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日付 種目

藤原　大輝(4) 10.70 福庭　陽成(2) 10.84 相生　敦海(2) 11.12 谷口　綾一(2) 11.14 足立 龍之介(1) 11.30 笹鹿　晶裕 11.38 下村　聖也(1) 11.43 新　幸汰(23) 11.45
環太平洋大 環太平洋大 立命館大 環太平洋大 中京大 鳥取ＡＳ 環太平洋大 アルクス
宮本　一樹(3) 11.19 古田 涼介(3) 11.19 植松　瑞希(2) 11.24 横山　千尋(3) 11.31 河本　和輝(3) 11.43 岡崎　凌大(3) 11.55 坂本　晴紀(2) 11.57 谷本　海(2) 11.66
鳥取育英高 鳥取城北高 鳥取育英高 鳥取育英高 米子東高 鳥取東高 倉吉東高 鳥取育英高
大谷悠真(1) 11.09 清水　一秀(1) 11.26 本池　拓夢(3) 11.43 永田倫也(1) 11.65 萬場　凰介(1) 11.89 西村　和輝(1) 11.95 太田　咲真(1) 12.06
鳥取城北高 鳥取西高 箕蚊屋中 鳥取城北高 倉吉総産高 鳥取育英高 鳥取東高
脇田　力(2) 1:54.12 中島　滉貴(3) 1:55.39 濱野　航(2) 1:58.64 北尾　風馬(1) 1:59.93 平井　壮一郎(2) 2:00.61 森下　久(42) 2:01.04 加藤　快(1) 2:05.35 滝　健斗(28) 2:05.97
環太平洋大 環太平洋大 鳥取大 環太平洋大 鳥取大 東伯郡 環太平洋大 東伯郡
竹内　駿介(3) 1:57.45 鳥越　淳志(3) 1:59.14 安田　倫(3) 1:59.75 阿弓　湧雅(2) 1:59.79 國森　郁光(2) 2:00.04 前田　真良(3) 2:00.08 吉田　理矩(2) 2:06.77 湯谷　文哉(2) 2:07.95
鳥取城北高 鳥取育英高 米子高専 鳥取育英高 鳥取東高 鳥取城北高 倉吉東高 鳥取東高
山本  　　暖(1) 8:59.44 松本　寛希(3) 9:14.44 前田　耕二郎(1) 9:19.03 鵜飼　叶琉(1) 9:22.03 山根  紅葉(3) 9:22.37 大下　智矢(3) 9:25.45 東田　大輝(1) 9:26.32 遠藤　竜伎(1) 9:27.60
八頭高 桜ヶ丘中 鳥取城北高 八頭高 大山中 アスリート米子 八頭高 鳥取育英高
岡本　太郎(3) 16:21.52 岡部　大樹 17:02.03 古川　孝之(29) 17:53.95
鳥取大 鳥取ＡＳ 東伯郡
山口  優(2) 15:14.90 山田  雅貴(2) 15:30.15 大呂　青葉(3) 15:42.42 山本　陽介(3) 15:44.20 山本  琉楓(2) 15:45.64 髙岡　七理(2) 15:49.65 田辺　豊(3) 16:00.64 佐々木　昴(2) 16:12.58
八頭高 八頭高 八頭高 鳥取城北高 八頭高 鳥取城北高 米子松蔭高 米子松蔭高
浜本　琉聖(3) 14.73 濱田　大雅(3) 15.27 坂本　晴紀(2) 15.34 桝本  楓生(3) 15.55 倉光一冴(1) 15.91
鳥取育英高 鳥取育英高 倉吉東高 倉吉東高 鳥取城北高
川北　宇宙(2) 24:38.75
倉吉東高
矢木　聖一朗(2) 1m80 平岩　優(3) 1m80 坪倉　大悟(3) 1m70
倉吉東高 鳥取育英高 米子東高

幅田　健友(2) 1m70
米子高専

村上　将太(1) 2m01 濱田　平良 1m80 上原　匠真(2) 1m80
鳥取大 鳥取ＡＳ 鳥取大
衣笠　瑛一(3) 4m60 奥田　慧士(2) 4m10 金光　希(2) 4m00
倉吉東高 倉吉北高 倉吉総産高
前垣　雅哉 7m25(+2.3) 田中　創太(21) 6m66(+3.4) 山口　颯太(3) 6m52(+2.7) 小栗　拓海(23) 6m48(+1.3) 杉本　竜一 6m03(+3.6)
鳥取ＡＳ 公認7m06(+1.6) 東伯郡 公認6m47(+1.9) 鳥取大 公認6m02(+1.8) アルクス 鳥取ＡＳ 公認5m68(+2.0)

玉木　來輝(3) 6m64(+2.7) 諸遊　慎武(1) 6m25(+3.8) 柴田　瑛斗(1) 5m55(+2.5) 高田　洸洋(1) 4m80(+1.4)
境港第三中 公認記録なし 鳥取育英高 公認6m11(+1.9) 鳥取東高 公認5m45(+1.6) 鳥取東高
平岩　優(3) 13m69(+2.2) 山根玲斗(2) 13m49(+1.8) 大田　丈(2) 13m11(+1.8) 奥田　慧士(2) 12m69(+1.4) 花池　昂(2) 12m47(+2.4) 川島　和流(2) 12m05(+1.2)
鳥取育英高 公認12m53(+2.0) 鳥取城北高 鳥取城北高 倉吉北高 鳥取城北高 公認12m30(+1.5) 米子高専
川上羽琉(1) 10m48 石上　海音(1) 10m30 藤原　透弥(1) 10m23
鳥取城北高 境総合高 倉吉東高
福井　一義(2) 30m40 中嶋　武琉(2) 29m30 森澤　知慶(1) 29m20 児玉旺汰(2) 27m16 大久保拓馬(2) 25m85 浅田　渓達(1) 18m97 伊藤　亮太(1) 17m69
倉吉総産高 鳥取東高 鳥取西高 鳥取城北高 鳥取東高 米子高専 倉吉総産高
西村　星連(3) 53m72 小谷　有諒(2) 39m56
倉吉総産高 倉吉総産高
赤穂　弘樹 67m26
まなびや園
加藤　快(1) 34.75 前畑　良一 36.62 荒木　翔(3) 37.01 小林　隼人(1) 37.22 山本　哲也(41) 39.73 秋田　大輔(38) 40.68
環太平洋大 西伯郡陸協 美作大 環太平洋大 あきたの整体院AC あきたの整体院AC
河本　和輝(3) 34.79 香川　晏司(3) 35.27 柴田　凱(2) 35.50 山根　拓海(3) 35.79 吉田　聖健(3) 35.93 永見　海(2) 36.12 岡田　智哉(2) 36.46 宇﨑　凌太(2) 37.49
米子東高 鳥取育英高 米子東高 米子東高 鳥取育英高 鳥取城北高 鳥取育英高 鳥取東高
上田 瑞樹(3) 37.66 上林洸稀(2) 43.33
鳥取城北高 鳥取城北高
新藤　雄大(3) 2060点 矢木　翔太朗(3) 1730点 高見　亮(3) 1315点 前　優太(2) 1299点 房安　玲(3) 1146点
八頭中 三朝中 鳥取北中 鳥取北中 鳥取北中

第76回国体選手最終選考会 【21310006】 
ヤマタスポーツパーク陸上競技場 【311010】 
2021/07/04 ～ 2021/07/04

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

7月4日
成年男子100m 

風：-2.4

7月4日
少年Ａ男子100m 

風：-2.8

7月4日
少年Ｂ男子100m 

風：-1.9

7月4日 成年男子800m

7月4日 少年Ａ男子800m

7月4日 少年Ｂ男子3000m

7月4日 少年男子共通5000mW

7月4日 少年男子共通走高跳

7月4日 成年男子5000m

7月4日 少年Ａ男子5000m

7月4日
少年男子共通
110mH(0.991m) 

風：-0.9

7月4日 成年男子走高跳

7月4日 少年Ａ男子棒高跳

7月4日 成年男子走幅跳

7月4日 少年Ｂ男子走幅跳

7月4日 少年男子共通三段跳

7月4日 少年Ｂ男子砲丸投(5.000kg)

7月4日
少年男子共通円盤投

(1.750kg)

7月4日
少年Ａ男子ハンマー投

(6.000kg)

7月4日
成年男子ハンマー投

(7.260kg)

17.93(-3.9)-8m62-1m52-1:00.63 22.26(-3.9)-6m42-1m30-55.00 19.52(-3.9)-7m45-1m30-1:02.65

7月4日 成年男子300ｍ

7月4日 少年Ａ男子300ｍ

7月4日 少年Ａ男子300ｍH（0.914ｍ）

21.11(-3.9)-5m36-1m40-1:01.9416.79(-3.9)-11m34-1m49-58.45

7月4日 中学男子四種競技(男子)



前田　夏美(3) 12.52 宮崎　望(1) 12.78 矢田　ほのか(4) 13.08 川口　梨央 13.12 尾崎　星(1) 13.20 松本　真奈(4) 13.34
甲南大 名桜大 米子高専 かがやきプロジェクト 甲南大 美作大
亀山　うらら(2) 12.41 佐々木　真歩(2) 12.65 福嶋　ひなた(2) 12.96 野津　七海(2) 13.00 後藤　真実(2) 13.07 黒岩あまね(2) 13.10 伊丹　樹里(2) 13.43 冨田　宥夏(3) 13.53
鳥取育英高 鳥取育英高 鳥取育英高 鳥取育英高 鳥取西高 鳥取城北高 倉吉東高 鳥取西高
大橋　凜(3) 12.67 脇田　千穂(1) 12.95 門脇志歩(1) 13.19 山口　紗知(1) 13.35 中尾萌々果(3) 13.62 谷口陽向(1) 13.79 中村朱里(1) 14.06 實繁　悠菜(1) 14.17
三朝中 倉吉東高 鳥取城北高 倉吉東高 倉吉西中 鳥取城北高 鳥取城北高 倉吉東高
中井　芽生(3) 2:30.44 遠藤　もも(3) 2:35.04 高濱 咲月(1) 2:36.38 梅澤 実里(2) 2:53.55 今西　梨沙南(3) 3:05.14
鳥取城北高 鳥取育英高 鳥取大 鳥取大 倉吉北高
金子　りん(3) 2:18.14 河本　乙花(1) 2:20.44 土橋　日菜子(1) 2:24.66 中村　仁香(3) 2:27.85 依藤　知愛(1) 2:28.76 川島　心蕗(1) 2:28.77 迎山　日那(1) 2:29.15 市谷　天李(1) 2:33.23
桜ヶ丘中 鳥取城北高 鳥取城北高 名和中 鳥取城北高 鳥取城北高 鳥取東高 鳥取城北高
矢吹　美宙(2) 10:06.71 ムンフサイハン　ノミン(3) 10:18.06 山根　みのり(3) 10:33.66 土橋　心暖(3) 10:40.79 遠藤　みわ(3) 10:54.92 鷲見　萌(2) 10:55.72 濱上　小杏実(2) 10:58.82 竹本　ほのか(2) 11:10.29
倉吉東高 鳥取城北高 倉吉東高 鳥取城北高 倉吉東高 鳥取育英高 鳥取城北高 倉吉東高
平井　美優(3) 15.68 西口　そら(1) 16.05 深田彩名(1) 16.20 小林　日和(3) 16.62 保田　芹葉(3) 17.43 實繁　悠菜(1) 17.59 戸板　実穂(1) 17.69 木下　結音(1) 19.83
箕蚊屋中 鳥取育英高 鳥取城北高 桜ヶ丘中 倉吉西中 倉吉東高 鳥取東高 鳥取東高
阪田 実紗希(3) 14:27.35
鳥取大
土井　純奈(2) 19:13.54
鳥取東高
細田　ひかり(3) 1m55
鳥取西高
田中 七海(3) 3m50 佐々木　愛(2) 2m50
倉吉総産高 倉吉東高
岡崎　汀(3) 5m77(+2.0) 川口　梨央 5m19(+2.6) 川本　侑奈(2) 5m07(+4.5)
甲南大 かがやきプロジェクト 公認5m07(+1.8) 鳥取大 公認4m74(+1.6)

安本　奏海(3) 5m26(+2.5) 坂本かや(3) 5m23(+2.4) 河本　美祐(3) 5m18(+3.0) 小林美心(2) 4m99(+1.1) 國石香純(2) 4m94(+1.7) 西尾　心優(2) 4m79(+3.2) 後藤　真実(2) 4m78(0.0)
鳥取西高 公認5m07(+1.8) 鳥取城北高 公認5m07(+1.8) 倉吉東高 公認記録なし 鳥取城北高 鳥取城北高 鳥取育英高 公認4m60(+0.6) 鳥取西高
谷口陽向(1) 5m31(+0.8) 鋤崎　希歩(3) 4m91(+2.6) 岩野　真南(3) 4m69(+2.1) 戸板　実穂(1) 4m56(+2.7) 中村　菜々(3) 4m54(+1.8) 提嶋 ゆい(3) 4m33(+2.3)
鳥取城北高 倉吉東中 公認4m76(+0.5) 倉吉西中 公認記録なし 鳥取東高 公認4m26(+0.2) 大栄中 大山中 公認記録なし

山口　春花(2) 28m12 森本　陽菜(2) 26m13 福井　瑠夏(3) 21m63 定常　和歌子(2) 20m64 細田　知花(2) 17m82
倉吉東高 倉吉総産高 鳥取育英高 倉吉東高 鳥取東高
多田　一葉 55m67
まなびや園
濱本　かれん(3) 43m67 森本　陽菜(2) 42m55 定常　和歌子(2) 21m69
倉吉総産高 倉吉総産高 倉吉東高
田口　あみか(3) 45m58 桑本　茅奈(2) 37m00 鋤崎　希歩(3) 34m01 中村　羽衣(2) 28m97 若原　琉天(1) 27m03 細田　知花(2) 25m50
倉吉東高 倉吉東高 倉吉東中 倉吉北高 倉吉東高 鳥取東高
小林鈴奈(3) 50m45 見塚　成美(3) 33m51
大阪体育大 鳥取大
角　良子(3) 39.89 田中　里菜(3) 41.45 細田　葵生(3) 42.10 原田　真暢(2) 42.80 山内  郁芽(2) 42.95 岡田　麻矢(2) 43.45 伊丹　樹里(2) 43.64 田村　倫子(2) 44.58
倉吉東高 TR 鳥取西高 米子北高 鳥取東高 八頭高 米子北高 倉吉東高 米子東高
麻木菜々美(3) 44.73 氏家慈香(2) 47.40 河本　美祐(3) 47.49 樋口　紗月(2) 48.39
鳥取城北高 鳥取城北高 倉吉東高 米子北高
松本　葵(2) 2177点 衣笠　日陽(3) 2121点 冨林　和花(3) 2009点 山本　寧々(2) 1902点 中田　実羽(3) 1817点 中田 花菜(3) 1626点 松村  めい(2) 1186点 吉原  志真(2) 1059点
弓ヶ浜中 八頭中 鳥取南中 八頭中 三朝中 大山中 鳥取北中 鳥取北中

凡例  TR:県記録

7月4日
成年女子100m 

風：-0.2

7月4日
少年Ａ女子100m 

風：-2.5

7月4日
少年Ｂ女子100m 

風：-2.4

7月4日 成年女子800m

7月4日 少年Ｂ女子800m

7月4日 少年Ａ女子3000m

7月4日
少年Ｂ女子

100mH(0.762m/8.5m) 
風：-2.6

7月4日 成年女子3000mSC(0.762m)

7月4日 少年女子共通3000mW

7月4日 成年女子走高跳

7月4日 成年女子棒高跳

7月4日 成年女子走幅跳

7月4日 少年Ａ女子走幅跳

7月4日 少年Ｂ女子走幅跳

7月4日
少年女子共通円盤投

(1.000kg)

7月4日
成年女子ハンマー投

(4.000kg)

7月4日
少年Ａ女子ハンマー投

(4.000kg)

7月4日
少年女子共通やり投

(0.600kg)

7月4日 成年女子やり投(0.600kg)

7月4日 少年Ａ女子300ｍ

7月4日 少年Ａ女子300ｍH（0.762ｍ）

17.34(-1.3)-1m20-8m07-29.16(-0.8) 17.99(-1.3)-1m25-7m57-31.13(-0.8) 19.82(-1.3)-1m15-6m14-32.47(-0.8) 22.03(-1.3)-1m15-6m51-32.30(-0.8)15.95(-1.3)-1m33-8m45-28.52(-0.8)

7月4日 中学女子四種競技(女子)

16.81(-1.3)-1m25-10m61-28.72(-0.8) 16.15(-1.3)-1m20-7m73-28.15(-0.8) 17.63(-1.3)-1m25-9m32-29.31(-0.8)


