 鳥取育英高 4:06.09
ﾉﾑﾗ ﾋﾛﾄ 京　都

3 4 2071 野村　洸翔(1) 鳥取大 4:06.25
ｵﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ 鳥取

4 6 602 尾林　大河 自衛隊米子 4:08.54
ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾋﾞｷ 鳥取

5 13 38 別所　響(3) 鳥取城北高 4:08.96
ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾅｵ 鳥取

6 9 1047 川上　柾尚(3) 鳥取大 4:09.40
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 鳥取

7 8 883 田中　ひかる 気高郡 4:09.74
ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 鳥取

8 14 62147 田辺　恒大(1) 関西大学 4:11.08
ｷﾔﾏ ｶｲﾁ 鳥取

9 11 41 帰山　開智(3) 鳥取城北高 4:12.73
ｵｶﾓﾄ ﾀﾛｳ 鳥取

10 10 1039 岡本　太郎(2) 鳥取大 4:13.56
ｶﾈｻｶ ﾋﾛｷ 鳥取

11 16 604 金坂　裕貴 自衛隊米子 4:14.96
ｵﾓﾃ ﾋﾋﾞｷ 鳥取

12 3 140 表　響希(3) 鳥取育英高 4:16.43
ｵｯﾄｺﾞﾝ ｱﾅﾗ 鳥取

13 15 84 オットゴン　アナラ(2) 鳥取城北高 4:17.40
ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾔ 鳥取

14 2 881 松本　史哉 鳥取陸協 4:19.12
ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 鳥取

15 5 50 竹内　駿介(2) 鳥取城北高 4:22.72
ｱﾕﾐ ﾕｳｶﾞ 鳥取

16 12 270 阿弓　湧雅(1) 鳥取育英高 4:23.61

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

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  DNS:欠場



男子5000m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                13:52.18     森本　卓司(神奈川大)                  2009
大会記録(GR)               14:29.4     中原　大輔(由良育英高)                1992 7月26日 16:15 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

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 鳥取 ｲﾜﾀ ｻﾈﾕｷ 鳥取

1 17 178 山口  優(1) 八頭高 15:56.45 1 7 82 岩田　真之(2) 鳥取城北高 14:47.71
ｲﾏｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 鳥取 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 鳥取

2 22 958 今澤　真知(45) 布勢AC 15:57.93 2 14 179 山田  雅貴(1) 八頭高 14:53.12
ﾜｶﾏﾂ ｶﾝﾀ 鳥取 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 鳥取

3 12 74 若松　寛大(1) 鳥取城北高 16:28.14 3 8 78 山本　陽介(2) 鳥取城北高 15:19.26
ﾐｳﾗ ﾖｳｽｹ 鳥取 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙﾅ 鳥取

4 11 278 三浦　陽典(1) 鳥取西高 16:34.94 4 16 76 山口　月暉(2) 鳥取城北高 15:20.82
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾏ 鳥取 ｷﾔﾏ ｶｲﾁ 鳥取

5 5 3 後藤　悠真(1) 米子松蔭高 16:41.63 5 24 41 帰山　開智(3) 鳥取城北高 15:21.43
ﾅﾗｵ ﾐｽﾞｷ 鳥取 ﾀﾂﾐ ｶﾝｲﾁ 鳥取

6 3 86 奈羅尾　瑞生(1) 鳥取城北高 16:44.21 6 4 77 辰己　堪一(2) 鳥取城北高 15:25.33
ﾀｶｵｶ ｼﾁﾘ 鳥取 ｼﾐｽﾞ ｲｸﾄ 鳥取

7 9 79 髙岡　七理(1) 鳥取城北高 16:44.96 7 2 9 清水　郁杜(2) 米子松蔭高 15:26.84
ﾆｼﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾀ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳ 鳥取

8 14 1050 西林　純汰(3) 鳥取大 16:45.22 8 18 172 小林　想(2) 八頭高 15:28.20
ﾓﾄｵｶ ﾀｶｼ 鳥取 ﾆｼﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥取

9 10 1053 本岡　昂(3) 鳥取大 16:49.26 9 19 610 西原　大貴 自衛隊米子 15:34.79
ｻｻｷ ｽﾊﾞﾙ 鳥取 ｵｵﾛ ｱｵﾊﾞ 鳥取

10 19 5 佐々木　昴(1) 米子松蔭高 16:56.02 10 6 171 大呂　青葉(2) 八頭高 15:37.03
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 鳥取 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾃﾂﾔ 鳥取

11 16 43 萩原　佑太(2) 鳥取城北高 16:59.99 11 1 839 山形　哲也(40) 東伯郡 15:38.20
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 鳥取 ｶﾈｻｶ ﾋﾛｷ 鳥取

12 15 177 小林  蒼空(1) 八頭高 17:07.35 12 25 604 金坂　裕貴 自衛隊米子 15:41.92
ﾅｶﾓﾄ ｷｮｳｺﾞ 鳥取 ｵｶﾓﾄ ﾀﾛｳ 鳥取

13 23 106 中本　京吾(2) 倉吉東高 17:10.89 13 17 1039 岡本　太郎(2) 鳥取大 15:46.73
ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳｽｹ 鳥取 ﾔﾏｵﾄ ﾙｶ 鳥取

14 7 341 河口  翔輔(1) 倉吉東高 17:15.68 14 3 175 山本  琉楓(1) 八頭高 15:49.67
ｶﾜｷﾀ ｿﾗ 鳥取 ｶﾜﾀ ﾄｼｷ 鳥取

15 21 100 川北　宇宙(1) 倉吉東高 17:19.74 15 21 6 川田　敏暉(3) 米子松蔭高 15:51.81
ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 鳥取 ﾎﾝﾀﾞ ｷｯﾍﾟｲ 鳥取

16 18 8 田辺　豊(2) 米子松蔭高 17:29.17 16 23 614 本田　吉平 自衛隊米子 15:52.15
ｳｽｲ ﾕｳｽｹ 鳥取 ﾅｶﾞｴ ﾀｶﾋﾛ 鳥取

17 25 65 臼井　雄介(1) 鳥取城北高 17:31.55 17 27 608 永江　貴裕 自衛隊米子 15:53.09
ﾐｳﾗ ﾏｻﾄ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾛｳ 鳥取

18 8 283 三浦　真人(2) 鳥取西高 17:42.80 18 22 71 中村　拳士郎(2) 鳥取城北高 15:53.51
ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 鳥取 ｸﾆﾀﾆ ｿｳ 鳥取

19 4 87 石本　凌也(1) 鳥取城北高 17:49.43 19 11 7 國谷　爽(2) 米子松蔭高 15:54.43
ﾏﾂｲ ﾊﾔﾄ 鳥取 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 鳥取

20 6 310 松井　颯士(2) 米子東高 18:54.82 20 15 319 遠藤　浩太郎(1) 米子東高 15:55.96
ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 鳥取 ｺﾀﾞﾆ ﾘｮｳｽｹ 鳥取

21 26 2 植田　竜星(2) 米子松蔭高 19:18.66 21 10 315 小谷　亮介(1) 米子東高 16:00.22
ｶﾜﾀ ｺﾞｳ 鳥取 ｻｲｷ ﾕｳﾏ 鳥取

13 1 河田　剛(2) 米子松蔭高 DNS 22 20 190 齋木　優真(3) 米子西高 16:05.41
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 鳥取 ﾓﾘｼﾀ ﾀｶﾋｺ 鳥取

20 4 宮本　喬行(1) 米子松蔭高 DNS 23 9 617 森下　尚彦 自衛隊米子 16:11.99
ﾀｼﾞﾏ ｼﾝﾉｽｹ 鳥取 ﾕｸﾞﾘ ｺｳﾍｲ 鳥取

24 37 但馬　慎之介(3) 鳥取城北高 DNS 24 26 54 湯栗　康平(3) 鳥取城北高 16:14.39
ﾉﾌﾞﾄｳ ﾘｮｳﾀ 鳥取

25 13 611 信藤　涼太 自衛隊米子 16:37.52
ﾌﾙﾔ ﾀｸﾑ 鳥取

26 5 613 古屋　拓夢 自衛隊米子 16:52.49
ｶﾂﾍﾞ ｱｲﾄ 鳥取

12 10 勝部　愛大(2) 米子松蔭高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子5000m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                13:52.18     森本　卓司(神奈川大)                  2009
大会記録(GR)               14:29.4     中原　大輔(由良育英高)                1992 7月26日 16:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

ｲﾜﾀ ｻﾈﾕｷ 鳥取

1 82 岩田　真之(2) 鳥取城北高 14:47.71
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 鳥取

2 179 山田  雅貴(1) 八頭高 14:53.12
ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 鳥取

3 78 山本　陽介(2) 鳥取城北高 15:19.26
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙﾅ 鳥取

4 76 山口　月暉(2) 鳥取城北高 15:20.82
ｷﾔﾏ ｶｲﾁ 鳥取

5 41 帰山　開智(3) 鳥取城北高 15:21.43
ﾀﾂﾐ ｶﾝｲﾁ 鳥取

6 77 辰己　堪一(2) 鳥取城北高 15:25.33
ｼﾐｽﾞ ｲｸﾄ 鳥取

7 9 清水　郁杜(2) 米子松蔭高 15:26.84
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳ 鳥取

8 172 小林　想(2) 八頭高 15:28.20

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

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



男子110mH(1.067m)
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   13.72     西澤　真徳(鳥取県教委)                2013 7月25日 12:00 予　選
大会記録(GR)                 14.11     西澤　真徳(鳥取県教委)                2011 7月25日 16:30 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 (風:0.0) 2組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｷ 鳥取 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｽｹ 鳥取

4 103 坂本　晴紀(1) 倉吉東高 q 4 229 奥村　悠介(3) 倉吉西高 q
ｺﾀﾆ ｺｳﾍｲ 鳥取 ﾏｷﾉ ｱｷﾋﾛ 鳥取

6 40 小谷光平(3) 鳥取城北高 q 5 126 牧野　晃大(3) 鳥取育英高 q
ｽｷﾞﾔﾏ ｿｳ 鳥取 ﾏｽﾓﾄ ﾌｳｷ 鳥取

7 94 杉山　奏(2) 倉吉東高 q 6 98 桝本  楓生(2) 倉吉東高 q
ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 鳥取 ﾊﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 鳥取

5 134 濱田　大雅(2) 鳥取育英高 DNS 7 131 浜本　琉聖(2) 鳥取育英高 q
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳ 鳥取 ﾄﾀﾞ ｶﾅﾀ 鳥取

8 1049 富永　優(3) 鳥取大 DNS 8 151 戸田　哉汰(2) 鳥取東高 DNS
ﾀﾅｶ ﾋｲﾛ 鳥取 ｷﾇｶﾞｻ ｴｲｲﾁ 鳥取

9 290 田中　陽大(1) 鳥取東高 DNS 9 96 衣笠　瑛一(2) 倉吉東高 DNS

決　勝　

(風:-1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｷﾉ ｱｷﾋﾛ 鳥取

1 9 126 牧野　晃大(3) 鳥取育英高 15.27
ｺﾀﾆ ｺｳﾍｲ 鳥取

2 3 40 小谷光平(3) 鳥取城北高 15.38
ﾊﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 鳥取

3 8 131 浜本　琉聖(2) 鳥取育英高 15.64
ｽｷﾞﾔﾏ ｿｳ 鳥取

4 6 94 杉山　奏(2) 倉吉東高 16.09
ｵｸﾑﾗ ﾕｳｽｹ 鳥取

5 7 229 奥村　悠介(3) 倉吉西高 16.27
ﾏｽﾓﾄ ﾌｳｷ 鳥取

6 4 98 桝本  楓生(2) 倉吉東高 16.69
ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｷ 鳥取

7 5 103 坂本　晴紀(1) 倉吉東高 17.22

凡例  DNS:欠場



男子400mH(0.914m)
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   49.33     鍛冶木　岐(城西大)                    2017
大会記録(GR)                 50.90     鍛冶木　岐(城西大)                    2017 7月26日 14:35 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ 鳥取

1 4 42 中山敬太(3) 鳥取城北高 53.38
ｳｴﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥取

2 5 52 上田瑞樹(2) 鳥取城北高 55.83
ﾆｼﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 鳥取

3 7 167 西谷　元揮(2) 八頭高 56.50
ﾏｷﾉ ｱｷﾋﾛ 鳥取

4 6 126 牧野　晃大(3) 鳥取育英高 1:00.10
ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 鳥取

5 8 231 石田　光希(3) 倉吉西高 1:02.42
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鳥取

9 45 山田遼太郎(2) 鳥取城北高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                 8:39.36     岡田　敦行(明治大)                    1989
大会記録(GR)                8:57.1     安部　裕城(国学院大)                  1993 7月25日 17:35 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 ﾙﾅ 鳥取

1 2 76 山口　月暉(2) 鳥取城北高 9:51.27
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 鳥取

2 7 58 渡辺　陽翔(1) 鳥取城北高 10:08.10
ﾔﾏﾈ ﾕｳｲﾁ 鳥取

3 3 796 山根　雄一(41) 東伯郡 10:11.29
ｲﾅﾓﾄ ﾃﾂﾔ 鳥取

4 5 282 稲本　哲矢(2) 鳥取西高 10:19.43
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃｯﾀ 鳥取

5 4 83 谷口　徹太(2) 鳥取城北高 10:31.48
ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 鳥取

6 8 160 安東　潤一郎(2) 鳥取東高 10:32.10
ﾀｶｸﾗ ｺｳﾀﾞｲ 鳥取

7 6 23 高倉　幸大(2) 米子高専 11:24.51
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾛｳ 鳥取

1 71 中村　拳士郎(2) 鳥取城北高 DQ,T3

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DQ:失格 T3:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行



男子4×100mR
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   40.92     宮本、井上、佐川、藤原(鳥取選抜)      2019
大会記録(GR)                 41.41     平林、笹鹿、前畑、横原(鳥取AS)        2011 7月25日 18:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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 5 環太平洋大 2030 下村　翔太(1) ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ 41.14 GR 1 4 境高 108 池田　奎太郎(3) ｲｹﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 41.96
(鳥　取) 2034 福庭　陽成(1) ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ (鳥　取) 116 松本　波空(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾊｸ

1345 佐川　竜斗(2) ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 111 足立　龍之介(3) ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ
1333 藤原　大輝(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 113 門脇　礼樹(2) ｶﾄﾞﾜｷ ﾚｲｼﾞｭ

2 7 米子東高 313 河本　和輝(2) ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ 43.86 2 6 鳥取育英高 123 上田　嵩矢(3) ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 42.04
(鳥　取) 324 野坂　勇真(3) ﾉｻﾞｶ ﾕｳﾏ (鳥　取) 137 宮本　一樹(2) ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ

311 坪倉　大悟(2) ﾂﾎﾞｸﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 129 横山　千尋(2) ﾖｺﾔﾏ ﾁﾌﾛ
312 山根　拓海(2) ﾔﾏﾈ ﾀｸﾐ 133 太田　陸(2) ｵｵﾀ ﾘｸ

3 6 倉吉東高 95 河本　翔太(2) ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 44.03 3 5 鳥取城北高 55 奥谷俊介(3) ｵｸﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 42.23
(鳥　取) 103 坂本　晴紀(1) ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｷ (鳥　取) 42 中山敬太(3) ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ

98 桝本  楓生(2) ﾏｽﾓﾄ ﾌｳｷ 35 下村聖也(3) ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾔ
94 杉山　奏(2) ｽｷﾞﾔﾏ ｿｳ 40 小谷光平(3) ｺﾀﾆ ｺｳﾍｲ

4 8 八頭高 169 大久保　凌希(2) ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳｷ 44.28 4 3 鳥取商高 217 尾崎　光(3) ｵｻｷ ﾋｶﾙ 43.73
(鳥　取) 162 福田　由之輔(3) ﾌｸﾀ ﾕｳﾉｽｹ (鳥　取) 213 松川　祐士(3) ﾏﾂｶﾜ ﾕｳｼﾞ

167 西谷　元揮(2) ﾆｼﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 214 河本　和樹(3) ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ
163 西本　蓮(2) ﾆｼﾓﾄ ﾚﾝ 215 山下　育己(3) ﾔﾏｼﾀ ｲｸﾐ

5 9 鳥取湖陵高 345 濱本　洸明(3) ﾊﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 45.78 5 8 鳥取東高 148 竹本　昌人(2) ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾄ 44.06
(鳥　取) 351 砂澤　樹輝(1) ｽﾅｻﾞﾜ ｲﾂｷ (鳥　取) 293 宇﨑　凌太(1) ｳｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ

349 清水　愛翔(1) ｼﾐｽﾞ ｱｲﾄ 149 岸田　和真(2) ｷｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
352 三原　和真(1) ﾐﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 158 岡崎　凌大(2) ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ

4 鳥取西高 DNS 6 9 米子西高 201 真島　遼汰(2) ﾏｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 44.89
(鳥　取) (鳥　取) 195 浅井　晴貴(2) ｱｻｲ ﾊﾙｷ

197 秦　麟太(2) ﾊﾀ ﾘﾝﾀ
200 森安　一冴(2) ﾓﾘﾔｽ ｲｯｻ

7 鳥取AS DNS
(鳥　取)

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 環太平洋大 514 下村　翔太(1) ｼﾓﾑﾗ ｼｮｳﾀ 41.14 GR
(鳥　取) 福庭　陽成(1) ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ

佐川　竜斗(2) ｻｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ
藤原　大輝(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ

2 境高 529 池田　奎太郎(3) ｲｹﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 41.96
(鳥　取) 松本　波空(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾊｸ

足立　龍之介(3) ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ
門脇　礼樹(2) ｶﾄﾞﾜｷ ﾚｲｼﾞｭ

3 鳥取育英高 531 上田　嵩矢(3) ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 42.04
(鳥　取) 宮本　一樹(2) ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ

横山　千尋(2) ﾖｺﾔﾏ ﾁﾌﾛ
太田　陸(2) ｵｵﾀ ﾘｸ

4 鳥取城北高 532 奥谷俊介(3) ｵｸﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 42.23
(鳥　取) 中山敬太(3) ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ

下村聖也(3) ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾔ
小谷光平(3) ｺﾀﾆ ｺｳﾍｲ

5 鳥取商高 517 尾崎　光(3) ｵｻｷ ﾋｶﾙ 43.73
(鳥　取) 松川　祐士(3) ﾏﾂｶﾜ ﾕｳｼﾞ

河本　和樹(3) ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ
山下　育己(3) ﾔﾏｼﾀ ｲｸﾐ

6 米子東高 525 河本　和輝(2) ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ 43.86
(鳥　取) 野坂　勇真(3) ﾉｻﾞｶ ﾕｳﾏ

坪倉　大悟(2) ﾂﾎﾞｸﾗ ﾀﾞｲｺﾞ
山根　拓海(2) ﾔﾏﾈ ﾀｸﾐ

7 倉吉東高 519 河本　翔太(2) ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 44.03
(鳥　取) 坂本　晴紀(1) ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｷ

桝本  楓生(2) ﾏｽﾓﾄ ﾌｳｷ
杉山　奏(2) ｽｷﾞﾔﾏ ｿｳ

8 鳥取東高 521 竹本　昌人(2) ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾄ 44.06
(鳥　取) 宇﨑　凌太(1) ｳｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ

岸田　和真(2) ｷｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
岡崎　凌大(2) ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ

凡例  DNS:欠場 GR:大会記録



男子4×400mR
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                 3:14.97     磯江、澤田悠、澤田誉、山根(倉吉工高)  2002
大会記録(GR)               3:20.13     河合、林原、棚田、鍛冶木(鳥取育英高)  2013 7月26日 16:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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 鳥取城北高 36 小林隼人(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 3:24.64 1 4 鳥取育英高 268 石川　遥斗(1) ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 3:25.65

(鳥　取) 68 中島琳起(1) ﾅｶｼﾏ ﾘﾝﾀ (鳥　取) 130 吉田　聖健(2) ﾖｼﾀﾞ ｾｲｹﾝ
52 上田瑞樹(2) ｳｴﾀ ﾐｽﾞｷ 135 福井　虹大郎(2) ﾌｸｲ ｺｳﾀﾛｳ
57 澤　佳介(2) ｻﾜ ｹｲｽｹ 125 加藤　快(3) ｶﾄｳ ｶｲ

2 9 米子東高 312 山根　拓海(2) ﾔﾏﾈ ﾀｸﾐ 3:24.92 2 6 境高 113 門脇　礼樹(2) ｶﾄﾞﾜｷ ﾚｲｼﾞｭ 3:26.55

(鳥　取) 313 河本　和輝(2) ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ (鳥　取) 116 松本　波空(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾊｸ
311 坪倉　大悟(2) ﾂﾎﾞｸﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 111 足立　龍之介(3) ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ
332 柴田　凱(1) ｼﾊﾞﾀ ｶﾞｲ 110 高田　悠成(3) ﾀｶﾀ ﾕｳｾｲ

3 8 八頭高 167 西谷　元揮(2) ﾆｼﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 3:27.61 3 8 鳥取東高 148 竹本　昌人(2) ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾄ 3:27.17

(鳥　取) 165 川西　一馬(2) ｶﾜﾆｼ ｶｽﾞﾏ (鳥　取) 158 岡崎　凌大(2) ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ
162 福田　由之輔(3) ﾌｸﾀ ﾕｳﾉｽｹ 149 岸田　和真(2) ｷｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
163 西本　蓮(2) ﾆｼﾓﾄ ﾚﾝ 145 山下　直人(3) ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾄ

4 5 倉吉東高 95 河本　翔太(2) ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 3:32.88 4 9 米子西高 195 浅井　晴貴(2) ｱｻｲ ﾊﾙｷ 3:28.85

(鳥　取) 98 桝本  楓生(2) ﾏｽﾓﾄ ﾌｳｷ (鳥　取) 197 秦　麟太(2) ﾊﾀ ﾘﾝﾀ
103 坂本　晴紀(1) ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｷ 198 加納　俊介(2) ｶﾉｳ ｼｭﾝｽｹ
96 衣笠　瑛一(2) ｷﾇｶﾞｻ ｴｲｲﾁ 200 森安　一冴(2) ﾓﾘﾔｽ ｲｯｻ

6 鳥取西高 DNS 5 5 鳥取商高 217 尾崎　光(3) ｵｻｷ ﾋｶﾙ 3:34.84

(鳥　取) (鳥　取) 213 松川　祐士(3) ﾏﾂｶﾜ ﾕｳｼﾞ
215 山下　育己(3) ﾔﾏｼﾀ ｲｸﾐ
214 河本　和樹(3) ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ

7 鳥取AS DNS
(鳥　取)

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 鳥取城北高 535 小林隼人(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 3:24.64

(鳥　取) 中島琳起(1) ﾅｶｼﾏ ﾘﾝﾀ
上田瑞樹(2) ｳｴﾀ ﾐｽﾞｷ
澤　佳介(2) ｻﾜ ｹｲｽｹ

2 米子東高 526 山根　拓海(2) ﾔﾏﾈ ﾀｸﾐ 3:24.92

(鳥　取) 河本　和輝(2) ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ
坪倉　大悟(2) ﾂﾎﾞｸﾗ ﾀﾞｲｺﾞ
柴田　凱(1) ｼﾊﾞﾀ ｶﾞｲ

3 鳥取育英高 556 石川　遥斗(1) ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 3:25.65

(鳥　取) 吉田　聖健(2) ﾖｼﾀﾞ ｾｲｹﾝ
福井　虹大郎(2) ﾌｸｲ ｺｳﾀﾛｳ
加藤　快(3) ｶﾄｳ ｶｲ

4 境高 530 門脇　礼樹(2) ｶﾄﾞﾜｷ ﾚｲｼﾞｭ 3:26.55

(鳥　取) 松本　波空(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾊｸ
足立　龍之介(3) ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ
高田　悠成(3) ﾀｶﾀ ﾕｳｾｲ

5 鳥取東高 522 竹本　昌人(2) ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾄ 3:27.17

(鳥　取) 岡崎　凌大(2) ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ
岸田　和真(2) ｷｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
山下　直人(3) ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾄ

6 八頭高 534 西谷　元揮(2) ﾆｼﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 3:27.61

(鳥　取) 川西　一馬(2) ｶﾜﾆｼ ｶｽﾞﾏ
福田　由之輔(3) ﾌｸﾀ ﾕｳﾉｽｹ
西本　蓮(2) ﾆｼﾓﾄ ﾚﾝ

7 米子西高 524 浅井　晴貴(2) ｱｻｲ ﾊﾙｷ 3:28.85

(鳥　取) 秦　麟太(2) ﾊﾀ ﾘﾝﾀ
加納　俊介(2) ｶﾉｳ ｼｭﾝｽｹ
森安　一冴(2) ﾓﾘﾔｽ ｲｯｻ

8 倉吉東高 520 河本　翔太(2) ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 3:32.88

(鳥　取) 桝本  楓生(2) ﾏｽﾓﾄ ﾌｳｷ
坂本　晴紀(1) ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｷ
衣笠　瑛一(2) ｷﾇｶﾞｻ ｴｲｲﾁ

凡例  DNS:欠場



男子走高跳
審 判 長：湊　英之
記録主任：安達　暢

県記録(TR)                    2m20     高尾　大吉(大阪体大)                  2003
大会記録(GR)                  2m11     岸田　哲夫(布勢AC)                    1993 7月25日 16:00 決　勝    

決　勝　

ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲﾗ 鳥取 ○ － － － ○ × ○ × × ×

1 6 774 濱田　平良 鳥取AS 1m85
ｶﾜﾊﾗ ｼﾝｼｮｳ 鳥取 － ○ ○ × ○ × ○ × ○ × × ×

2 4 117 川原　真将(2) 境高 1m85
ｶﾜｶﾐ ｷｮｳｼﾞ 鳥取 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

3 3 356 川上　恭路(1) 米子工高 1m80
ﾋﾗｲﾜ ﾕｳ 鳥取 － － × ○ × × ○ × × ×

4 1 142 平岩　優(2) 鳥取育英高 1m75
ﾐｽﾞｳﾁ ｶｽﾞｷ 鳥取 ○ × ○ ○ × × ×

5 7 85 水内紀希(1) 鳥取城北高 1m70
ﾋﾛｵｶ ｶｽﾞｷ 鳥取 ○ ○ × ○ × × ×

6 5 1051 廣岡　和樹(3) 鳥取大 1m70
ﾂﾎﾞｸﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 鳥取 ○ ○ × × ×

7 2 311 坪倉　大悟(2) 米子東高 1m65

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m60



男子棒高跳
審 判 長：湊　英之
記録主任：安達　暢

県記録(TR)                    5m15     小谷　健人(日本大)                    2006
大会記録(GR)                  5m00     齋木　勇輝(中京大)                    2012 7月26日 13:30 決　勝    

決　勝　

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取 － － ○ － － ○ × ○ × × ×

1 4 30 中村　雄大(3) 倉吉北高 4m40
ｶﾈﾐﾂ ﾉｿﾞﾑ 鳥取 － － × ○ － × × ×

2 6 221 金光　希(1) 倉吉総産高 3m60
ｶﾄｳ ﾐﾕｷ 鳥取 － ○ － × × ×

3 1 806 加藤　幸 鳥取陸協 3m30
ｷﾇｶﾞｻ ｴｲｲﾁ 鳥取 － － － － － － × × ×

2 96 衣笠　瑛一(2) 倉吉東高 NM
ｲｸﾀ ｺｳｷ 鳥取 × × ×

3 14 生田　光輝(2) 倉吉総産高 NM
ﾔﾏﾏｽ ﾀﾞｲｷ 鳥取 － － － － － － － r

5 35116 山枡　大輝(1) 日本大 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
3m20 4m50

記録 ｺﾒﾝﾄ
3m30 3m60 3m70 3m80 4m00 4m40

凡例  NM:記録なし



男子走幅跳
審 判 長：湊　英之
記録主任：安達　暢

県記録(TR)                    7m79     安倍　翔太(中央大)                    2003
大会記録(GR)                  7m40     佐藤　洋平(フェニックス)              2005 7月25日 16:30 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

ﾊﾗﾀﾞ ｱﾑ 鳥取 × 6m79 6m47 6m79 8 6m48 6m16 6m18 6m79
1 14 136 原田　歩武(3) 鳥取育英高 +3.0 +1.0 +3.0 +0.2 -1.5 +0.2 +3.0

ﾅﾑﾗ ｶｽﾞｷ 鳥取 6m73 － － 6m73 7 r 6m73
2 13 805 名村　和希 鳥取陸協 +2.2 +2.2 +2.2

ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ 鳥取 × 6m48 6m38 6m48 6 × 6m27 6m15 6m48
3 17 67 大田　丈(1) 鳥取城北高 -0.1 +1.5 -0.1 -0.2 +0.1 -0.1

ｶﾄﾞﾜｷ ﾚｲｼﾞｭ 鳥取 × 6m44 × 6m44 5 5m82 × 6m32 6m44
4 16 113 門脇　礼樹(2) 境高 +1.5 +1.5 +0.9 -0.2 +1.5

ｲﾉｳｴ ｲﾌﾞｷ 鳥取 6m41 6m31 6m29 6m41 4 5m94 6m01 6m13 6m41
5 20 132 井上　威吹(2) 鳥取育英高 0.0 +1.3 +1.4 0.0 -0.3 -0.4 +0.6 0.0

ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 鳥取 6m31 6m39 6m22 6m39 3 × × 6m33 6m39
6 3 95 河本　翔太(2) 倉吉東高 0.0 +1.1 +0.6 +1.1 0.0 +1.1

ﾔﾏﾈ ﾘｵﾝ 鳥取 6m11 6m25 6m25 6m25 2 6m02 5m97 6m28 6m28
7 19 81 山根理音(2) 鳥取城北高 +0.8 +2.2 +2.0 +2.2 +1.0 +1.0 -0.8 -0.8

ﾊﾅｲｹ ｺｳ 鳥取 6m20 6m21 6m20 6m21 1 6m11 6m05 × 6m21
8 22 62 花池　昂(1) 鳥取城北高 +3.0 -0.3 +2.2 -0.3 +1.6 +1.9 -0.3

ﾀｶﾀ ﾕｳｾｲ 鳥取 5m73 6m14 5m73 6m14 6m14
9 15 110 高田　悠成(3) 境高 +0.1 +2.1 +1.2 +2.1 +2.1

ｲﾜﾓﾄ ﾚｵ 鳥取 6m05 5m90 5m92 6m05 6m05
10 7 220 岩本　怜大(1) 倉吉総産高 +0.1 +2.2 +1.4 +0.1 +0.1

ﾎﾝﾀﾞ ﾚｵ 鳥取 6m04 5m93 5m90 6m04 6m04
11 21 47 本多礼旺(2) 鳥取城北高 +2.1 +1.1 +1.3 +2.1 +2.1

ｵｸﾀﾞ ｹｲｼ 鳥取 × × 6m00 6m00 6m00
12 6 31 奥田　慧士(1) 倉吉北高 +0.8 +0.8 +0.8

ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾑｸﾞ 鳥取 5m60 2m57 5m81 5m81 5m81
13 8 340 松本  紡玖(1) 倉吉東高 +1.6 0.0 +2.5 +2.5 +2.5

ﾊﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 鳥取 5m75 － － 5m75 5m75
14 1 131 浜本　琉聖(2) 鳥取育英高 +0.5 +0.5 +0.5

ｻｲﾉｵ ｹｲｽｹ 鳥取 × 5m68 5m42 5m68 5m68
15 11 339 道祖尾　啓介(1) 倉吉東高 +1.5 +0.5 +1.5 +1.5

ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ 鳥取 × 5m40 5m20 5m40 5m40
16 2 161 但馬　優心(2) 鳥取東高 +2.7 +0.9 +2.7 +2.7

ﾊﾗﾀﾞ ﾆﾄ 鳥取 5m29 5m18 5m35 5m35 5m35
17 9 99 原田　弐翔(1) 倉吉東高 +1.5 0.0 +3.2 +3.2 +3.2

ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ 鳥取 4m47 × 4m79 4m79 4m79
18 5 166 清水　大地(2) 八頭高 +2.8 +2.7 +2.7 +2.7

ﾔﾏﾈ ﾚｲﾄ 鳥取 × × ×
4 72 山根玲斗(1) 鳥取城北高 NM

ﾏｴﾊﾗ ｿｳﾀ 鳥取

10 29 前原　将太(1) 米子北高 DNS
ｲﾁﾑﾗ ﾘｸﾄ 鳥取

12 168 市村　莉玖斗(2) 八頭高 DNS
ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ 鳥取

18 776 前垣　雅哉 鳥取AS DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



男子三段跳
審 判 長：湊　英之
記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   15m74     中川　貴志(タスクTC)                  1998
大会記録(GR)                 15m74     中川　貴志(タスクAC)                  1998 7月26日 14:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾝﾍﾞ ﾘｷﾄ 鳥取 13m32 13m52 13m42 13m52 8 11m40 × 13m00 13m52
1 12 882 神戸　力斗(24) 鳥取陸協 +2.7 +1.7 +1.2 +1.7 +0.2 -1.5 +1.7

ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ 鳥取 12m39 12m98 13m13 13m13 7 12m98 11m33 12m98 13m13
2 3 804 小栗　拓海(22) 鳥取陸協 +1.0 +1.1 +1.6 +1.6 +0.8 +0.6 -0.5 +1.6

ｵｻｷ ﾋｶﾙ 鳥取 × 13m04 12m66 13m04 6 12m23 12m53 12m76 13m04
3 1 217 尾崎　光(3) 鳥取商高 +1.9 +2.7 +1.9 +0.2 +0.1 -0.2 +1.9

ﾅｶﾉ ﾚﾝﾀ 鳥取 12m67 12m76 × 12m76 5 12m80 12m68 × 12m80
4 7 2070 中野　蓮太(1) 環太平洋大 +1.9 +1.2 +1.2 +0.5 +0.6 +0.5

ｱﾘﾓﾄ ｿｳﾔ 鳥取 12m46 × 12m57 12m57 4 12m19 × 12m77 12m77
5 8 11 有本　蒼矢(3) 倉吉総産高 +0.7 +1.9 +1.9 +0.5 +0.6 +0.6

ｶﾄﾞﾜｷ ﾚｲｼﾞｭ 鳥取 12m29 × 12m28 12m29 1 × 12m25 12m73 12m73
6 6 113 門脇　礼樹(2) 境高 +1.7 +0.8 +1.7 +0.8 0.0 0.0

ｵｸﾀﾞ ｹｲｼ 鳥取 × × 12m48 12m48 3 12m21 11m39 11m97 12m48
7 2 31 奥田　慧士(1) 倉吉北高 +2.0 +2.0 +0.4 +0.4 -0.5 +2.0

ﾏｴﾀ ｼﾞｮｳﾄ 鳥取 12m31 12m04 12m31 12m31 2 × 11m58 × 12m31
8 10 216 前田　丈翔(3) 鳥取商高 +1.7 +1.1 +1.6 +1.7 +0.5 +1.7

ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｸﾔ 鳥取 11m86 11m81 12m26 12m26 12m26
9 11 230 門脇　卓也(3) 倉吉西高 +1.6 +1.8 +1.8 +1.8 +1.8

ﾔｷﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 鳥取 × 11m81 11m89 11m89 11m89
10 4 102 矢木　聖一朗(1) 倉吉東高 +1.6 +1.7 +1.7 +1.7

ｶﾜﾊﾗ ｼﾝｼｮｳ 鳥取 × 11m78 11m79 11m79 11m79
11 9 117 川原　真将(2) 境高 +1.5 +2.2 +2.2 +2.2

ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ 鳥取

5 161 但馬　優心(2) 鳥取東高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：山下　美乃里

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   17m78     笹川　勝彦(茗友クラブ)                1998
大会記録(GR)                 14m71     黒松　直人(鳥取AS)                    2013 7月26日 15:00 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

ﾌﾅﾓﾄ ﾕｳﾀ 鳥取

1 9 48 船本雄太(2) 鳥取城北高 9m42 10m03 8m61 10m03 9m23 9m30 9m75 10m03
ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ 鳥取

2 7 790 松本　海虎(18) ＷＡＳ 9m44 9m58 9m20 9m58 9m53 9m82 9m45 9m82
ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾙ 鳥取

3 3 296 中嶋　武琉(1) 鳥取東高 7m94 8m30 6m68 8m30 8m35 8m16 8m13 8m35
ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ 鳥取

4 2 291 森本　康平(1) 鳥取東高 7m50 7m54 7m85 7m85 × 7m48 7m94 7m94
ｲｼﾊﾗ ﾘｭｳｷ 鳥取

5 1 237 石原　竜己(2) 倉吉農高 7m33 7m32 7m16 7m33 7m13 7m70 7m33 7m70
ﾔﾏﾈ ﾀｸﾐ 鳥取

6 4 239 山根　拓海(1) 倉吉農高 7m36 7m52 7m33 7m52 7m33 7m57 7m55 7m57
ｸﾆｵｶ ﾀｸﾐ 鳥取

7 5 295 國岡　拓海(1) 鳥取東高 7m45 7m36 － 7m45 － － － 7m45
ﾀﾅｶ ｱｵｲ 鳥取

8 8 241 田中　蒼依(1) 倉吉農高 7m15 7m38 7m13 7m38 7m21 5m32 7m08 7m38
ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾏ 鳥取

9 6 297 大久保拓馬(1) 鳥取東高 × 5m67 5m96 5m96 5m96



男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：山下　美乃里

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   49m30     土井　玲(大阪体大)                    1996
大会記録(GR)                 46m15     土井　玲(タスクAC)                    2000 7月25日 14:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾛﾀﾞ ﾂﾖｼ 鳥取

1 2 831 黒田　剛志(26) 鳥取陸協 39m47 × × 39m47 41m34 × × 41m34
ｱｵｷ ﾕｳﾀ 鳥取

2 3 114 青木　佑太(2) 境高 22m82 22m51 × 22m82 × 22m53 20m75 22m82
ﾀﾅｶ ﾘｸ 鳥取

3 1 242 田中　理巧(1) 倉吉農高 15m51 17m08 × 17m08 16m36 × × 17m08



男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：山下　美乃里

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   69m10     赤穂　弘樹(まなびや園)                2019
大会記録(GR)                 67m16     赤穂　弘樹(鳥取陸協)                  2014 7月25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

ｱｺｳ ﾋﾛｷ 鳥取

1 2 820 赤穂　弘樹 まなびや園 65m13 66m84 × 66m84 4 × × 67m85 67m85 GR
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｾｲ 鳥取

2 1 35134 清水　泰成(1) 日本大 × 51m72 51m88 51m88 3 50m77 51m21 51m98 51m98
ﾆｼﾑﾗ ｾﾚﾝ 鳥取

3 4 12 西村　星連(2) 倉吉総産高 40m93 × × 40m93 2 40m74 42m09 × 42m09
ｺﾀﾞﾆ ﾕｳﾏ 鳥取

4 3 219 小谷　有諒(1) 倉吉総産高 20m17 20m05 21m66 21m66 1 21m05 × 23m56 23m56
ﾅｶﾊﾗ ｾｲｶﾞ 鳥取

5 32 中原　世賀(1) 倉吉北高 DNS

凡例  DNS:欠場 GR:大会記録



男子やり投(0.800kg)
審 判 長：山下　美乃里

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   78m32     小椋　健司(日本大)                    2017
大会記録(GR)                 75m00     朝倉　健(かしのはク)                  1988 7月26日 15:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｻﾞｶ ﾘｷﾅﾘ

1 18 758 石坂　力成 鳥取陸協 66m73 68m08 67m86 68m08 67m97 71m25 71m49 71m49
ﾕｶﾜ ﾚﾉ 鳥取

2 7 89 湯川　玲之(2) 岩美高 56m19 × 53m13 56m19 × 58m24 56m30 58m24
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾔ 鳥取

3 9 5517 高橋　峻也(4) 日本福祉大学 50m21 54m75 53m09 54m75 54m66 57m81 48m71 57m81
ﾊﾏﾅｶ ｶｲｷ 鳥取

4 2 15 濵中　皆貴(3) 倉吉総産高 × 48m02 47m09 48m02 × 47m79 49m14 49m14
ﾊﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 鳥取

5 6 345 濱本　洸明(3) 鳥取湖陵高 38m05 43m25 37m61 43m25 39m79 39m43 42m46 43m25
ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾄ 鳥取

6 10 189 西田　拓翔(2) 米子工高 × × 36m90 36m90 37m49 40m54 35m84 40m54
ｺﾀﾞﾏ ｵｳﾀ 鳥取

7 16 88 児玉旺汰(1) 鳥取城北高 × 39m75 39m99 39m99 38m18 × 40m16 40m16
ｸﾆｵｶ ﾀｸﾐ 鳥取

8 17 295 國岡　拓海(1) 鳥取東高 36m45 34m69 35m89 36m45 35m24 × × 36m45
ｶﾜﾆｼ ｶｲﾁ 鳥取

9 3 51 川西開智(2) 鳥取城北高 26m24 36m24 31m81 36m24 36m24
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳﾀ 鳥取

10 4 183 山形　由大(2) 米子工高 × 27m72 30m73 30m73 30m73
ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｸﾔ 鳥取

11 11 230 門脇　卓也(3) 倉吉西高 29m33 30m34 30m09 30m34 30m34
ﾉﾉｻｷ ｼｭﾝﾔ 鳥取

12 14 244 野々崎　春哉(3) 倉吉農高 × 29m95 28m44 29m95 29m95
ｶﾜﾌｸ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取

13 15 240 川福　大介(1) 倉吉農高 24m20 × × 24m20 24m20
ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾐ 鳥取

14 1 250 中山　拓海(1) 倉吉農高 20m45 16m70 21m76 21m76 21m76
ﾕｳｷ ｼｮｳﾔ 鳥取

15 12 246 由木　翔也(1) 倉吉農高 11m44 10m03 12m52 12m52 12m52
ﾅｶﾑﾗ ｻｲﾀ 鳥取

8 354 中村　彩太(1) 岩美高 × × × NM
ﾏｴｼﾞﾏｺｳｼﾞ 鳥取

5 856 前島　浩二 鳥取パラ陸協 DNS
ﾋﾗｵ ｶｲﾄ 鳥取

13 170 平尾　海翔(2) 八頭高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



女子100m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   11.62     澤田　博美(鳥取県SC)                  2000 7月25日 12:15 予　選
大会記録(GR)                 11.75     澤田　博美(鳥取県SC)                  2000 7月25日 16:40 決　勝

予　選　7組0着＋8

1組 (風:-1.6) 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
ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ 鳥取 ｵｻｷ ｱｶﾘ

1 4 406 前田　夏美(2) 甲南大 12.75 q 1 6 119 尾﨑　星(3) 八頭高 12.37 q
ｵｵﾊﾗ ｱｽﾞｻ ｺﾞﾄｳ ﾏﾐ 鳥取

2 6 123 大原　梓(2) 八頭高 13.29 2 4 182 後藤  真実(1) 鳥取西高 13.04
ｶﾒｲ ｻﾔｶ 鳥取 ｲﾀﾐ ｼﾞｭﾘ 鳥取

3 5 15 亀居　紗楓(3) 米子高専 14.13 3 7 83 伊丹　樹里(1) 倉吉東高 13.11
ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾔﾈ 鳥取 ｻｻｷ ｱﾔﾅ 鳥取

4 8 181 宮川　彩音(1) 鳥取西高 14.23 4 9 43 佐々木彩奈(2) 鳥取城北高 13.45
ﾏﾂｵｶ ﾐｻｷ ﾀﾑﾗ ﾘｺ

5 2 211 松岡　水咲(2) 米子東高 14.24 5 2 213 田村　倫子(1) 米子東高 13.54
ｺﾀﾞｹ ﾊﾙｶ 鳥取 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｻﾁ 鳥取

6 9 5 小武　遥香(2) 米子南高 15.23 6 8 8 長谷川　千幸(1) 米子南高 14.02
ｳｼﾞｲｴ ｲﾁｶ 鳥取 ﾐﾔﾜｷ ｱﾔｶ 鳥取

3 55 氏家慈香(1) 鳥取城北高 DNS 7 3 192 宮脇　彩華(1) 鳥取東高 14.87
ｶﾒﾔﾏ ｳﾗﾗ 鳥取 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾝ 鳥取

7 172 亀山　うらら(1) 鳥取育英高 DNS 5 92 渡邉　佳穏(3) 境高 DNS

3組 (風:-1.6) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 鳥取 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

1 7 751 髙橋　萌木子 ワールドウィング 12.56 q 1 7 87 宮崎　望(3) 境高 12.84
ｼﾐｽﾞ ﾐｻﾄ 鳥取 ｶｶﾞﾜ ﾚｲﾅ 鳥取

2 6 68 清水　美郷(3) 倉吉東高 12.81 q 2 4 75 加河　鈴菜(2) 倉吉東高 13.20
ｷｼﾓﾄ ﾘｵ 鳥取 ﾓﾘﾓﾄ ｻｷ 鳥取

3 5 36 岸本梨音(3) 鳥取城北高 12.88 3 6 10 森本　咲(3) 倉吉総産高 13.38
ｵｶﾀﾞ ﾏﾔ 鳥取 ｷﾀﾏﾄﾞ ﾚﾅ 鳥取

4 4 24 岡田　麻矢(1) 米子北高 13.55 4 5 2 北窓　玲奈(3) 米子南高 13.44
ﾓﾘｼﾀ ﾐﾉﾘ 鳥取 ｱｻｷ ﾅﾅﾐ 鳥取

5 9 147 森下　みのり(3) 鳥取商高 13.71 5 8 44 麻木菜々美(2) 鳥取城北高 13.86
ﾔﾌﾞﾓﾄ ｶﾘﾝ 鳥取 ﾔﾏｼﾀ ｶﾎ 鳥取

6 3 108 薮本　香倫(2) 鳥取育英高 14.10 6 2 125 山下  果穂(1) 八頭高 14.26
ｶｶﾞﾜ ｱｲﾐ 鳥取 ﾖｼﾀﾞ ｶﾎ 鳥取

7 8 7 加河　愛望(1) 米子南高 14.80 7 9 167 吉田　花帆(1) 鳥取育英高 14.63
ﾔﾏｼﾀ ｻﾂｷ 鳥取

8 3 197 山下　颯葵(1) 鳥取東高 14.83

5組 (風:-2.1) 6組 (風:-1.4)

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
ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 鳥取

1 3 148 吉田　明香里(3) 鳥取商高 12.32 q 1 7 188 田中　里菜(2) 鳥取西高 12.84 q
ｻｻｷ ﾏﾎ 鳥取 ﾉｽﾞ ﾅﾅﾐ 鳥取

2 6 171 佐々木　真歩(1) 鳥取育英高 12.34 q 2 5 176 野津　七海(1) 鳥取育英高 13.12
ﾔﾀﾞ ﾎﾉｶ 鳥取 ｺｻﾞｻ ﾅﾅﾐ 鳥取

3 7 16 矢田　ほのか(3) 米子高専 13.05 3 6 100 小笹　七海(1) 境高 13.50
ﾄﾞｲ ｱｶﾘ 鳥取 ﾋｸﾞﾁ ｻﾂｷ 鳥取

4 5 71 土井あかり(3) 倉吉東高 13.09 4 8 25 樋口　紗月(1) 米子北高 14.11
ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ ﾋﾗｷﾞ ｺｺｱ

5 4 126 内田  美咲(1) 八頭高 13.30 5 4 129 平木  心彩(1) 八頭高 14.25
ｸﾛｲﾜ ｱﾏﾈ 鳥取 ｵｵｼﾀ ｱｶﾘ 鳥取

6 8 63 黒岩あまね(1) 鳥取城北高 13.63 6 9 4 大下　愛香梨(2) 米子南高 14.70
ｼﾐｽﾞ ﾅﾅ 鳥取 ﾐｽﾞﾏ ﾎﾉｶ 鳥取

7 9 3 清水　菜々(3) 米子南高 13.87 7 3 50 水間帆乃香(1) 鳥取城北高 15.47
ﾀﾋﾗ ﾘﾘｶ 鳥取

8 2 94 田平　梨々花(2) 境高 14.03

凡例  DNS:欠場



女子100m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   11.62     澤田　博美(鳥取県SC)                  2000 7月25日 12:15 予　選
大会記録(GR)                 11.75     澤田　博美(鳥取県SC)                  2000 7月25日 16:40 決　勝

予　選　7組0着＋8

7組 (風:-2.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｽﾐ ﾘｮｳｺ 鳥取

1 7 73 角　良子(2) 倉吉東高 12.26 q
ﾀﾅｶ ﾋﾅﾉ 鳥取

2 4 49 田中ひなの(2) 鳥取城北高 13.24
ﾅﾜﾓﾄ ｽｽﾞ 鳥取

3 3 88 縄本　すず(3) 境高 13.61
ﾐﾔﾋﾗ ｱﾐ 鳥取

4 6 1 宮平　亜美(3) 米子南高 13.63
ﾆｼｵ ﾐﾕｳ 鳥取

5 9 174 西尾　心優(1) 鳥取育英高 14.33
ｼﾗｲﾜ ﾏﾎ 鳥取

6 8 54 白岩真歩(1) 鳥取城北高 14.43
ﾀｹｼﾀ ﾐﾗﾝ 鳥取

5 232 竹下　みらん(1) 米子高専 DNS

決　勝　

(風:-1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽﾐ ﾘｮｳｺ 鳥取

1 4 73 角　良子(2) 倉吉東高 12.12
ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取

2 5 148 吉田　明香里(3) 鳥取商高 12.36
ｻｻｷ ﾏﾎ 鳥取

3 7 171 佐々木　真歩(1) 鳥取育英高 12.42
ｵｻｷ ｱｶﾘ

4 6 119 尾﨑　星(3) 八頭高 12.46
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 鳥取

5 9 751 髙橋　萌木子 ワールドウィング 12.60
ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ 鳥取

6 8 406 前田　夏美(2) 甲南大 12.70
ｼﾐｽﾞ ﾐｻﾄ 鳥取

7 2 68 清水　美郷(3) 倉吉東高 12.92
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 鳥取

8 3 188 田中　里菜(2) 鳥取西高 12.95

凡例  DNS:欠場



女子200m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   24.45     澤田　博美(鳥取県SC)                  1999 7月26日 12:40 予　選
大会記録(GR)                  24.6     北林　美由紀(鳥取家政高)              1984 7月26日 14:55 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:-0.9) 2組 (風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 鳥取 ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取

1 5 87 宮崎　望(3) 境高 26.08 q 1 5 148 吉田　明香里(3) 鳥取商高 25.83 q
ｷｼﾓﾄ ﾘｵ 鳥取 ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ 鳥取

2 4 36 岸本梨音(3) 鳥取城北高 26.24 q 2 4 406 前田　夏美(2) 甲南大 26.39 q
ｺﾞﾄｳ ﾏﾐ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 鳥取

3 6 182 後藤  真実(1) 鳥取西高 26.52 q 3 7 188 田中　里菜(2) 鳥取西高 26.93 q
ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ ｲﾀﾐ ｼﾞｭﾘ 鳥取

4 7 126 内田  美咲(1) 八頭高 27.64 4 6 83 伊丹　樹里(1) 倉吉東高 27.31
ｵｶﾀﾞ ﾏﾔ 鳥取 ｵｵﾀ ｴﾚﾝ 鳥取

5 3 24 岡田　麻矢(1) 米子北高 27.97 5 8 39 大田絵恋(3) 鳥取城北高 27.83
ｱｻｷ ﾅﾅﾐ 鳥取 ﾔﾏｳﾁ ｱﾔﾒ

6 9 44 麻木菜々美(2) 鳥取城北高 28.07 6 3 124 山内  郁芽(1) 八頭高 28.28
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶ 鳥取 ﾓﾛﾕ ｱﾘｽ 鳥取

7 2 112 安田　優香(2) 鳥取東高 28.47 7 2 22 諸遊　愛珠(2) 米子北高 29.06
ｶﾒｲ ｻﾔｶ 鳥取 ﾋｸﾞﾁ ｻﾂｷ 鳥取

8 8 15 亀居　紗楓(3) 米子高専 29.53 8 9 25 樋口　紗月(1) 米子北高 29.36
ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｻﾁ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾈ 鳥取

1 8 長谷川　千幸(1) 米子南高 DNS 1 47 中村風音(3) 鳥取城北高 DNS

3組 (風:-1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｻｷ ｱｶﾘ

1 7 119 尾﨑　星(3) 八頭高 26.07 q
ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ

2 5 120 岸本　百桃(3) 八頭高 26.57 q
ﾀﾅｶ ﾋﾅﾉ 鳥取

3 9 49 田中ひなの(2) 鳥取城北高 27.09
ﾄﾞｲ ｱｶﾘ 鳥取

4 6 71 土井あかり(3) 倉吉東高 27.22
ﾎｿﾀﾞ ｱｵｲ 鳥取

5 4 21 細田　葵生(2) 米子北高 27.32
ｻｻｷ ｱﾔﾅ 鳥取

6 3 43 佐々木彩奈(2) 鳥取城北高 27.77
ﾓﾘｼﾀ ﾐﾉﾘ 鳥取

7 8 147 森下　みのり(3) 鳥取商高 27.80
ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾔﾈ 鳥取

8 2 181 宮川　彩音(1) 鳥取西高 29.85
ｶｶﾞﾜ ｱｲﾐ 鳥取

9 1 7 加河　愛望(1) 米子南高 30.90

決　勝　

(風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取

1 6 148 吉田　明香里(3) 鳥取商高 25.13
ｵｻｷ ｱｶﾘ

2 5 119 尾﨑　星(3) 八頭高 25.67
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 鳥取

3 7 87 宮崎　望(3) 境高 25.82
ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ 鳥取

4 8 406 前田　夏美(2) 甲南大 26.11
ｷｼﾓﾄ ﾘｵ 鳥取

5 4 36 岸本梨音(3) 鳥取城北高 26.18
ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ

6 2 120 岸本　百桃(3) 八頭高 26.34
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 鳥取

7 3 188 田中　里菜(2) 鳥取西高 26.65
ｺﾞﾄｳ ﾏﾐ 鳥取

8 9 182 後藤  真実(1) 鳥取西高 26.77

凡例  DNS:欠場



女子400m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   55.27     矢野　加奈子(由良育英高)              2005 7月25日 14:15 予　選
大会記録(GR)                 57.54     矢野　加奈子(由良育英高)              1995 7月25日 17:00 決　勝

予　選　2組0着＋8

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

ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ ﾂﾙｷ ﾏｵ 鳥取

1 4 120 岸本　百桃(3) 八頭高 58.81 q 1 7 150 鶴木　麻央(3) 鳥取商高 1:00.46 q
ﾎｿﾀﾞ ｱｵｲ 鳥取 ｺﾏｲ ｱｻｶ 鳥取

2 6 21 細田　葵生(2) 米子北高 1:03.78 q 2 6 98 駒井　朝伽(2) 境高 1:01.35 q
ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｵ 鳥取 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾉﾝ 鳥取

3 5 46 川口梨央(3) 鳥取城北高 1:04.15 q 3 5 191 原田　真暢(1) 鳥取東高 1:02.53 q
ｶｷﾓﾄ ﾂｸﾞﾐ 鳥取 ｼﾏﾀﾆ ﾘﾎ 鳥取

4 7 179 垣本　月海(2) 鳥取西高 1:04.16 q 4 4 91 島谷　莉帆(3) 境高 1:03.97 q
ﾖｼｵｶ ﾕﾅ 鳥取 ﾓﾘﾓﾄ ｻﾂｷ 鳥取

5 8 72 吉岡  佑菜(2) 倉吉東高 1:04.33 5 8 115 森本　彩月(2) 鳥取東高 1:07.36
ﾓﾛﾕ ｱﾘｽ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾈ 鳥取

6 9 22 諸遊　愛珠(2) 米子北高 1:07.92 9 47 中村風音(3) 鳥取城北高 DNS
ﾖﾈﾀ ﾅﾅｺ 鳥取

3 190 米田　菜々子(1) 鳥取西高 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ

1 7 120 岸本　百桃(3) 八頭高 57.07 GR
ﾂﾙｷ ﾏｵ 鳥取

2 6 150 鶴木　麻央(3) 鳥取商高 59.69
ﾎｿﾀﾞ ｱｵｲ 鳥取

3 8 21 細田　葵生(2) 米子北高 1:00.92
ｺﾏｲ ｱｻｶ 鳥取

4 4 98 駒井　朝伽(2) 境高 1:00.94
ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾉﾝ 鳥取

5 5 191 原田　真暢(1) 鳥取東高 1:02.55
ｼﾏﾀﾆ ﾘﾎ 鳥取

6 9 91 島谷　莉帆(3) 境高 1:03.37
ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｵ 鳥取

7 3 46 川口梨央(3) 鳥取城北高 1:05.19
ｶｷﾓﾄ ﾂｸﾞﾐ 鳥取

8 2 179 垣本　月海(2) 鳥取西高 1:05.85

凡例  DNS:欠場 GR:大会記録



女子800m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                 2:08.27     中原　孝子(鳥取女子高)                1987 7月26日 13:35 予　選
大会記録(GR)               2:14.19     磯江　美和(由良育英高)                1997 7月26日 15:20 決　勝

予　選　3組0着＋8

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

ﾑﾝﾌｻｲﾊﾝ ﾉﾐﾝ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 鳥取

1 5 59 ムンフサイハン　ノミン(2) 鳥取城北高 2:20.35 q 1 7 140 田中 悠稀(2) 米子西高 2:25.29 q
ｲﾜｻｷ ｺﾄﾈ 鳥取 ﾔﾏﾈ ﾐﾉﾘ 鳥取

2 4 104 岩崎　琴音(3) 鳥取育英高 2:26.19 q 2 5 70 山根　みのり(2) 倉吉東高 2:25.62 q
ﾏｴﾀ ｱｲﾅ 鳥取 ﾋｼﾞｶﾀ ｱﾔｶ 鳥取

3 6 105 前田　愛菜(2) 鳥取育英高 2:26.69 q 3 6 42 泥方　彩華(2) 鳥取城北高 2:27.16 q
ﾊﾏﾀﾞ ﾐｷ 鳥取 ﾄｲﾀ ﾕｷ 鳥取

4 9 159 浜田　光希(1) 青谷高 2:54.59 4 8 178 戸板　由貴(2) 鳥取西高 2:39.77
ﾖﾈﾀ ﾅﾅｺ 鳥取 ｴﾝﾄﾞｳ ﾓﾓ 鳥取

7 190 米田　菜々子(1) 鳥取西高 DNS 5 4 109 遠藤　もも(2) 鳥取育英高 2:41.36
ｷｼﾓﾄ ｻﾗ 鳥取 ｻｶﾀ ﾐｻｷ 鳥取

8 234 岸本　彩藍(1) 鳥取湖陵高 DNS 6 9 1013 阪田　実紗希(2) 鳥取大 2:44.03
ｶﾒｵ ﾐﾉﾘ

3 209 亀尾　美緑(2) 米子東高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾔﾌﾞｷ ﾐｿﾗ 鳥取

1 8 86 矢吹　美宙(1) 倉吉東高 2:26.46 q
ﾅｶﾞｲｼ ﾁｶ 鳥取

2 5 107 長石　知佳(3) 鳥取育英高 2:33.23 q
ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾓﾓｶ 鳥取

3 6 202 重永 桃華(1) 米子西高 2:35.90
ﾉｸﾞﾁ ﾏﾅ 鳥取

4 9 6 野口　麻那(2) 米子南高 2:40.79
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲﾈ 鳥取

5 7 189 近藤　愛音(1) 鳥取西高 2:47.59
ﾔﾏｻｷ ﾓﾓｶ 鳥取

6 4 116 山崎　百々香(2) 鳥取東高 3:16.90

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾑﾝﾌｻｲﾊﾝ ﾉﾐﾝ 鳥取

1 5 59 ムンフサイハン　ノミン(2) 鳥取城北高 2:21.26
ﾔﾏﾈ ﾐﾉﾘ 鳥取

2 6 70 山根　みのり(2) 倉吉東高 2:22.03
ﾔﾌﾞｷ ﾐｿﾗ 鳥取

3 8 86 矢吹　美宙(1) 倉吉東高 2:23.14
ｲﾜｻｷ ｺﾄﾈ 鳥取

4 7 104 岩崎　琴音(3) 鳥取育英高 2:24.37
ﾅｶﾞｲｼ ﾁｶ 鳥取

5 2 107 長石　知佳(3) 鳥取育英高 2:25.98
ﾏｴﾀ ｱｲﾅ 鳥取

6 9 105 前田　愛菜(2) 鳥取育英高 2:26.32
ﾋｼﾞｶﾀ ｱﾔｶ 鳥取

7 3 42 泥方　彩華(2) 鳥取城北高 2:31.85
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 鳥取

4 140 田中 悠稀(2) 米子西高 DNS

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予　選　1組

予　選　2組

予　選　3組

決　勝

凡例  DNS:欠場



女子1500m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                 4:22.09     深津　裕子(芙蓉)                      1996
大会記録(GR)               4:30.45     前川　祐紀(鳥取育英高)                2011 7月25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

ﾄﾞﾊﾞｼ ｺｺﾛ 鳥取 ﾑﾝﾌｻｲﾊﾝ ﾉﾐﾝ 鳥取

1 14 45 土橋　心暖(2) 鳥取城北高 5:05.14 1 5 59 ムンフサイハン　ノミン(2) 鳥取城北高 4:43.05
ﾅｶｲ ﾒｲ 鳥取 ﾔﾌﾞｷ ﾐｿﾗ 鳥取

2 1 60 中井　芽生(1) 鳥取城北高 5:13.24 2 19 86 矢吹　美宙(1) 倉吉東高 4:52.86
ﾌｸﾓﾄ ﾏｲ 鳥取 ﾏｻﾀﾞ ｱｲﾘ 鳥取

3 20 157 福本　舞衣(1) 倉吉総産高 5:17.38 3 15 38 政田　愛梨(3) 鳥取城北高 4:55.21
ｷﾑﾗ ﾐﾕ 鳥　取 ﾔﾏﾈ ﾐﾉﾘ 鳥取

4 3 135 木村　美結(2) 米子工高 5:19.04 4 8 70 山根　みのり(2) 倉吉東高 4:57.01
ﾄﾞｲ ｼﾞｭﾝﾅ 鳥取 ﾏｴﾀ ｱｲﾅ 鳥取

5 16 194 土井　純奈(1) 鳥取東高 5:20.80 5 12 105 前田　愛菜(2) 鳥取育英高 4:59.45
ﾀｹﾓﾄ ﾎﾉｶ 鳥取 ｳﾁﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 鳥取

6 10 225 竹本　ほのか(1) 倉吉東高 5:22.61 6 2 136 内田 恵(2) 米子西高 4:59.46
ｻｸﾗｲ ﾐｸ ﾅｶﾞｲｼ ﾁｶ 鳥取

7 22 217 櫻井　美来(1) 米子東高 5:28.45 7 3 107 長石　知佳(3) 鳥取育英高 5:00.45
ｽﾐ ﾓｴ 鳥取 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｲﾅ 鳥取

8 5 175 鷲見　萌(1) 鳥取育英高 5:31.88 8 20 114 森本　結名(2) 鳥取東高 5:01.15
ｻｶﾀ ﾐｻｷ 鳥取 ﾆｼｵ ﾘﾅ 鳥取

9 19 1013 阪田　実紗希(2) 鳥取大 5:32.47 9 7 131 西尾　莉奈(2) 八頭高 5:02.20
ﾀｹﾓﾄ ﾚﾌ 鳥取 ﾋﾉ ｽｽﾞﾅ 鳥取

10 12 61 竹本　れふ(1) 鳥取城北高 5:33.10 10 13 134 樋野  紗凪(1) 八頭高 5:04.82
ｳﾁﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取 ﾋｼﾞｶﾀ ｱﾔｶ 鳥取

11 8 200 内田あかり(1) 八頭高 5:36.66 11 4 42 泥方　彩華(2) 鳥取城北高 5:04.87
ｻｻｷ ﾓｴ 鳥取 ｲｿｵ ﾏﾘｺ 鳥取

12 2 1016 佐々木　萌絵(3) 鳥取大 5:39.02 12 17 180 磯尾　真理子(1) 鳥取西高 5:05.16
ｱｷﾂﾞｷ ﾐﾐ 鳥取 ｲﾜｻｷ ｺﾄﾈ 鳥取

13 21 165 秋月　美海(1) 境高 5:42.66 13 1 104 岩崎　琴音(3) 鳥取育英高 5:06.42
ﾄｸｻﾞﾜ ｱｲﾘ 鳥取 ﾊﾈﾀﾞ ﾏﾅ 鳥取

14 7 199 徳澤  愛梨(1) 八頭高 5:43.60 14 18 151 羽田　真菜(3) 鳥取商高 5:13.00
ｲﾀｸﾗ ﾕｶ 鳥取 ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 鳥取

15 9 130 板倉　由佳(3) 八頭高 5:50.61 15 16 201 小掠　麻友(1) 米子西高 5:14.07
ﾆｼﾓﾄ ﾕｳｶ 鳥取 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾜ 鳥取

16 18 161 西本　悠華(2) 倉吉西高 6:39.21 16 6 79 遠藤　みわ(2) 倉吉東高 5:14.33
ｶﾜﾓﾄ ﾏﾎ 鳥取 ﾔﾏｼﾀ ｲﾁｺﾞ 鳥取

17 11 231 河本　真歩(1) 倉吉西高 7:17.95 17 10 62 山下　甘紅香(1) 鳥取城北高 5:14.83
ﾆｼｵ ｶﾉﾝ 鳥取 ﾓﾘﾓﾄ ｱｲﾅ 鳥取

4 229 西尾　華乃音(1) 鳥取商高 DNS 18 14 41 森本　愛菜(2) 鳥取城北高 5:15.13
ﾀﾅｶ ﾂｶｻ 鳥取 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾘｻ 鳥取

6 32 田中　つかさ(1) 倉吉北高 DNS 19 21 117 森本　有咲(2) 鳥取東高 5:17.80
ｼﾞﾂﾉﾌﾞ ﾌｸﾐ 鳥取 ﾊﾏｶﾞﾐ ｺｺﾐ 鳥取

13 162 實延　ふくみ(2) 倉吉西高 DNS 20 9 52 濱上　小杏実(1) 鳥取城北高 5:21.92
ﾕﾀﾆ ﾐﾂｷ 鳥取 ﾔﾍﾞ ﾅﾂﾐ 鳥取

15 196 湯谷　美月(1) 鳥取東高 DNS 21 11 132 矢部　夏実(2) 八頭高 5:31.12
ﾊﾏﾉ ﾊﾙﾅ 鳥取

17 113 濱野　陽菜(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

ﾑﾝﾌｻｲﾊﾝ ﾉﾐﾝ 鳥取

1 59 ムンフサイハン　ノミン(2) 鳥取城北高 4:43.05
ﾔﾌﾞｷ ﾐｿﾗ 鳥取

2 86 矢吹　美宙(1) 倉吉東高 4:52.86
ﾏｻﾀﾞ ｱｲﾘ 鳥取

3 38 政田　愛梨(3) 鳥取城北高 4:55.21
ﾔﾏﾈ ﾐﾉﾘ 鳥取

4 70 山根　みのり(2) 倉吉東高 4:57.01
ﾏｴﾀ ｱｲﾅ 鳥取

5 105 前田　愛菜(2) 鳥取育英高 4:59.45
ｳﾁﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 鳥取

6 136 内田 恵(2) 米子西高 4:59.46
ﾅｶﾞｲｼ ﾁｶ 鳥取

7 107 長石　知佳(3) 鳥取育英高 5:00.45
ﾓﾘﾓﾄ ﾕｲﾅ 鳥取

8 114 森本　結名(2) 鳥取東高 5:01.15

凡例  DNS:欠場



女子1500m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                 4:22.09     深津　裕子(芙蓉)                      1996
大会記録(GR)               4:30.45     前川　祐紀(鳥取育英高)                2011 7月25日 15:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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



女子5000m
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                15:50.06     前川　祐紀(鹿屋体大)                  2013
大会記録(GR)              16:19.33     蘆田　陽子(由良育英高)                2002 7月26日 16:15 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｴﾀﾞ ﾓｴ 鳥取

1 1 33 植田　萌恵(3) 倉吉北高 17:56.35
ﾅｶﾞﾊﾏ ﾀｷ 鳥取

2 2 1014 長濵　妥紀(2) 鳥取大 22:11.64

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝



女子100mH(0.840m)
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   13.84     秋元　千鶴子(鳥取女短大教)            1985
大会記録(GR)                  13.8     秋元　千鶴子(鳥取女短大教)            1984 7月25日 16:20 決　勝

決　勝　

(風:-1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｸｼﾏ ﾋﾅﾀ 鳥取

1 7 169 福嶋　ひなた(1) 鳥取育英高 14.16
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾝｶ 鳥取

2 5 67 杉本　鈴夏(3) 倉吉東高 14.93
ｵｵﾀ ｴﾚﾝ 鳥取

3 9 39 大田絵恋(3) 鳥取城北高 15.63
ﾓﾄｲｹ ｶﾉ 鳥取

4 2 103 本池　佳乃(2) 境高 17.93
ﾅｶﾑﾗ ｶｺ 鳥取

5 8 84 中村　香子(1) 倉吉東高 18.10
ｺﾀﾞｹ ﾊﾙｶ 鳥取

6 3 5 小武　遥香(2) 米子南高 20.12
ｼﾐｽﾞ ﾐｻﾄ 鳥取

4 68 清水　美郷(3) 倉吉東高 DNS
ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 鳥取

6 399 岡崎　汀(2) 甲南大 DNS

凡例  DNS:欠場



女子400mH(0.762m)
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   59.62     秋元　千鶴子(鳥取女短大教)            1985
大会記録(GR)               1:03.09     定常　銘美(倉吉東高)                  2005 7月26日 14:25 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾏｲ ｱｻｶ 鳥取

1 5 98 駒井　朝伽(2) 境高 1:08.83
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾝｶ 鳥取

2 8 67 杉本　鈴夏(3) 倉吉東高 1:09.43
ｶｷﾓﾄ ﾂｸﾞﾐ 鳥取

3 6 179 垣本　月海(2) 鳥取西高 1:12.70
ﾓﾄｲｹ ｶﾉ 鳥取

4 9 103 本池　佳乃(2) 境高 1:13.48
ﾐﾔﾋﾗ ｱﾐ 鳥取

5 7 1 宮平　亜美(3) 米子南高 1:15.87



女子4×100mR
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   46.34     上田、尾﨑、吉田、高橋(鳥取選抜)      2018
大会記録(GR)                 47.80     田中、前田、田上、上田(鳥取城北高)    2018 7月25日 18:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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 9 鳥取商高 152 尾﨑　莉沙(2) ｵｻｷ ﾘｻ 49.54 1 5 倉吉東高 68 清水　美郷(3) ｼﾐｽﾞ ﾐｻﾄ 47.73 GR
(鳥　取) 150 鶴木　麻央(3) ﾂﾙｷ ﾏｵ (鳥　取) 71 土井あかり(3) ﾄﾞｲ ｱｶﾘ

147 森下　みのり(3) ﾓﾘｼﾀ ﾐﾉﾘ 67 杉本　鈴夏(3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾝｶ
148 吉田　明香里(3) ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 73 角　良子(2) ｽﾐ ﾘｮｳｺ

2 7 鳥取育英高 176 野津　七海(1) ﾉｽﾞ ﾅﾅﾐ 50.71 2 4 境高A 88 縄本　すず(3) ﾅﾜﾓﾄ ｽｽﾞ 48.53
(鳥　取) 169 福嶋　ひなた(1) ﾌｸｼﾏ ﾋﾅﾀ (鳥　取) 90 西小野　莉子(3) ﾆｼｵﾉ ﾘｺ

171 佐々木　真歩(1) ｻｻｷ ﾏﾎ 92 渡邉　佳穏(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾝ
172 亀山　うらら(1) ｶﾒﾔﾏ ｳﾗﾗ 87 宮崎　望(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ

3 5 境高B 103 本池　佳乃(2) ﾓﾄｲｹ ｶﾉ 51.26 3 6 鳥取城北高 39 大田絵恋(3) ｵｵﾀ ｴﾚﾝ 49.13
(鳥　取) 100 小笹　七海(1) ｺｻﾞｻ ﾅﾅﾐ (鳥　取) 36 岸本梨音(3) ｷｼﾓﾄ ﾘｵ

94 田平　梨々花(2) ﾀﾋﾗ ﾘﾘｶ 47 中村風音(3) ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾈ
98 駒井　朝伽(2) ｺﾏｲ ｱｻｶ 49 田中ひなの(2) ﾀﾅｶ ﾋﾅﾉ

4 8 米子南高 3 清水　菜々(3) ｼﾐｽﾞ ﾅﾅ 51.66 4 8 八頭高 123 大原　梓(2) ｵｵﾊﾗ ｱｽﾞｻ 50.01
(鳥　取) 1 宮平　亜美(3) ﾐﾔﾋﾗ ｱﾐ (鳥　取) 126 内田  美咲(1) ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ

2 北窓　玲奈(3) ｷﾀﾏﾄﾞ ﾚﾅ 129 平木  心彩(1) ﾋﾗｷﾞ ｺｺｱ
8 長谷川　千幸(1) ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｻﾁ 119 尾﨑　星(3) ｵｻｷ ｱｶﾘ

5 4 米子東高 210 岸本　結郁(2) ｷｼﾓﾄ ﾕｲｶ 52.57 5 9 鳥取西高 181 宮川　彩音(1) ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾔﾈ 50.83
(鳥　取) 214 小山　愛衣(1) ｺﾔﾏ ﾒｲ (鳥　取) 188 田中　里菜(2) ﾀﾅｶ ﾘﾅ

211 松岡　水咲(2) ﾏﾂｵｶ ﾐｻｷ 179 垣本　月海(2) ｶｷﾓﾄ ﾂｸﾞﾐ
213 田村　倫子(1) ﾀﾑﾗ ﾘｺ 182 後藤  真実(1) ｺﾞﾄｳ ﾏﾐ

6 6 鳥取東高 191 原田　真暢(1) ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾉﾝ 53.32 6 7 米子北高 24 岡田　麻矢(1) ｵｶﾀﾞ ﾏﾔ 51.29
(鳥　取) 112 安田　優香(2) ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶ (鳥　取) 21 細田　葵生(2) ﾎｿﾀﾞ ｱｵｲ

195 細田　知花(1) ﾎｿﾀﾞ ﾄﾓｶ 22 諸遊　愛珠(2) ﾓﾛﾕ ｱﾘｽ
115 森本　彩月(2) ﾓﾘﾓﾄ ｻﾂｷ 25 樋口　紗月(1) ﾋｸﾞﾁ ｻﾂｷ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 倉吉東高 538 清水　美郷(3) ｼﾐｽﾞ ﾐｻﾄ 47.73 GR
(鳥　取) 土井あかり(3) ﾄﾞｲ ｱｶﾘ

杉本　鈴夏(3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾝｶ
角　良子(2) ｽﾐ ﾘｮｳｺ

2 境高A 546 縄本　すず(3) ﾅﾜﾓﾄ ｽｽﾞ 48.53
(鳥　取) 西小野　莉子(3) ﾆｼｵﾉ ﾘｺ

渡邉　佳穏(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾝ
宮崎　望(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ

3 鳥取城北高 548 大田絵恋(3) ｵｵﾀ ｴﾚﾝ 49.13
(鳥　取) 岸本梨音(3) ｷｼﾓﾄ ﾘｵ

中村風音(3) ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾈ
田中ひなの(2) ﾀﾅｶ ﾋﾅﾉ

4 鳥取商高 536 尾﨑　莉沙(2) ｵｻｷ ﾘｻ 49.54
(鳥　取) 鶴木　麻央(3) ﾂﾙｷ ﾏｵ

森下　みのり(3) ﾓﾘｼﾀ ﾐﾉﾘ
吉田　明香里(3) ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ

5 八頭高 552 大原　梓(2) ｵｵﾊﾗ ｱｽﾞｻ 50.01
(鳥　取) 内田  美咲(1) ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ

平木  心彩(1) ﾋﾗｷﾞ ｺｺｱ
尾﨑　星(3) ｵｻｷ ｱｶﾘ

6 鳥取育英高 551 野津　七海(1) ﾉｽﾞ ﾅﾅﾐ 50.71
(鳥　取) 福嶋　ひなた(1) ﾌｸｼﾏ ﾋﾅﾀ

佐々木　真歩(1) ｻｻｷ ﾏﾎ
亀山　うらら(1) ｶﾒﾔﾏ ｳﾗﾗ

7 鳥取西高 544 宮川　彩音(1) ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾔﾈ 50.83
(鳥　取) 田中　里菜(2) ﾀﾅｶ ﾘﾅ

垣本　月海(2) ｶｷﾓﾄ ﾂｸﾞﾐ
後藤  真実(1) ｺﾞﾄｳ ﾏﾐ

8 境高B 553 本池　佳乃(2) ﾓﾄｲｹ ｶﾉ 51.26
(鳥　取) 小笹　七海(1) ｺｻﾞｻ ﾅﾅﾐ

田平　梨々花(2) ﾀﾋﾗ ﾘﾘｶ
駒井　朝伽(2) ｺﾏｲ ｱｻｶ

凡例  GR:大会記録



女子4×400mR
審 判 長：松本　豊文

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                 3:52.93     坂田、岡崎麻、岡崎楓、柴田(倉吉東高)  2012
大会記録(GR)                4:02.1     中川、原田、宮本、山根(由良育英高)    1991 7月26日 15:55 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

1 3 鳥取商高 152 尾﨑　莉沙(2) ｵｻｷ ﾘｻ 4:02.71

(鳥　取) 150 鶴木　麻央(3) ﾂﾙｷ ﾏｵ
147 森下　みのり(3) ﾓﾘｼﾀ ﾐﾉﾘ
148 吉田　明香里(3) ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ

2 2 八頭高 123 大原　梓(2) ｵｵﾊﾗ ｱｽﾞｻ 4:03.40

(鳥　取) 119 尾﨑　星(3) ｵｻｷ ｱｶﾘ
124 山内  郁芽(1) ﾔﾏｳﾁ ｱﾔﾒ
120 岸本　百桃(3) ｷｼﾓﾄ ﾓﾓ

3 7 境高 90 西小野　莉子(3) ﾆｼｵﾉ ﾘｺ 4:07.11

(鳥　取) 98 駒井　朝伽(2) ｺﾏｲ ｱｻｶ
88 縄本　すず(3) ﾅﾜﾓﾄ ｽｽﾞ
91 島谷　莉帆(3) ｼﾏﾀﾆ ﾘﾎ

4 4 倉吉東高 83 伊丹　樹里(1) ｲﾀﾐ ｼﾞｭﾘ 4:12.37

(鳥　取) 67 杉本　鈴夏(3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾝｶ
72 吉岡  佑菜(2) ﾖｼｵｶ ﾕﾅ
71 土井あかり(3) ﾄﾞｲ ｱｶﾘ

5 8 鳥取西高 182 後藤  真実(1) ｺﾞﾄｳ ﾏﾐ 4:18.07

(鳥　取) 188 田中　里菜(2) ﾀﾅｶ ﾘﾅ
178 戸板　由貴(2) ﾄｲﾀ ﾕｷ
179 垣本　月海(2) ｶｷﾓﾄ ﾂｸﾞﾐ

6 5 米子北高 24 岡田　麻矢(1) ｵｶﾀﾞ ﾏﾔ 4:20.15

(鳥　取) 21 細田　葵生(2) ﾎｿﾀﾞ ｱｵｲ
22 諸遊　愛珠(2) ﾓﾛﾕ ｱﾘｽ
25 樋口　紗月(1) ﾋｸﾞﾁ ｻﾂｷ

7 9 鳥取東高 191 原田　真暢(1) ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾉﾝ 4:22.65

(鳥　取) 112 安田　優香(2) ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶ
115 森本　彩月(2) ﾓﾘﾓﾄ ｻﾂｷ
114 森本　結名(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾕｲﾅ

6 鳥取城北高 DNS
(鳥　取)

凡例  DNS:欠場



女子走高跳
審 判 長：湊　英之
記録主任：安達　暢

県記録(TR)                    1m79     渡辺　ゆかり(鳥取西高)                1984
大会記録(GR)                  1m74     太田　洋子(青谷中教)                  1982 7月25日 13:30 決　勝    

決　勝　

ﾄﾐﾅｶﾞ ｶﾎ 鳥取 ○ ○ ○ ○ × × ×

1 5 96 富永　夏帆(2) 境高 1m50
ｵｻｷ ﾘｻ 鳥取 ○ ○ ○ × ○ × × ×

2 2 152 尾﨑　莉沙(2) 鳥取商高 1m50
ﾅｶﾑﾗ ｶｺ 鳥取 ○ ○ × ○ × × ×

3 6 84 中村　香子(1) 倉吉東高 1m45
ﾔﾏｼﾀ ﾘｵ 鳥取 ○ ○ × × ×

4 3 170 山下　莉央(1) 鳥取育英高 1m40
ﾎｿﾀﾞ ﾋｶﾘ 鳥取 － × ○ × × ×

5 1 177 細田　ひかり(2) 鳥取西高 1m40
ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾐ × × ×

4 203 中村　心海(1) 米子西高 NM

1m40 1m45 1m50 1m55
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m35

凡例  NM:記録なし



女子棒高跳
審 判 長：湊　英之
記録主任：安達　暢

県記録(TR)                    3m92     松本　佳江(中京大)                    2004
大会記録(GR)                  3m60     松本　佳江/江口　茜(中京大/WWAC)      2005/2006 7月26日 13:30 決　勝    

決　勝　

ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ 鳥取 － × × ○ ○ × r

1 2 13 田中　七海(2) 倉吉総産高 3m40
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾞｬｽﾐﾝ 鳥取 ○ ○ × × ×

2 1 34 坂口　ｼﾞｬｽﾐﾝ(2) 倉吉北高 3m30

3m10 3m30 3m40 3m50
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属



女子走幅跳
審 判 長：湊　英之
記録主任：安達　暢

県記録(TR)                    6m11     湊　つばさ(鳥取県SC)                  2007
大会記録(GR)                  5m97     湊　つばさ(島根大)                    2005 7月25日 14:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼｵﾉ ﾘｺ 鳥取 5m02 × 5m46 5m46 8 5m28 5m47 × 5m47
1 11 90 西小野　莉子(3) 境高 +1.2 +1.3 +1.3 +2.0 +0.9 +0.9

ﾖｼﾀﾞ ﾙｶ 鳥取 5m22 5m20 5m23 5m23 7 5m16 5m33 5m21 5m33
2 18 9595 吉田　瑠花(4) 日本大 +2.0 +1.5 +4.8 +4.8 +3.1 +4.2 +2.4 +4.2

ﾄﾞｲ ｱｶﾘ 鳥取 4m93 5m16 5m01 5m16 6 4m94 5m24 × 5m24
3 13 71 土井あかり(3) 倉吉東高 +0.6 +2.1 +0.4 +2.1 +1.8 -0.6 -0.6

ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 鳥取 5m15 5m01 5m02 5m15 5 4m83 × 4m78 5m15
4 16 1017 谷本　望美(3) 鳥取大 +2.0 +1.9 +0.5 +2.0 +1.8 +1.9 +2.0

ﾔｽﾓﾄ ｶﾅﾐ 鳥取 × 5m12 × 5m12 4 5m08 5m11 4m95 5m12
5 19 187 安本　奏海(2) 鳥取西高 +4.0 +4.0 +3.5 +4.5 +2.5 +4.0

ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾝｶ 鳥取 4m99 4m95 4m95 4m99 3 4m93 4m95 × 4m99
6 15 67 杉本　鈴夏(3) 倉吉東高 +1.2 +2.1 +1.9 +1.2 -0.4 +0.2 +1.2

ｻｶﾓﾄ ｶﾔ 鳥取 4m32 4m94 4m96 4m96 2 4m91 × 4m79 4m96
7 6 48 坂本かや(2) 鳥取城北高 +2.3 +0.2 +0.9 +0.9 +2.5 +1.0 +0.9

ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｵ 鳥取 4m83 － － 4m83 1 － 4m86 × 4m86
8 10 46 川口梨央(3) 鳥取城北高 +1.3 +1.3 +2.0 +2.0

ｸﾆｲｼ ｶｽﾐ 鳥取 4m63 × 4m72 4m72 4m72
9 1 53 國石香純(1) 鳥取城北高 +2.2 +1.2 +1.2 +1.2

ｾﾊﾗ ﾅﾅｺ 鳥取 4m64 4m60 4m64 4m64 4m64
10 17 970 妹原　七虹(4) 米子高専 +1.6 +1.0 +3.6 +1.6 +1.6

ﾀｲ ﾕｳﾘ 鳥取 4m48 4m41 4m59 4m59 4m59
11 20 122 伹井　友厘(2) 八頭高 +1.3 +1.4 +1.0 +1.0 +1.0

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｺ 鳥取 4m21 4m58 4m41 4m58 4m58
12 4 51 小林美心(1) 鳥取城北高 +0.5 +2.4 +0.8 +2.4 +2.4

ﾆｼｵ ﾐﾕｳ 鳥取 4m35 4m44 4m53 4m53 4m53
13 14 174 西尾　心優(1) 鳥取育英高 +3.2 +2.0 -1.2 -1.2 -1.2

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ 鳥取 4m11 4m40 4m16 4m40 4m40
14 3 128 小林  こころ(1) 八頭高 +1.9 +2.2 +1.1 +2.2 +2.2

ﾓﾘﾓﾄ ｺﾄﾐ 鳥取 4m12 4m38 4m14 4m38 4m38
15 2 149 森本　ことみ(3) 鳥取商高 +1.9 +1.9 +1.4 +1.9 +1.9

ﾖｼﾀﾞ ｶﾎ 鳥取 4m30 4m31 4m06 4m31 4m31
16 7 167 吉田　花帆(1) 鳥取育英高 +1.2 0.0 +0.5 0.0 0.0

ｻﾀﾞﾂﾈ ﾜｶｺ 鳥取 4m06 3m86 3m84 4m06 4m06
17 5 85 定常　和歌子(1) 倉吉東高 +3.4 +2.4 +4.2 +3.4 +3.4

ﾔﾏｼﾀ ｶﾎ 鳥取 3m44 × × 3m44 3m44
18 9 125 山下  果穂(1) 八頭高 +1.5 +1.5 +1.5

ｵｵﾊﾗ ｱｽﾞｻ

8 123 大原　梓(2) 八頭高 DNS
ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 鳥取

12 399 岡崎　汀(2) 甲南大 DNS

凡例  DNS:欠場



女子三段跳
審 判 長：湊　英之
記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   12m60     湊　つばさ(島根大)                    2005
大会記録(GR)                 12m60     湊　つばさ(島根大)                    2005 7月26日 14:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼｵﾉ ﾘｺ 鳥取 10m52 10m27 × 10m52 5 × 10m78 11m06 11m06
1 5 90 西小野　莉子(3) 境高 +2.2 +0.8 +2.2 +0.4 -0.1 -0.1

ｼﾐｽﾞ ﾐｻﾄ 鳥取 10m86 10m54 10m71 10m86 8 10m67 10m93 10m80 10m93
2 1 68 清水　美郷(3) 倉吉東高 +1.5 +1.0 +3.4 +1.5 +0.3 +0.2 +0.1 +0.2

ｷﾀﾏﾄﾞ ﾚﾅ 鳥取 10m65 10m78 × 10m78 7 10m30 × 10m73 10m78
3 8 2 北窓　玲奈(3) 米子南高 +3.1 +1.5 +1.5 +0.2 +0.1 +1.5

ﾔｽﾓﾄ ｶﾅﾐ 鳥取 10m43 10m45 10m63 10m63 6 8m78 10m47 10m57 10m63
4 2 187 安本　奏海(2) 鳥取西高 +0.6 +1.6 +2.3 +2.3 +0.2 +0.5 -0.2 +2.3

ﾄﾐﾅｶﾞ ｶﾎ 鳥取 × 10m18 10m24 10m24 3 10m21 10m49 10m37 10m49
5 4 96 富永　夏帆(2) 境高 +0.1 +1.6 +1.6 +0.2 +0.4 +0.4 +0.4

ｵｶﾑﾗ ｾﾅ 鳥取 10m36 10m30 9m79 10m36 4 9m91 10m30 10m41 10m41
6 3 37 岡村紗那(3) 鳥取城北高 +2.1 +1.9 +1.9 +2.1 +0.2 +0.5 +0.1 +0.1

ｼﾏﾀﾆ ﾘﾎ 鳥取 10m05 10m10 10m16 10m16 2 10m14 10m10 10m13 10m16
7 7 91 島谷　莉帆(3) 境高 +2.2 +1.7 +1.5 +1.5 +0.4 +0.7 -0.3 +1.5

ｵｻｷ ﾘｻ 鳥取 9m87 10m06 9m97 10m06 1 9m58 × 9m86 10m06
8 6 152 尾﨑　莉沙(2) 鳥取商高 +1.8 +2.0 +2.7 +2.0 +0.6 +0.1 +2.0



女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：山下　美乃里

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   15m27     佐々木　美幸(倉吉東中教)              1985
大会記録(GR)                 14m42     佐々木　美幸(倉吉東中教)              1985 7月26日 15:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾅｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 鳥取

1 2 78 山口　春花(1) 倉吉東高 8m23 7m98 8m20 8m23 8m37 8m02 7m78 8m37
ﾖｼﾑﾗ ｱｽﾞｻ 鳥取

2 5 64 吉村　あずさ(2) 岩美高 7m25 6m91 7m40 7m40 7m59 7m53 7m79 7m79
ﾌｸｲ ﾙｶ 鳥取

3 3 106 福井　瑠夏(2) 鳥取育英高 7m26 7m35 × 7m35 × × 7m22 7m35
ﾓﾘﾓﾄ ｱｽｶ 鳥取

4 4 127 森本  明日香(1) 八頭高 6m72 6m83 6m80 6m83 7m02 7m14 6m94 7m14
ﾎｿﾀﾞ ﾄﾓｶ 鳥取

5 1 195 細田　知花(1) 鳥取東高 6m39 6m50 6m51 6m51 6m82 6m85 6m75 6m85



女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：山下　美乃里

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   47m76     牧　和穂(島根大)                      2002
大会記録(GR)                 44m55     牧　和穂(島根大)                      2002 7月25日 14:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾅ 鳥取

1 1 31 清水　彩名(3) 倉吉北高 28m36 30m20 29m14 30m20 27m94 30m59 29m87 30m59
ｲﾀｸﾗ ﾐﾅﾐ 鳥取

2 3 28 板倉　南実(1) 倉吉北高 × 26m93 25m87 26m93 22m20 × 26m03 26m93
ﾔﾅｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 鳥取

3 2 78 山口　春花(1) 倉吉東高 13m71 19m04 × 19m04 19m90 19m16 17m84 19m90



女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：山下　美乃里

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   58m57     牧　和穂(鳥取SC)                      2003
大会記録(GR)                 55m19     牧　和穂(鳥取県SC)                    2004 7月25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

ﾋｸﾞﾁ ﾐｻｷ 鳥取

1 4 26 樋口　美咲(3) 倉吉北高 37m80 × × 37m80 4 39m29 × 38m85 39m29
ﾊﾏﾓﾄ ｶﾚﾝ 鳥取

2 1 12 濱本　かれん(2) 倉吉総産高 27m31 36m64 34m85 36m64 3 35m33 34m55 × 36m64
ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾅ 鳥取

3 2 156 森本　陽菜(1) 倉吉総産高 × 30m65 34m44 34m44 2 × 34m58 33m90 34m58
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 鳥取

4 3 30 田中　愛海(3) 倉吉北高 × × × 1 31m18 × × 31m18



女子やり投(0.600g)
審 判 長：山下　美乃里

記録主任：安達　暢

県記録(TR)                   52m12     田中　晴菜(倉吉総産高)                2013
大会記録(GR)                 47m60     佐藤　友佳(東大阪大)                  2012 7月26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

ｺﾞﾄｳ ﾘﾘｶ 鳥取

1 3 56 後藤莉々果(3) 鳥取城北高 42m92 42m61 42m66 42m92 6 40m50 41m59 42m16 42m92
ﾀｸﾞﾁ ｱﾐｶ 鳥取

2 6 80 田口　あみか(2) 倉吉東高 38m30 40m48 38m42 40m48 5 × 37m59 40m69 40m69
ｸﾜﾓﾄ ﾁﾅ 鳥取

3 4 74 桑本　茅奈(1) 倉吉東高 34m48 34m54 37m75 37m75 4 34m64 35m62 34m87 37m75
ﾐﾂﾞｶ ﾅﾙﾐ 鳥取

4 5 1015 見塚　成美(2) 鳥取大 31m65 33m10 28m74 33m10 3 31m82 31m48 29m00 33m10
ｼﾐｽﾞ ﾅﾅ 鳥取

5 2 3 清水　菜々(3) 米子南高 25m94 × × 25m94 2 × × × 25m94
ﾅｶﾑﾗ ｳｲ 鳥取

6 7 35 中村　羽衣(1) 倉吉北高 × 20m76 24m42 24m42 1 24m92 × 25m53 25m53
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 鳥取

1 29 山本　和奈(2) 倉吉北高 DNS

凡例  DNS:欠場


