
小学男子100m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 10:40 決　勝

決　勝　7組

1組 (風:-0.7) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄﾐﾔﾏ ﾖｳﾀ ｸﾗﾐﾂ ﾊﾔﾄ

1 4 69 富山　耀太(6) 末恒RC 15.01 1 4 10 倉光　颯人(6) 布勢TC 14.65
ﾊﾔﾀ ｾｲﾀ ﾖﾈﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ

2 7 26 早田　惺太(6) TF倉吉 15.19 2 6 36 米田　良生(6) 三朝AC 14.91
ﾌｸﾗ ｺｳｼﾞ ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾍﾟｲ

3 5 29 福羅綱二(6) TF倉吉 16.49 3 7 43 田中　駿平(5) 大栄陸上育成会 15.82
ｼｹﾞﾉﾌﾞ ｹｲｺﾞ ﾐｽﾞｼﾏ ﾘｸ 岡山

4 6 39 重信　圭吾(5) 三朝AC 16.63 4 5 62 水島　隆玖(6) Globe 16.63
ｱｶﾘ ﾀｸﾏ ｱｷﾀ ｶｽﾞﾔ

5 8 52 明里　拓磨(5) 河北SS 17.12 5 8 71 秋田　和哉(4) 末恒RC 17.14
ﾄﾐﾓﾘ ﾕｳﾄ ﾏﾂｼﾀ ｼｭﾝ

6 9 58 富盛　裕翔(4) 河北SS 17.64 6 2 60 松下　駿(2) 河北SS 19.44
ｲｹﾓﾄ ﾉｲ ﾔﾏｻｷ ｿｳﾀ

7 3 16 池本　望生(4) 布勢TC 18.15 7 9 35 山﨑颯汰(1) TF倉吉 25.05
ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾀ ﾌﾅｷ ﾊﾙﾏ

8 2 51 松本　蒼太(2) 大栄陸上育成会 20.46 3 44 船木　春馬(5) 大栄陸上育成会 DNS

3組 (風:-1.0) 4組 (風:-0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾁｶｲｹ ｹｲｼﾞ ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾀ

1 7 32 近池慶士(5) TF倉吉 14.18 1 5 55 馬場　洸太(5) 河北SS 15.31
ｵｶﾓﾄ ﾖｳ ﾉﾐ ﾙｲ

2 6 70 岡本　耀(5) 末恒RC 15.75 2 7 28 野見琉偉(6) TF倉吉 15.43
ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ ｶﾄｳ ﾙｶ

3 5 13 山本　颯太朗(5) 布勢TC 15.83 3 4 40 加藤　瑠夏(5) 三朝AC 16.92
ﾌｸﾓﾄ ｳﾗﾗ ﾀｹｳﾁ ﾃﾝｺﾞ

4 9 59 福本　麗(4) 河北SS 16.78 4 8 53 竹内  天吾(5) 河北SS 17.29
ｶｶﾞﾀ ｵｳﾗ ｲｶﾞﾜ ﾊﾙｷ

5 2 15 加賀田　旺良(4) 布勢TC 18.38 5 2 48 井川　遥基(3) 大栄陸上育成会 17.96
ｵｵｼﾏ ｴｲﾄ ｷﾉｼﾀ ｴｲｽｹ

6 3 25 大島　瑛斗(2) 布勢TC 22.63 6 3 24 木下　瑛介(3) 布勢TC 18.56
ﾌﾟﾘﾊﾙﾀﾝﾄ ﾙｲ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ

4 37 プリハルタント　琉生(6) 三朝AC DNS 7 9 14 山本　煌汰(5) 布勢TC 18.65
ｱｵｼﾏ ﾋｼﾞﾘ ｶﾄｳ ｱﾗﾀ

8 45 青島　聖(3) 大栄陸上育成会 DNS 6 17 加藤　新(4) 布勢TC DNS

5組 (風:-0.1) 6組 (風:+0.3)

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
ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｾｲ ﾂﾀﾞ ｺｳﾀ 岡山

1 7 54 西田　侑生(5) 河北SS 15.56 1 4 61 津田　幸汰(6) Globe 14.39
ｶﾜﾅｶ ｿﾉ 岡山 ｵｶﾀﾞ ﾔﾏﾄ

2 4 63 河中　奏乃(4) Globe 15.92 2 7 30 岡田大和(6) TF倉吉 15.07
ｶﾜｷﾀ ﾕｳｾｲ ﾀｳｴ ﾀｸﾐ

3 5 34 川北悠生(3) TF倉吉 17.18 3 6 27 田上拓己(6) TF倉吉 15.68
ﾖｺﾔﾏ ﾐﾊﾙ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ

4 9 18 横山　心晴(4) 布勢TC 18.50 4 5 57 山田　悠翔(5) 河北SS 16.51
ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾄ ｺﾀﾞﾆ ｹｲﾄ

5 2 46 穐山　誉叶(3) 大栄陸上育成会 18.72 5 8 41 小谷慧人(4) 瑞穂小 17.57
ﾑﾗｵｶ ｽﾊﾞﾙ ﾎｿﾀﾞ ﾘﾂｷ

6 3 49 村岡　昴(3) 大栄陸上育成会 19.41 6 3 19 細田　律気(4) 布勢TC 17.71
ﾅｶﾞ ﾀﾙｲ ｵｶﾓﾄ ｾﾄ

6 31 長田塁(6) TF倉吉 DNS 7 9 20 岡本　青澄(3) 布勢TC 18.38
ｲ ﾕｳｼｮｳ ｱﾘﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ

8 22 井　宥翔(3) 布勢TC DNS 8 2 42 有山　諒平(5) 大栄陸上育成会 19.11

凡例  DNS:欠場



小学男子100m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 10:40 決　勝

決　勝　7組

7組 (風:-0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶｶﾞﾀ ﾀｹﾙ

1 4 11 加賀田　健瑠(6) 布勢TC 14.51
ｷﾉｼﾀ ｿｳｽｹ

2 6 12 木下 湊介(5) 布勢TC 15.42
ﾉｳﾐ ﾄﾓﾋﾛ

3 7 38 能見　知宏(6) 三朝AC 15.60
ﾏｽｲ ﾕｳｽｹ

4 5 56 増井　友亮(5) 河北SS 16.44
ﾖｼﾐ ﾀﾀﾞﾏｻ

5 8 50 吉見　忠真(3) 大栄陸上育成会 19.19
ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ

6 9 33 山﨑悠輝(3) TF倉吉 19.20
ｱﾘﾔﾏ ｴｲﾀ

7 3 47 有山　瑛太(3) 大栄陸上育成会 22.15
ﾆｼﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ

2 23 西村　翼(3) 布勢TC DNS

凡例  DNS:欠場



小学男子1000m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 13:35 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｲｹﾓﾄ ﾉｲ

1 16 池本　望生(4) 布勢TC
ﾄﾐﾔﾏ ﾖｳﾀ

2 69 富山　耀太(6) 末恒RC
ｶﾄｳ ｱﾗﾀ

3 17 加藤　新(4) 布勢TC
ｵｶﾓﾄ ﾖｳ

4 70 岡本　耀(5) 末恒RC
ﾖｺﾔﾏ ﾐﾊﾙ

5 18 横山　心晴(4) 布勢TC
ｷﾉｼﾀ ｴｲｽｹ

6 24 木下　瑛介(3) 布勢TC
ｶｶﾞﾀ ｵｳﾗ

7 15 加賀田　旺良(4) 布勢TC
ｶﾝﾊﾞﾗ ｱﾔﾄ

8 21 神原　彩人(3) 布勢TC
ﾎｿﾀﾞ ﾘﾂｷ

9 19 細田　律気(4) 布勢TC
ｵｵｼﾏ ｴｲﾄ

10 25 大島　瑛斗(2) 布勢TC
ﾅｶﾞ ﾀﾙｲ

11 31 長田塁(6) TF倉吉
ｷﾉｼﾀ ｿｳｽｹ

12 12 木下 湊介(5) 布勢TC
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ

13 14 山本　煌汰(5) 布勢TC
ｲ ﾕｳｼｮｳ

14 22 井　宥翔(3) 布勢TC

記録



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 12:00 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

ｶﾜｷﾀ ﾕｳｾｲ

1 34 川北悠生(3) TF倉吉
ｶﾄｳ ﾙｶ

3 40 加藤　瑠夏(5) 三朝AC
ｶｶﾞﾀ ﾀｹﾙ

4 11 加賀田　健瑠(6) 布勢TC
ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ

6 13 山本　颯太朗(5) 布勢TC
ﾂﾀﾞ ｺｳﾀ 岡山

8 61 津田　幸汰(6) Globe
ｸﾗﾐﾂ ﾊﾔﾄ

9 10 倉光　颯人(6) 布勢TC
ﾉﾐ ﾙｲ

12 28 野見琉偉(6) TF倉吉
ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾀ

13 55 馬場　洸太(5) 河北SS
ｵｶﾓﾄ ｾﾄ

14 20 岡本　青澄(3) 布勢TC
ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾍﾟｲ

15 43 田中　駿平(5) 大栄陸上育成会
ﾀｹｳﾁ ﾃﾝｺﾞ

16 53 竹内  天吾(5) 河北SS
ﾏｽｲ ﾕｳｽｹ

17 56 増井　友亮(5) 河北SS
ﾌﾟﾘﾊﾙﾀﾝﾄ ﾙｲ

2 37 プリハルタント　琉生(6) 三朝AC DNS
ﾖﾈﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ

5 36 米田　良生(6) 三朝AC DNS
ﾉｳﾐ ﾄﾓﾋﾛ

7 38 能見　知宏(6) 三朝AC DNS
ﾎｿﾀﾞ ﾘﾂｷ

10 19 細田　律気(4) 布勢TC DNS
ｼｹﾞﾉﾌﾞ ｹｲｺﾞ

11 39 重信　圭吾(5) 三朝AC DNS

凡例  DNS:欠場



中学１年男子100m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 11:00 決　勝

決　勝　2組

1組 (風:-0.3) 2組 (風:+0.5)

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
ｶﾜｷﾀ ｺｳｾｲ ﾖｺﾔﾏ ｿｳﾀ

1 7 427 川北　煌晟(1) 三朝中 12.61 1 6 811 横山　想太(1) 桜ヶ丘中 13.33
ﾀｸﾞﾁ ｹｲﾀ ﾎｿﾔ ﾊﾙﾄ

2 8 341 田口　慶太(1) 東伯中 13.28 2 8 340 細谷　悠人(1) 東伯中 14.47
ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｻﾄ ｻｻｷ ｿｳｽｹ

3 5 790 福長　正翔(1) 鳥取東中 13.79 3 5 501 佐々木　宗輔(1) 河北中 15.19
ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾏｻﾔ ﾎﾝﾀﾞ ｿｳﾀ

4 4 721 谷口　雅弥(1) 智頭中 14.43 4 7 504 本田　荘太(1) 河北中 16.92
ｵﾁｱｲ ﾚﾝ ﾏｶﾍﾞ ｱｷﾗ

5 9 511 落合　漣(1) 河北中 15.22 9 512 眞壁　輝(1) 河北中 DNS
ﾌｸﾓﾄ ﾚﾝ

6 6 502 福本　恋(1) 河北中 16.16

凡例  DNS:欠場



中学１年男子1500m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 16:30 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｶﾜｻｷ ﾘﾝﾄ

1 338 川崎　稟人(1) 東伯中
ｶﾜﾓﾄｴｲﾀ

2 415 川本　瑛太(1) 湯梨浜中

記録



中学２年男子100m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 11:10 決　勝

決　勝　6組

1組 (風:+1.3) 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
ﾀﾅｶ　ｺｳﾍｲ ｳｴｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ

1 6 367 田中　昊平(2) 大栄中 12.81 1 8 754 上嶋　温人(2) 八頭中 12.94
ﾐｮｳｶﾞ ﾀﾞｲｷ ﾋﾊﾞﾗ　ｶｲﾄ

2 5 757 茗荷　大輝(2) 八頭中 12.84 2 7 372 日原　快(2) 大栄中 13.38
ﾓﾘﾌｼﾞ ﾊﾙｷ ﾀﾅｶ ｷﾗ

3 7 662 森藤　東輝(2) 鳥取南中 12.87 3 2 730 田中　葵徠(2) 湖東中 13.51
ｵｶﾞﾜ　ﾀｸﾏ ｶｶﾞﾀ ﾙﾂｷ

4 4 771 小川　拓真(2) 高草中 13.19 4 9 663 加賀田　琉月(2) 鳥取南中 13.73
ﾐﾔｼﾞ ﾘｭｳｺﾞ ｻｲｵ　ｱｻﾋ

5 3 412 宮治　琉吾(2) 湯梨浜中 13.58 5 6 561 斎尾　朝陽(2) 北条中 13.80
ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｼ ｼﾓｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ

6 8 734 中川　昊志(2) 湖東中 13.68 6 4 799 下浦　大介(2) 中ノ郷中 13.95
ﾀｶﾀ ﾊﾙﾄ ﾖﾈﾏｽ ｼｭｳﾀ

7 9 794 高田　遥太(2) 中ノ郷中 13.72 3 395 米増　秀太(2) 鴨川中 DNS
ｻﾜﾀﾞ　ｲｸﾔ ｶｶﾞﾜ　ｾﾗ

8 2 562 澤田　育弥(2) 北条中 13.88 5 772 香川　世良(2) 高草中 DNS

3組 (風:+1.0) 4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
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｼ ｷﾉｼﾀ ﾊﾙ

1 5 809 北原 鴻志(2) 青谷中 12.24 1 5 755 木下　陽(2) 八頭中 12.49
ﾆｼﾀﾞ  ﾅｵｷ ﾆｲｼﾑﾗ ｶｲｾｲ

2 4 513 西田　直樹(2) 河北中 12.90 2 4 736 西村　海星(2) 湖東中 12.73
ｲｹﾓﾄ ﾈｵ ｼﾗｲﾜ ﾀﾞｲﾁ

3 8 729 池本　稔生(2) 湖東中 13.28 3 6 653 白岩  大知(2) 鳥取北中 13.54
ｼﾓﾀﾞ ｼｭｳﾄ ﾖｼｵ ﾅﾙｷ

4 7 751 下田　柊斗(2) 八頭中 13.38 4 7 681 吉尾　匠生(2) 桜ヶ丘中 13.62
ﾅｶﾊﾏ ﾕｳﾍｲ ｼｵ　ｹﾝﾀ

5 1 798 仲濱　有平(2) 中ノ郷中 13.42 5 9 773 塩　健太(2) 高草中 13.72
ﾖｺｶﾞﾜ ｷｯﾍﾟｲ ｷﾑﾗ　ｶｽﾞﾏ

6 9 337 横河桔平(2) 東伯中 13.61 6 2 802 木村　和真(2) 中ノ郷中 13.86
ｲﾅﾀﾞ ﾕｳﾄ ﾀｶﾑﾗ　ｱｻﾋ

7 2 793 稲田　結斗(2) 中ノ郷中 13.81 7 8 776 高村　旭一(2) 岩美中 13.86
ﾀﾆｸﾞﾁ ｲﾁﾔ ﾅｶｻﾄ ﾕｳﾀ

3 719 谷口　市弥(2) 智頭中 DNS 3 393 中里　優太(2) 鴨川中 DNS
ｲﾜﾔﾏ ｺｳｷ

6 446 岩山　幸樹(2) 倉吉西中 DNS

5組 (風:+1.1) 6組 (風:+1.1)

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
ﾀﾅｶ　ｼｮｳﾍｲ ﾔﾏｳﾁ ﾖｼﾋﾄ

1 8 368 田中　翔平(2) 大栄中 12.70 1 6 659 山内　義仁(2) 鳥取南中 12.35
ﾓﾘﾓﾄ ｹｲﾄ ｺｴﾀｶ ﾕｳﾄ

2 3 413 森本　恵大(2) 湯梨浜中 13.23 2 5 717 聲高　悠斗(2) 智頭中 12.89
ｻｶﾓﾄ ｹｲﾔ ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝﾔ

3 5 735 坂本　佳也(2) 湖東中 13.63 3 4 424 谷口　晋也(2) 三朝中 13.37
ﾔﾏﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ ﾏｴｹ ﾀﾊ

4 9 352 山本　哲平(2) 赤碕中 13.65 4 9 654 前家  タハ(2) 鳥取北中 13.95
ｻﾜﾀﾞ　ﾊﾙｷ ﾓﾘﾔﾏ　ﾋﾗｸ

5 4 774 澤田　悠希(2) 高草中 13.66 5 8 800 森山　啓(2) 中ノ郷中 14.01
ｹﾞﾝﾛｸ ｿｳｼ ﾀﾅｶ  ｼｮｳ

6 6 796 元禄　颯志(2) 中ノ郷中 13.86 6 1 517 田中　　翔(2) 河北中 14.07
ｸﾛｲﾜ ｼｱｷ ｽﾅｶﾜ ﾆﾏﾙ

7 2 718 黒岩　司暉(2) 智頭中 14.70 2 731 砂川　虹円(2) 湖東中 DNS
ﾎｿｲ ﾅｷﾞﾄ ｽｽﾞｷ ﾄｷ

7 445 細井　凪人(2) 倉吉西中 DNS 3 414 鈴木　斗喜(2) 湯梨浜中 DNS
ﾏﾂﾀﾞﾋﾋﾞｷ

7 444 松田　響己(2) 倉吉西中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学３年男子100m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 11:30 決　勝

決　勝　4組

1組 (風:+2.9) 2組 (風:+3.0)

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
ｻｲｶﾞ　ｳｷｮｳ ﾀﾆﾓﾄ ｶﾅﾃﾞ

1 5 362 財賀　右京(3) 大栄中 11.89 1 9 784 谷本　奏音(3) 鳥取東中 12.77
ｻﾄｳ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾃﾗｻｶ ｶｽﾞﾏ

2 7 738 佐藤パトリック(3) 八頭中 12.23 2 8 714 寺坂　和真(3) 智頭中 12.78
ｸﾗﾐﾂ ｼｮｳﾀ ﾔﾏｻｷ ﾘｭｳｾｲ

3 6 333 倉光　翔太(3) 東伯中 12.32 3 7 727 山崎　龍星(3) 湖東中 12.95
ﾆｲﾓﾄ ﾀﾞｲｷ ｻﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ

4 9 787 新本　大貴(3) 鳥取東中 12.68 4 6 749 澤田　望夢(3) 八頭中 12.96
ｸﾗﾓﾄ ｼｮｳｷ ﾖｼﾀﾞ ﾐﾅﾐ

5 3 404 倉本　翔輝(3) 湯梨浜中 12.94 5 3 421 吉田　心洋(3) 三朝中 13.32
ﾀﾆｼｹ ﾞﾘｸ ﾊｼﾓﾄ  ｴｲﾀ

6 2 701 谷繁　陸(3) 河原中 13.79 6 4 508 橋本　瑛大(3) 河北中 13.38
ﾅｶﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾊﾔﾀ ｹｲﾔ

4 441 永田　倫太郎(3) 倉吉西中 DNS 7 2 401 早田　慶哉(3) 湯梨浜中 13.56
ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｷ ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ

8 792 村上　大貴(3) 中ノ郷中 DNS 5 442 中村　琉聖(3) 倉吉西中 DNS

3組 (風:+3.6) 4組 (風:+4.0)

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
ｶﾏﾀﾆ ｼﾞｭｳｿﾞｳ ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝ

1 6 748 鎌谷　十蔵(3) 八頭中 11.99 1 6 726 松本　駿(3) 湖東中 11.68
ﾏﾂｵｶ ﾕｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾍｲ

2 7 725 松岡　優(3) 湖東中 12.20 2 7 746 富士原康平(3) 八頭中 12.53
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｽｹ ﾏｴ ﾕｳﾀ

3 8 505 足立　有翼(3) 河北中 12.47 3 2 650 前　優太(3) 鳥取北中 12.78
ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ ｼﾝﾌﾟｸ ｿｳﾀ

4 4 808 田中 広明(3) 青谷中 12.72 4 8 331 新福　颯汰(3) 東伯中 12.83
ﾆｼｵ ﾊﾙｷ ﾄｻ ﾘﾝｾｲ

5 2 657 西尾　悠希(3) 鳥取南中 12.81 5 3 711 土佐　林誠(3) 智頭中 13.54
ﾅｶﾊﾗ ﾃﾙﾔ ﾏﾝﾊﾞ ｼﾝﾀ

6 5 779 中原　輝哉(3) 鳥取東中 13.09 6 5 405 萬場　心太(3) 湯梨浜中 13.56
ﾂﾕｷ ｴｲｼ ﾔﾏｸﾞﾁ　ｲｸﾑ

7 3 702 露木　英志(3) 河原中 13.10 7 9 364 山口　育夢(3) 大栄中 16.13
ﾓﾓｷ　ﾋﾛﾄ ﾏｴﾀ ｼｮｳｺﾞ

8 9 768 桃木　優心(3) 高草中 13.11 4 782 前田　渉吾(3) 鳥取東中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子200m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 14:45 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｲﾅﾀﾞ ﾕｳﾄ

1 793 稲田　結斗(2) 中ノ郷中
ﾃﾗｻｶ ｶｽﾞﾏ

2 714 寺坂　和真(3) 智頭中
ﾅｶﾊﾏ ﾕｳﾍｲ

3 798 仲濱　有平(2) 中ノ郷中
ｶﾜﾄ ｺｳｽｹ

4 780 川戸　皓介(3) 鳥取東中
ｼﾓﾀﾞ ｼｭｳﾄ

5 751 下田　柊斗(2) 八頭中
ﾅｶﾞｾ ｺｳｽｹ

6 783 長瀬　幸助(3) 鳥取東中
ｷﾉｼﾀ ﾊﾙ

7 755 木下　陽(2) 八頭中
ﾔﾏｳﾁ ﾖｼﾋﾄ

8 659 山内　義仁(2) 鳥取南中
ｼﾝﾌﾟｸ ｿｳﾀ

9 331 新福　颯汰(3) 東伯中

記録



中学男子400m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 15:35 決　勝

決　勝　2組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1

2 2

3 3

4 4
ﾔﾏｸﾞﾁ　ｲｸﾑ ｻﾄｳ ﾊﾟﾄﾘｯｸ

5 364 山口　育夢(3) 大栄中 5 738 佐藤パトリック(3) 八頭中
ﾀﾆｼｹ ﾞﾘｸ ﾄｸﾀ ﾞｹﾞﾝﾄ

6 701 谷繁　陸(3) 河原中 6 708 德田　源翔(2) 河原中
ｵﾊﾗ ﾊﾙﾅｵ 岡山 ﾔﾏﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ

7 1245 小原　晴直(3) Globe 7 352 山本　哲平(2) 赤碕中
ｶﾜﾄ ｺｳｽｹ ﾀﾆﾓﾄ ｶﾅﾃﾞ

8 780 川戸　皓介(3) 鳥取東中 8 784 谷本　奏音(3) 鳥取東中
ｼｵ　ｹﾝﾀ ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｲｽｹ

9 773 塩　健太(2) 高草中 9 775 山本　太裕(2) 高草中

記録 記録



中学男子800m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

5月3日 12:35 決　勝

決　勝　2組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾀﾅｶ ｿﾗﾄ ﾄｸﾀ ﾞｹﾞﾝﾄ

5 786 田中　空翔(3) 鳥取東中 5 708 德田　源翔(2) 河原中
ｺﾀﾞﾆ ｼｮｳｷ ｳｴｼﾞﾏ ｿｳﾀ

6 704 小谷　将生(2) 河原中 6 758 植嶋　颯太(2) 八頭中
ﾔﾏﾈ ｶﾅﾀ ﾖｼﾀﾞ　ﾚｲ

7 744 山根　哉汰(3) 八頭中 7 365 吉田　零(3) 大栄中
ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｻﾄ

8 742 村田　悠人(3) 八頭中 8 790 福長　正翔(1) 鳥取東中
ﾆｼﾔﾏ ｲﾁｺﾞ ﾊﾔﾀ ｹｲﾔ

9 651 西山　一護(3) 鳥取北中 9 401 早田　慶哉(3) 湯梨浜中

記録 記録



中学男子1500m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 16:40 決　勝

決　勝　3組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｹﾞﾝﾛｸ ｿｳｼ ｵｵﾑﾗ ｿｳﾏ

1 796 元禄　颯志(2) 中ノ郷中 1 741 大村　宗磨(3) 八頭中
ﾔﾏｼﾀ ﾋｶﾙ ｼﾗｲﾜ ｻｸﾔ

2 425 山下　光(2) 三朝中 2 810 白岩 朔也(2) 青谷中
ﾅｶﾑﾗ　ｶｲﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾄ

3 769 中村　佳叶　(3) 高草中 3 743 山口　愛仁(3) 八頭中
ﾀｶｵｶ ｶﾈﾃﾞ ﾄｸﾀﾞ ｶﾞｸ

4 461 高岡　奏(2) 久米中 4 656 徳田　雅久(2) 鳥取北中
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭｲﾁ ﾅｶﾉ ｺｳｼﾛｳ

5 334 吉田　珠壱(2) 東伯中 5 752 中野　幸志朗 (2) 八頭中
ﾔﾏﾈ ｹｲｺﾞ ｵｻｷ　ｼｭｳ

6 753 山根　慶悟(2) 八頭中 6 801 尾﨑　心悠(2) 中ノ郷中
ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾄ ｹﾞﾝﾄｸ ｿｳｼ

7 410 柴田　大翔(2) 湯梨浜中 7 720 源徳　颯志(2) 智頭中
ｳｴｼﾞﾏ ｿｳﾀ ｲｼﾀﾞ ｱﾕﾑ

8 758 植嶋　颯太(2) 八頭中 8 443 石田　歩夢(3) 倉吉西中
ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺﾞ ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝ

9 351 山本　圭悟(2) 赤碕中 9 411 松村　　健(2) 湯梨浜中
ﾖｺﾔﾏ ﾐｵ ｸｽﾓﾄ ﾘｸ

10 737 横山　澪(2) 湖東中 10 516 楠本　　陸(2) 河北中
ﾌｸﾀ ﾕｳﾄ ｺﾀﾞﾆ ｼｮｳｷ

11 678 福田  悠斗(3) 桜ヶ丘中 11 704 小谷　将生(2) 河原中
ﾖｺﾔﾏ ｻｸﾀﾛｳ ｶｼﾞｵ ｼｭｳﾀ

12 760 横山　咲太郎(2) 八頭中 12 406 梶尾　秀汰(3) 湯梨浜中
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾄ

13 759 山本　陽仁(2) 八頭中 13 733 藤原　一翔(2) 湖東中
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ ﾅｶｲ　ｼｮｳﾏ

14 660 藤原　和輝(2) 鳥取南中 14 371 仲井　翔真(2) 大栄中
ｲｼﾊﾗ  ﾔﾁﾖ

15 510 石原　八智与(2) 河北中

3組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾖｼﾓﾄ　ﾋｼﾞﾘ

1 777 吉本　聖(2) 岩美中
ｺｳﾁ ﾕｳﾏ

2 785 高知　悠馬(3) 鳥取東中
ﾔﾏﾈ ｶﾅﾀ

3 744 山根　哉汰(3) 八頭中
ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ

4 742 村田　悠人(3) 八頭中
ﾖｼﾀﾞ ｿｳﾀ

5 423 吉田　奏太(3) 三朝中
ﾀﾞﾝﾂﾞｶ ﾚﾝ

6 797 段塚　蓮(2) 中ノ郷中
ﾀﾅｶ ｱｵﾄ

7 661 田中　碧人(2) 鳥取南中
ﾄｸﾔﾏ　ｲﾛ

8 369 德山　色(2) 大栄中
ﾄｸﾅｶﾞ ｲｯﾍﾟｲ

9 716 德永　一平(2) 智頭中
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ

10 679 髙橋　佑翔(3) 桜ヶ丘中
ﾅｶﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ

11 332 中原　優月(3) 東伯中
ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝﾀ

12 739 竹内　駿汰(3) 八頭中
ｲｿｴ ﾕｳﾏ

13 403 礒江　優真(3) 湯梨浜中
ﾑﾗｵｶ ﾀﾞｲｽｹ

14 732 村岡　大輔(2) 湖東中

記録 記録

記録



中学男子3000m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 14:00 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾄ

1 743 山口　愛仁(3) 八頭中
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲﾁ

2 335 松本　太一(2) 東伯中
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾏ

3 677 足立　悠馬(3) 桜ヶ丘中
ｲｿｴ ﾕｳﾏ

4 403 礒江　優真(3) 湯梨浜中
ﾖｺﾔﾏ ｻｸﾀﾛｳ

5 760 横山　咲太郎(2) 八頭中
ﾔﾏﾈ ｿｳﾗ

6 747 山根　爽楽(3) 八頭中
ﾌｸﾗ ﾀｲｾｲ

7 408 福羅　泰誠(3) 湯梨浜中
ﾅｶﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ

8 332 中原　優月(3) 東伯中
ｺﾔﾏ ｼｭｳ

9 728 小山　愁生(3) 湖東中
ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝﾀ

10 739 竹内　駿汰(3) 八頭中
ｳｻﾐ ｶｲﾄ

11 409 宇佐美　快斗(2) 湯梨浜中
ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺﾞ

12 351 山本　圭悟(2) 赤碕中

記録



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

4月29日 13:20 決　勝

決　勝　2組

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1

2 2

3 3
ﾆｼｵ ﾊﾙｷ ﾐｮｳｶﾞ ﾀﾞｲｷ 

4 657 西尾　悠希(3) 鳥取南中 4 757 茗荷　大輝(2) 八頭中
ｻﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ ﾆｼﾀﾞ  ﾅｵｷ

5 749 澤田　望夢(3) 八頭中 5 513 西田　直樹(2) 河北中
ｶｶﾞﾀ ﾙﾂｷ ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾝﾀ

6 663 加賀田　琉月(2) 鳥取南中 6 724 北川　幹太(3) 湖東中
ﾌｼﾞﾜﾗ  ﾏｺﾛｳ ｵｶﾞﾜ　ﾀｸﾏ

7 515 藤原　真心朗(2) 河北中 7 771 小川　拓真(2) 高草中
ｸﾗﾐﾂ ｼｮｳﾀ ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾍｲ

8 333 倉光　翔太(3) 東伯中 8 746 富士原康平(3) 八頭中

9 9

記録 記録



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　

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ ○ ○ ○ ○ × × ×

1 3 658 渡邉　陽斗(3) 鳥取南中 1m55
ﾉﾀﾞ  ﾑｿｳ ○ ○ ○ × × ×

2 5 514 野田　武想(2) 河北中 1m50
ｱｻﾀﾞ ﾀｸﾐ × ○ ○ × × ○ × × ×

3 1 402 麻田　拓弥(3) 湯梨浜中 1m50
ｷｼﾓﾄ ﾄﾓｷ × ○ × ○ × × ○ × × ×

4 2 745 岸本　友樹(3) 八頭中 1m50
ﾀﾅｶ ｿﾗ × × ×

4 762 田中　蒼楽(2) 八頭中 NM

1m45 1m50 1m55 1m60
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m40

凡例  NM:記録なし



中学男子棒高跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾀｳｴ ﾊﾙﾄ ○ ○

1 3 507 田上　遥斗(3) 河北中 2m20
ｻｲｵ　ｱｻﾋ ○ × r

2 5 561 斎尾　朝陽(2) 北条中 2m00
ｻﾜﾀﾞ　ｲｸﾔ × × ×

1 562 澤田　育弥(2) 北条中 NM
ﾄｸﾔﾏ　ﾃﾝ × × ×

6 370 德山　天(2) 大栄中 NM
ﾆｼﾑﾗ　ﾈｵ

2 363 西村　音旺(3) 大栄中 DNS
ｶｼﾏ　ﾃﾙﾕｷ

4 361 鹿島　熙倖(3) 大栄中 DNS

2m20
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2m00

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学男子走幅跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 12:00 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

ｵﾊﾗ ﾊﾙﾅｵ 岡山

1 1245 小原　晴直(3) Globe
ｶﾄｳ ﾘｭｳ

2 422 加藤　瑠(3) 三朝中
ｶﾏﾀﾆ ｼﾞｭｳｿﾞｳ

3 748 鎌谷　十蔵(3) 八頭中
ﾌｼﾞﾓﾘ ｳﾀ

4 713 藤森　詠(3) 智頭中
ｶｶﾞﾀ ﾙﾂｷ

5 663 加賀田　琉月(2) 鳥取南中
ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾄ

6 750 高橋　愛斗(3) 八頭中
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｷ

7 712 吉澤　滉基(3) 智頭中
ﾏﾂﾀﾞﾋﾋﾞｷ

8 444 松田　響己(2) 倉吉西中
ﾔｽｷﾞ ｿｳ

9 652 安木  颯(2) 鳥取北中
ｶﾜｷﾀ ｺｳｾｲ

10 427 川北　煌晟(1) 三朝中
ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ

11 761 田中　勇大(2) 八頭中
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ

12 442 中村　琉聖(3) 倉吉西中



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

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ

1 1 503 山本　章太(3) 河北中 8m70 7m92 8m76 8m76 8m76
ﾂﾕｷ ｴｲｼ

2 7 702 露木　英志(3) 河原中 7m78 7m21 7m98 7m98 7m98
ﾓﾓｷ　ﾋﾛﾄ

3 6 768 桃木　優心(3) 高草中 7m64 7m25 7m33 7m64 7m64
ﾌｸｲ ｱｲｷ 

4 5 509 福井　愛樹(3) 河北中 7m20 7m18 7m48 7m48 7m48
ﾀﾅｶ ｿﾗ

5 3 762 田中　蒼楽(2) 八頭中 × 6m92 7m48 7m48 7m48
ﾓﾘﾌｼﾞ ﾊﾙｷ

6 4 662 森藤　東輝(2) 鳥取南中 7m13 6m78 7m17 7m17 7m17
ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ

7 2 740 濵田　裕大(3) 八頭中 7m03 6m46 6m67 7m03 7m03
ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾀｸﾐ

8 10 336 南田　拓海(2) 東伯中 5m71 6m15 6m00 6m15 6m15
ﾖｼｵ ﾅﾙｷ

9 9 681 吉尾　匠生(2) 桜ヶ丘中 × 5m44 5m66 5m66 5m66
ﾋﾗｵ ｺｳﾍｲ

10 8 715 平尾　晃平(3) 智頭中 4m65 4m87 4m72 4m87 4m87



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 13:00 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

ｵｵﾉ　ｼｮｳｼﾞ

1 770 大野　渉二(3) 高草中
ｶｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ

2 795 加嶋　康大(2) 中ノ郷中
ﾆｼﾔﾏ ｲﾁｺﾞ

3 651 西山　一護(3) 鳥取北中
ﾀﾅｶ  ｼｮｳ

4 517 田中　　翔(2) 河北中
ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾀｸﾐ

5 336 南田　拓海(2) 東伯中
ｼﾗｲﾜ ｻｸﾔ

6 810 白岩 朔也(2) 青谷中
ﾓﾘﾔﾏ　ﾋﾗｸ

7 800 森山　啓(2) 中ノ郷中
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ

8 503 山本　章太(3) 河北中
ﾅｶｻﾄ ﾕｳﾀ

9 393 中里　優太(2) 鴨川中
ﾖﾈﾏｽ ｼｭｳﾀ

10 395 米増　秀太(2) 鴨川中
ｺﾀﾞﾆ ｺｳｾｲ

11 426 小谷　晄誠(2) 三朝中
ﾌｸｲ ｱｲｷ 

12 509 福井　愛樹(3) 河北中
ﾃﾗｻｶ ﾀｸﾏ

13 709 寺坂　拓真(3) 智頭中



一般・高校男子100m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

5月3日 11:40 決　勝

決　勝　8組

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ﾅｶｼﾏ ﾀﾞｲﾄ 鳥取 ｶﾒｲ ｴｲﾀ 鳥取

2 203 中島　大翔(2) 鳥取商高 2 195 亀井　瑛太(1) 倉吉東高
ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾑ 鳥取 ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾔ 鳥取

3 26 安藤　星夢(2) 八頭高 3 55 小椋　悠矢(2) 倉吉総産高
ﾐﾔﾍﾞ ﾀｲｼ 鳥取 ﾏｴﾀ ｹﾝﾄ 鳥取

4 204 宮部　大嗣(3) 鳥取敬愛高 4 120 前田　健翔(1) 鳥取城北高
ｶﾜﾓﾄ ｴﾙ 鳥取 ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ 鳥取

5 186 河本　英瑠(1) 倉吉東高 5 69 大田　丈(3) 鳥取城北高
ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 鳥取 ﾑﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 鳥取

6 76 古田　侑希(3) 鳥取城北高 6 150 村口　誠仁(1) 鳥取東高
ｼﾊﾞﾀ ｴｲﾄ 鳥取 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾑ 鳥取

7 145 柴田　瑛斗(2) 鳥取東高 7 869 原田　歩武(2) 倉吉市陸協
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾆｷ 鳥取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 鳥取

8 924 松原　國喜 鳥取陸協 8 113 谷口　智哉(1) 鳥取城北高
ｷﾀｳﾗ ｿｳﾀ 鳥取 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳ 鳥取

9 103 北浦　蒼大(2) 鳥取城北高 9 81 西川　翔(2) 鳥取城北高

3組 (風:     ) 4組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ﾄｸｲ ｺｳﾀ 鳥取 ﾔｷﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 鳥取

2 251 徳井　広泰(2) 鳥取西高 2 193 矢木　翔太朗(1) 倉吉東高
ﾄｸﾀﾞ ﾄｼｷ 鳥取 ﾅｶﾊﾗ ｹｲｽｹ 鳥取

3 115 德田　稔己(1) 鳥取城北高 3 202 中原　啓介(3) 鳥取商高
ﾀﾆﾓﾄ　ｶｲ 鳥取 ﾆｼﾓﾄ ﾚﾝ 鳥取

4 223 谷本　海(3) 鳥取育英高 4 801 西本　蓮 アルクス
ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ 鳥取 ﾖﾈﾑﾗ ﾄｼｶﾂ 鳥取

5 798 小栗　拓海 アルクス 5 94 米村　駿克(2) 鳥取城北高
ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ 鳥取 ﾌｸﾐ ｶｽﾞｷ 鳥取

6 835 森本　尚樹 鳥取AS 6 823 福見　一城 鳥取陸協
ｲｼｲ ｶｹﾙ 鳥取 ｽﾅｻﾜ ｲﾂｷ 鳥取

7 87 石井　翔琉(2) 鳥取城北高 7 139 砂澤　樹輝(3) 鳥取湖陵高
ﾔﾏﾈ ﾚｲﾄ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｳﾀ 鳥取

8 73 山根　玲斗(3) 鳥取城北高 8 254 小林　桜太(2) 鳥取西高
ﾔｷﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 鳥取 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾄ 鳥取

9 177 矢木　聖一朗(3) 倉吉東高 9 148 中原　大翔(2) 鳥取東高

5組 (風:     ) 6組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ 鳥取 ｶﾐﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 鳥取

2 274 山本　空楽(2) 鳥取敬愛高 2 64 上林　洸稀(3) 鳥取城北高
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 鳥取 ﾀﾆｵｶ ﾏｻﾁｶ 鳥取

3 244 中村　俊介(3) 鳥取西高 3 637 谷岡　眞史 鳥取マスターズ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 鳥取 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 鳥取

4 799 小林　太一 アルクス 4 255 清水　一秀(2) 鳥取西高
ﾀﾅｶ ｼｭﾝ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 鳥取

5 190 田中　旬(1) 倉吉東高 5 63 中村　晃基(3) 鳥取城北高
ﾐﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 鳥取 ｱﾘﾀ ｼﾞｭﾝ 鳥取

6 140 三原　和真(3) 鳥取湖陵高 6 92 有田　純(2) 鳥取城北高
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 鳥取 ﾊﾅｲｹ ｺｳ 鳥取

7 85 永田　倫也(2) 鳥取城北高 7 65 花池　昂(3) 鳥取城北高
ｸﾗﾐﾂ ｲｯｻ 鳥取 ﾐｮｳｶﾞ ｼｭﾝﾀ 鳥取

8 91 倉光　一冴(2) 鳥取城北高 8 205 茗荷　駿多(2) 鳥取敬愛高
ﾌｼﾞﾀ ﾖｳｽｹ 鳥取 ｳｽﾀﾞ　ｹﾝﾀﾛｳ 鳥取

9 119 藤田　陽丞(1) 鳥取城北高 9 199 臼田　健太郎(1) 倉吉東高

記録 記録

記録 記録

記録 記録



一般・高校男子100m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

5月3日 11:40 決　勝

決　勝　8組

7組 (風:     ) 8組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ｼｹﾞﾉﾌﾞ ﾀｲﾁ 鳥取 ﾊﾏﾉ ｱｵﾄ 鳥取

2 191 重信　太壱(1) 倉吉東高 2 201 濱野　碧音(2) 鳥取商高
ﾀｶﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 鳥取 ﾖﾂｲ ﾋﾅﾀ 鳥取

3 209 髙本　龍斗(2) 倉吉東高 3 67 四井　陽向(3) 鳥取城北高
ﾅｶﾞﾐ ｶｲ 鳥取 ﾊｼﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 鳥取

4 66 永見　海(3) 鳥取城北高 4 72 橋目　蓮平(3) 鳥取城北高
ﾌｸﾀ ｱｵﾄ 鳥取 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 鳥取

5 258 福田　碧人(3) 鳥取西高 5 105 竹林　陽翔(1) 鳥取城北高
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 鳥取 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 鳥取

6 25 谷口　雄太(2) 八頭高 6 71 近藤　竜馬(3) 鳥取城北高
ﾅｶｼﾏ ﾘﾝﾀ 鳥取 ﾊﾗﾀﾞ ﾆﾄ 鳥取

7 70 中島　琳起(3) 鳥取城北高 7 176 原田　弐翔(3) 倉吉東高
ｶﾅｲ ﾘｷﾄ 鳥取 ﾐﾔﾜｷ ﾋﾅﾀ 鳥取

8 80 金井　力翔(2) 鳥取城北高 8 24 宮脇  暖(3) 八頭高
ﾋﾗｲ ｺｳﾀﾞｲ 鳥取 ｷｯｶﾜ　ﾄﾓﾉﾘ 鳥取

9 831 平井　康大 鳥取AS 9 180 吉川　知範(2) 倉吉東高

記録 記録



一般・高校男子200m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 14:50 決　勝

決　勝　4組

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 鳥取

1 255 清水　一秀(2) 鳥取西高 1
ﾃﾂﾓﾄ ﾕｳﾋ 鳥取 ﾀｶﾐ ｿｳｲﾁ 鳥取

2 56 鐵本　雄飛(2) 倉吉総産高 2 60 髙見　颯一(2) 倉吉総産高
ﾅｶｼﾏ ﾀﾞｲﾄ 鳥取 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳ 鳥取

3 203 中島　大翔(2) 鳥取商高 3 81 西川　翔(2) 鳥取城北高
ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾏ 鳥取 ﾊﾏﾉ ｱｵﾄ 鳥取

4 82 大谷　悠真(2) 鳥取城北高 4 201 濱野　碧音(2) 鳥取商高
ﾊﾗﾀﾞ ﾆﾄ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 鳥取

5 176 原田　弐翔(3) 倉吉東高 5 63 中村　晃基(3) 鳥取城北高
ﾀﾅｶ ﾋｲﾛ 鳥取 ｷｯｶﾜ　ﾄﾓﾉﾘ 鳥取

6 141 田中　陽大(3) 鳥取東高 6 180 吉川　知範(2) 倉吉東高
ﾅｶｼﾏ ﾘﾝﾀ 鳥取 ｳｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 鳥取

7 70 中島　琳起(3) 鳥取城北高 7 146 宇﨑　凌太(3) 鳥取東高
ｼｵﾐ ﾕｳﾏ 鳥取 ﾊｼﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 鳥取

8 107 塩見　裕真(1) 鳥取城北高 8 72 橋目　蓮平(3) 鳥取城北高
ﾌｼﾞﾀ ﾖｳｽｹ 鳥取 ｼｹﾞﾉﾌﾞ ﾀｲﾁ 鳥取

9 119 藤田　陽丞(1) 鳥取城北高 9 191 重信　太壱(1) 倉吉東高

3組 (風:     ) 4組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ｱﾘﾀ ｼﾞｭﾝ 鳥取 ｷﾀｳﾗ ｿｳﾀ 鳥取

2 92 有田　純(2) 鳥取城北高 2 103 北浦　蒼大(2) 鳥取城北高
ﾏﾝﾊﾞ ｵｳｽｹ 鳥取 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 鳥取

3 58 萬場　凰介(2) 倉吉総産高 3 85 永田　倫也(2) 鳥取城北高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 鳥取 ﾅｶﾊﾗ ｹｲｽｹ 鳥取

4 71 近藤　竜馬(3) 鳥取城北高 4 202 中原　啓介(3) 鳥取商高
ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 鳥取 ｵｵﾀ ｻｸﾏ 鳥取

5 105 竹林　陽翔(1) 鳥取城北高 5 149 太田　咲真(2) 鳥取東高
ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 鳥取 ﾐﾔﾜｷ ﾋﾅﾀ 鳥取

6 76 古田　侑希(3) 鳥取城北高 6 24 宮脇  暖(3) 八頭高
ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾄ 鳥取 ﾐﾔﾍﾞ ﾀｲｼ 鳥取

7 148 中原　大翔(2) 鳥取東高 7 204 宮部　大嗣(3) 鳥取敬愛高
ｼﾊﾞﾀ ｴｲﾄ 鳥取 ﾔｷﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 鳥取

8 145 柴田　瑛斗(2) 鳥取東高 8 193 矢木　翔太朗(1) 倉吉東高
ｶﾜﾓﾄ ｴﾙ 鳥取 ｶﾅｲ ﾘｷﾄ 鳥取

9 186 河本　英瑠(1) 倉吉東高 9 80 金井　力翔(2) 鳥取城北高

記録 記録

記録 記録



一般・高校男子400m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 15:45 決　勝

決　勝　2組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾀｶﾅ ｺｳﾖｳ 鳥取

1 144 高田　洸洋(2) 鳥取東高 1
ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾏ 鳥取 ｺﾀﾞﾆ ﾊﾔﾃ 鳥取

2 82 大谷　悠真(2) 鳥取城北高 2 200 小谷　颯(3) 鳥取商高
ｸﾗﾐﾂ ｲｯｻ 鳥取 ｽﾐ ﾔｽﾉﾘ 鳥取

3 91 倉光　一冴(2) 鳥取城北高 3 688 角　安範 鳥取マスターズ

ﾔﾏﾓﾄ　ﾚﾝ 鳥取 ｳｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 鳥取

4 231 山本　蓮(3) 鳥取育英高 4 146 宇﨑　凌太(3) 鳥取東高
ﾉﾉﾔﾏ ｶｲ 鳥取 ﾖﾂｲ ﾋﾅﾀ 鳥取

5 1878 野々山　開(4) 鳥取大学 5 67 四井　陽向(3) 鳥取城北高
ﾅｶﾞﾐ ｶｲ 鳥取 ｵｵﾀ ｻｸﾏ 鳥取

6 66 永見　海(3) 鳥取城北高 6 149 太田　咲真(2) 鳥取東高
ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ ｲｼｲ ｶｹﾙ 鳥取

7 836 山﨑　隼太郎 鳥取AS 7 87 石井　翔琉(2) 鳥取城北高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅｾ 鳥取 ﾀｶﾐ ﾘｮｳ 鳥取

8 106 渡辺　陽和世(1) 鳥取城北高 8 121 高見　亮(1) 鳥取城北高
ﾆｼｶﾜ ﾅﾙﾄ 鳥取 ｶﾐﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 鳥取

9 124 西川　成土(1) 鳥取城北高 9 64 上林　洸稀(3) 鳥取城北高

記録 記録



一般・高校男子800m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

5月3日 12:40 決　勝

決　勝　3組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｲﾜｲ ｺｳﾀ 鳥取 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 鳥取

3 89 岩井　光大(2) 鳥取城北高 4 110 中島　和希(1) 鳥取城北高
ﾏｴﾀ ｺｳｼﾞﾛｳ 鳥取 ﾋｵｷ ｼｮｳﾀ 岐阜

4 79 前田　耕二郎(2) 鳥取城北高 5 1873 日置　翔太(3) 鳥取大学
ﾀﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ 鳥取 ﾓﾘｼﾀ ﾋｻｼ 鳥取

5 100 田渕　悠聖(2) 鳥取城北高 6 751 森下　久 東伯郡
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 鳥取 ﾌｸｲ　ﾘｮｳﾀ 鳥取

6 928 田中ひかる 気高郡 7 189 福井　涼太(1) 倉吉東高
ｳｶｲ ｶﾅﾙ 鳥取 ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ

7 20 鵜飼　叶琉(2) 八頭高 8 836 山﨑　隼太郎 鳥取AS
ﾖｼﾀﾞ ﾘｸ 鳥取 ｵｶﾀﾞ ｸﾘｭｳ 鳥取

8 208 吉田　理矩(3) 倉吉東高 9 17 岡田  空琉(3) 八頭高
ｶﾂﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 鳥取

9 250 勝部　翔吾(2) 鳥取西高

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ 鳥取

3 911 加藤　貴志 鳥取陸協
ｱﾗｷ　ﾃﾙﾔ 鳥取

4 196 荒木　耀也(2) 倉吉東高
ﾋﾗｲ ｿｳｲﾁﾛｳ 鳥取

5 1874 平井　壮一郎(3) 鳥取大学
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞﾝ 鳥取

6 18 山本　暖(2) 八頭高
ﾊﾏﾉ ﾜﾀﾙ 鳥取

7 1872 濱野　航(3) 鳥取大学
ｲｼｶﾜ　ﾊﾙﾄ 鳥取

8 238 石川　遙(3) 鳥取育英高
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 鳥取

9 117 山本　遥稀(1) 鳥取城北高

記録 記録

記録



一般・高校男子1500m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 17:00 決　勝

決　勝　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾔﾏｻｷ ｶｽﾞｷ 鳥取 ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 鳥取

1 912 山﨑　一樹 鳥取陸協 1 83 萩原　康太(2) 鳥取城北高
ﾖｼﾀﾞ ﾀｲﾗ 鳥取 ﾔﾌﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 鳥取

2 757 吉田　平 北栄町 2 194 矢吹　駿裕(1) 倉吉東高
ｵｻｷ ｼﾞｭﾝ 鳥取 ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ 鳥取

3 871 尾崎　淳 東伯郡 3 911 加藤　貴志 鳥取陸協
ｵﾜｷ ﾘｸﾄ 鳥取 ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 鳥取

4 84 尾脇　陸仁(2) 鳥取城北高 4 247 森本　祥太朗(3) 鳥取西高
ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳｽｹ 鳥取 ﾀｶｵｶ ﾔｽﾋﾛ 鳥取

5 207 河口  翔輔(3) 倉吉東高 5 926 高岡　康弘 鳥取陸協
ｳｶｲ ｶﾅﾙ 鳥取 ﾏｴﾀ ｺｳｼﾞﾛｳ 鳥取

6 20 鵜飼　叶琉(2) 八頭高 6 79 前田　耕二郎(2) 鳥取城北高
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾃﾂﾔ 鳥取 ｷﾀﾜｷ ｿｳﾏ 鳥取

7 880 山形 哲也 琴浦町 7 95 北脇　壮馬(2) 鳥取城北高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 鳥取 ｵｶﾀﾞ ｸﾘｭｳ 鳥取

8 62 渡邉　拓也(3) 鳥取城北高 8 17 岡田  空琉(3) 八頭高
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞﾝ 鳥取 ﾐﾀﾆ ｶｲｾｲ 鳥取

9 18 山本　暖(2) 八頭高 9 157 三谷　魅星(2) 鳥取東高
ｵｶﾉ ﾀﾞｲﾁ 鳥取 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 鳥取

10 900 岡野　大地 鳥取パラ陸上 10 118 竹内　優貴(1) 鳥取城北高
ﾔﾏﾈ ﾘｭｳｾｲ 鳥取 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｸﾄ 鳥取

11 74 山根　竜聖(3) 鳥取城北高 11 28 山本　光空(1) 八頭高
ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾀ 鳥取 ﾄﾏﾂ ﾏﾅﾄ 鳥取

12 27 橋本　蒼太(1) 八頭高 12 22 戸松　愛翔(2) 八頭高
ﾐｳﾗ ﾖｳｽｹ 鳥取 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 鳥取

13 246 三浦　陽典(3) 鳥取西高 13 13 山田  雅貴(3) 八頭高
ｳｽｲ ﾕｳｽｹ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 鳥取

14 68 臼井　雄介(3) 鳥取城北高 14 16 小林  蒼空(3) 八頭高
ﾀｹﾍﾞ ﾃﾝﾏ 鳥取 ﾅｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 鳥取

15 192 竹部　槙馬(1) 倉吉東高 15 268 中本　匠美(3) 倉吉西高
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 鳥取 ﾓﾘﾀ ﾘﾂ 鳥取

16 245 遠藤　幸太郎(3) 鳥取西高 16 108 盛田　颯(1) 鳥取城北高
ﾏｴﾀ ﾘｭｳﾄ 鳥取 ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 鳥取

17 184 前田　琉翔(2) 倉吉東高 17 97 石本　凌也(3) 鳥取城北高
ｷﾀﾑﾗ ｹｲｲﾁ 鳥取 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾐﾁ 鳥取

18 936 北村啓一 気高郡 18 285 田中　陽道(1) 鳥取城北高

記録 記録



一般・高校男子5000m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 15:05 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 鳥取

1 99 田中　琉聖(3) 鳥取城北高
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 鳥取

2 13 山田  雅貴(3) 八頭高
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾃﾂﾔ 鳥取

3 880 山形 哲也 琴浦町
ﾅﾗｵ ﾐｽﾞｷ 鳥取

4 96 奈羅尾　瑞生(3) 鳥取城北高
ﾌﾙﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥取

5 19 古田　瑞樹(2) 八頭高
ﾅｶﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ 鳥取

6 88 永見　進之介(2) 鳥取城北高
ﾜｶﾏﾂ ｶﾝﾀ 鳥取

7 75 若松　寛大(3) 鳥取城北高
ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｲｷ 鳥取

8 21 東田　大輝(2) 八頭高
ﾅｶﾞﾊﾀ ｺｳｾｲ 鳥取

9 1863 　 長畑　倖星(2) 鳥取大学
ﾀｷ ｹﾝﾄ 鳥取

10 754 滝　健斗 東伯郡
ﾌｼﾞｴ　ｿｳﾀ 鳥取

11 183 藤枝　颯太(2) 倉吉東高
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 鳥取

12 93 松本　葉月(2) 鳥取城北高
ｵﾁｱｲ ﾖｼｷ 鳥取

13 78 落合　祥希(2) 鳥取城北高
ｶﾜｾ ﾓﾄｷ 鳥取

14 1867 河瀬　基希(3) 鳥取大学
ｺﾔﾏ ｿｳ 鳥取

15 86 小山　湊生(2) 鳥取城北高
ｶﾜｷﾀ ｿﾗ 鳥取

16 206 川北　宇宙(3) 倉吉東高
ﾖｺｲ ﾋﾛﾅｵ 鳥取

17 1875    横井　寛直(3) 鳥取大学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 鳥取

18 61 渡辺　陽翔(3) 鳥取城北高
ｵｶﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 鳥取

19 824 岡部　大樹 鳥取AS
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 鳥取

20 16 小林  蒼空(3) 八頭高
ﾊｼﾓﾄ ﾆｼｷ 鳥取

21 198 橋本　錦(1) 倉吉東高
ﾏｴﾀ ｹｲｲﾁ 鳥取

22 921 前田　恵一 布勢AC
ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾀ 鳥取

23 104 清水　貫汰(2) 鳥取城北高
ﾂﾅﾓﾄ ｺｳｴｲ 鳥取

24 197 綱本 幸栄(2) 倉吉東高
ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 鳥取

25 156 西山　瑛紘(2) 鳥取東高

記録



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

4月29日 13:25 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7
ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｷ 鳥取

8 179 坂本　晴紀(3) 倉吉東高
ﾀﾅｶ ﾋｲﾛ 鳥取

9 141 田中　陽大(3) 鳥取東高

記録



一般・高校男子400mH
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 16:00 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6
ｺﾀﾞﾆ ﾊﾔﾃ 鳥取

7 200 小谷　颯(3) 鳥取商高
ﾐｮｳｶﾞ ｼｭﾝﾀ 鳥取

8 205 茗荷　駿多(2) 鳥取敬愛高
ｽﾅｻﾜ ｲﾂｷ 鳥取

9 139 砂澤　樹輝(3) 鳥取湖陵高

記録



一般・高校男子走高跳
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　

ﾐｶﾓ ｼｮｳﾀ 鳥取 ○ ○ － × × ×

1 4 682 美甘　奨太 鳥取マスターズ 1m45
ﾔｷﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 鳥取

1 177 矢木　聖一朗(3) 倉吉東高 DNS
ﾜﾗﾔ ｿｳﾌﾞ 岐阜

2 1876 藁谷　宗生(3) 鳥取大学 DNS
ｷｸﾄﾞﾒ ﾚﾝ 鳥取

3 188 菊留　蓮(1) 倉吉東高 DNS
ｳｴﾊﾗ ｼｮｳﾏ 京都

5 1868 　 上原　匠真(3) 鳥取大学 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m40 1m45 1m50 1m55

記録 ｺﾒﾝﾄ

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子棒高跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 10:00 決　勝

決　勝　

ｶﾈﾐﾂ ﾉｿﾞﾑ 鳥取

1 59 金光　希(3) 倉吉総産高 DNS
ｵｸﾀﾞ ｹｲｼ 鳥取

2 175 奥田　慧士(3) 倉吉北高 DNS
ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾔ 鳥取

3 185 阪本　晴也(2) 倉吉東高 DNS
ｷﾇｶﾞｻ ｼﾝｲﾁ 鳥取

4 187 衣笠　慎一(1) 倉吉東高 DNS
ｶﾄｳ ﾐﾕｷ 鳥取

5 870 加藤　幸 鳥取陸協 DNS

ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

凡例  DNS:欠場



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 12:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 鳥取

1 25 谷口　雄太(2) 八頭高
ﾌｸﾐ ｶｽﾞｷ 鳥取

2 823 福見　一城 鳥取陸協
ﾊﾅｲｹ ｺｳ 鳥取

3 65 花池　昂(3) 鳥取城北高
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ 鳥取

4 114 山下　紘輝(1) 鳥取城北高
ﾔﾏﾈ ﾚｲﾄ 鳥取

5 73 山根　玲斗(3) 鳥取城北高
ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ 鳥取

6 798 小栗　拓海 アルクス
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾆｷ 鳥取

7 924 松原　國喜 鳥取陸協
ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ 鳥取

8 69 大田　丈(3) 鳥取城北高
ﾀﾅｶ ｼｭﾝ 鳥取

9 190 田中　旬(1) 倉吉東高
ﾀｶﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 鳥取

10 209 髙本　龍斗(2) 倉吉東高
ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｷ 鳥取

11 179 坂本　晴紀(3) 倉吉東高
ｲｼﾀﾞ ﾘﾝﾍﾟｲ 鳥取

12 261 石田　凛平(2) 鳥取西高
ｽﾐ ﾔｽﾉﾘ 鳥取

13 688 角　安範 鳥取マスターズ
ｶﾒｲ ｴｲﾀ 鳥取

14 195 亀井　瑛太(1) 倉吉東高



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 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

ﾃﾞﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥取

1 252 出脇　悠大(2) 鳥取西高
ﾐｶﾓ ｼｮｳﾀ 鳥取

2 682 美甘　奨太 鳥取マスターズ
ﾖﾈﾑﾗ ﾄｼｶﾂ 鳥取

3 94 米村　駿克(2) 鳥取城北高



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 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

ｺﾀﾞﾏ ｵｳﾀ 鳥取

1 98 児玉　旺汰(3) 鳥取城北高
ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 鳥取

2 270 岡田　和大(3) 倉吉西高
ﾏｴｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ 鳥取

3 901 前島　浩二 鳥取パラ陸上
ｻｺ ﾘｭｳﾔ 鳥取

4 1869 佐古　龍哉(3) 鳥取大学
ﾅｶｲ ﾄﾓﾔ 鳥取

5 1862 中井　智也(2) 鳥取大学
ﾊｷﾞﾊﾗ ｼｭﾝ 鳥取

6 927 萩原舜 鳥取陸協
ﾓﾘｻﾜ ﾄﾓﾉﾘ 鳥取

7 249 森澤　知慶(2) 鳥取西高
ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｷ 鳥取

8 271 藤田　裕樹(3) 倉吉西高



高校１年男子3000m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 14:15 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾎｿｶﾜ ﾅｵﾀﾛｳ 鳥取

1 122 細川　直太朗(1) 鳥取城北高
ﾑﾗｵ ｷｮｳｽｹ 鳥取

2 109 村尾　恭輔(1) 鳥取城北高
ｵｵｼﾏ ｿｳｽｹ 鳥取

3 111 大島　宗介(1) 鳥取城北高
ｵｵﾓﾘ ｾﾅ 鳥取

4 112 大森　世梛(1) 鳥取城北高
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 鳥取

5 118 竹内　優貴(1) 鳥取城北高

記録



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

ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾙ 鳥取

1 7 152 中嶋　武琉(3) 鳥取東高 11m49 11m80 11m03 11m80 11m80
ｺﾀﾞﾏ ｵｳﾀ 鳥取

2 2 98 児玉　旺汰(3) 鳥取城北高 9m97 10m22 11m05 11m05 11m05
ﾅｶﾑﾗ ｻｲﾀ 鳥取

3 4 32 中村　彩太(3) 岩美高 9m73 × 10m34 10m34 10m34
ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾏ 鳥取

4 3 153 大久保　拓馬(3) 鳥取東高 9m10 8m94 9m53 9m53 9m53
ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ 鳥取

5 6 142 森本　康平(3) 鳥取東高 8m65 8m08 8m54 8m65 8m65
ｶﾜｶﾐ ﾊﾙ 鳥取

6 1 101 川上　羽琉(2) 鳥取城北高 8m48 8m09 7m82 8m48 8m48
ｲｼﾊﾞｼ ﾄﾓｷ 鳥取

7 5 102 石橋　知己(3) 鳥取城北高 8m04 7m61 8m32 8m32 8m32



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 11:30 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

ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾙ 鳥取

1 4 152 中嶋　武琉(3) 鳥取東高 32m62 34m81 30m71 34m81 34m81
ﾌｸｲ ｶｽﾞﾖｼ 鳥取

2 1 53 福井　一義(3) 倉吉総産高 28m10 × 25m91 28m10 28m10
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 鳥取

3 7 57 伊藤　亮太(2) 倉吉総産高 23m69 × 16m67 23m69 23m69
ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾏ 鳥取

4 5 153 大久保　拓馬(3) 鳥取東高 × × 23m57 23m57 23m57
ｶﾜｶﾐ ﾊﾙ 鳥取

5 6 101 川上　羽琉(2) 鳥取城北高 × 19m48 × 19m48 19m48
ﾅｶﾑﾗ ｻｲﾀ 鳥取

6 2 32 中村　彩太(3) 岩美高 × × 17m40 17m40 17m40
ﾓﾘｻﾜ ﾄﾓﾉﾘ 鳥取

3 249 森澤　知慶(2) 鳥取西高 DNS

凡例  DNS:欠場



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

ｺﾀﾞﾆ ﾕｳﾏ 鳥取

1 54 小谷　有諒(3) 倉吉総産高
ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 鳥取

2 214 濱田　悠希(1) 倉吉総産高
ｺﾀﾞｹ ﾊﾔﾄ 鳥取

3 210 小竹　颯人(1) 倉吉総産高
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 鳥取

4 57 伊藤　亮太(2) 倉吉総産高



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 11:30 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

ｸﾛﾀﾞ ﾂﾖｼ 鳥取

1 1 844 黒田　剛志 鳥取陸協 40m43 40m44 × 40m44 40m44



小学女子100m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 09:30 決　勝

決　勝　6組

1組 (風:-0.4) 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
ﾔﾏﾅｶ ﾅﾂｷ ﾆｼﾔﾏ ﾐｻｷ

1 7 22 山中　那月(5) 布勢TC 15.07 1 7 12 西山　美咲(6) 布勢TC 14.56
ﾌｼﾞｵｶ ﾘｻ ｷﾇｶﾞｻ ﾗﾅ

2 5 13 藤岡　里彩(6) 布勢TC 15.61 2 5 19 衣笠　來夏(5) 布勢TC 15.36
ｶｻﾀﾞ ｱｵｲ ｱｼﾀﾞ ﾐﾕ 岡山

3 6 21 笠田　藍生(5) 布勢TC 16.19 3 6 58 芦田　美優(5) Globe 15.80
ｻﾜﾀﾞ ﾏﾅｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾅ

4 8 27 澤田眞佳(5) TF倉吉 16.50 4 4 30 渡邉　心絆(6) 三朝AC 16.52
ﾖｼﾀﾞ ｻﾗ ﾀｹﾄｼ ｱﾐ

5 4 39 吉田　彩愛(5) 大栄陸上育成会 16.99 5 8 37 竹歳　心美(5) 大栄陸上育成会 17.07
ｵｵｼﾏ ﾐﾅﾐ ﾀｶｵｶ ﾈﾈｶ

6 9 20 大島　みなみ(5) 布勢TC 18.29 6 9 28 髙岡音々華(4) TF倉吉 17.08
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾅ ﾔﾏﾓﾄ ｳﾀ

7 3 41 松本　羽菜(4) 大栄陸上育成会 18.45 7 3 43 山本　詩(3) 大栄陸上育成会 18.60
ｻﾜﾀﾞ ﾄﾓｶ ﾖｺﾔﾏ ﾐｻｷ

8 2 29 澤田朋佳(3) TF倉吉 19.54 8 2 24 横山　心咲(4) 布勢TC 18.63

3組 (風:-1.8) 4組 (風:-0.7)

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
ﾏﾂﾓﾄ ﾙｶ 岡山 ﾔﾏﾈ ﾕﾂﾞ

1 4 57 松本　琉花(6) Globe 15.62 1 6 59 山根　夕鶴(6) 鳥取ジョイナス 15.33
ﾌｸｲ ﾙｱ ﾀｹﾍﾞ ｿﾖﾊ

2 7 47 福井　るあ(6) 河北SS 16.14 2 5 33 竹部　颯華(5) 三朝AC 15.83
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾕ ﾌｼﾞﾀ ｻﾅ

3 5 32 安田　美優(6) 三朝AC 16.93 3 4 15 藤田　沙菜(6) 布勢TC 16.04
ｶﾀﾔｱ ｺｺﾅ ﾖｺﾔﾏ ﾐﾂﾞｷ

4 8 42 片山　心菜(3) 大栄陸上育成会 17.50 4 8 18 横山　美月(6) 布勢TC 16.42
ﾔﾏﾈ ｻｴ ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅ

5 9 60 山根　咲重(2) 鳥取ジョイナス 18.81 5 7 54 山本　実奈(4) 河北SS 18.29
ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾅｺ ｻｶﾉ ﾌｳｶ

6 3 36 米田　日向子(3) 三朝AC 19.52 6 2 40 坂野　楓花(4) 大栄陸上育成会 18.72
ﾅｶﾓﾄ ﾁｴ ｴﾓﾄ ｻｷ

6 34 中本　千絵(5) 三朝AC DNS 7 3 55 江本　彩希(2) 河北SS 20.21
ﾖｼﾀﾞ ﾐｱ

9 44 吉田　海愛(3) 大栄陸上育成会 DNS

5組 (風:-1.2) 6組 (風:-0.5)

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
ﾀﾅｶ ﾘｱ ﾀｶｵｶ ｽｽﾞﾈ

1 5 50 田中　梨愛(5) 河北SS 15.14 1 6 26 髙岡すず音(6) TF倉吉 15.14
ﾊﾗ ｱｵｲ 岡山 ｷｼﾓﾄ ﾘﾉ

2 6 56 原　あおい(6) Globe 15.25 2 7 17 岸本　凜乃(6) 布勢TC 15.50
ｲｼﾊﾗ ﾂｸﾓ ﾀﾆｶﾜ ﾕﾂﾞｷ

3 7 48 石原　月望(5) 河北SS 16.30 3 4 46 谷川　結月(6) 河北SS 16.45
ﾑｸﾀﾞ ﾄﾓｶ ｵﾉ ｱｲﾊ

4 4 51 椋田　智香(5) 河北SS 16.80 4 5 31 小野　愛羽(6) 三朝AC 17.14
ｲﾜﾓﾄ ｱｲﾘ ｵｵｻｷ ｺｺﾛ

5 9 49 岩本　愛粋璃(5) 河北SS 17.13 5 9 25 大﨑　心(4) 布勢TC 17.15
ｶﾄｳ ﾘｵ ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾜ

6 8 23 加藤　梨緒(4) 布勢TC 17.61 6 8 52 山口　紗和(5) 河北SS 18.52
ｴﾀﾆ ｱﾕ ﾖｼﾐ ｱﾝﾘ

7 3 61 江谷　有結(3) 末恒RC 19.72 7 3 45 吉見　杏梨(2) 大栄陸上育成会 22.01
ｳﾁﾀﾞ ﾅﾅｺ

8 2 35 内田　菜那子(3) 三朝AC 19.76

凡例  DNS:欠場



小学女子800m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

5月3日 12:00 決　勝

決　勝　3組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾖｼﾐ ｱﾝﾘ ﾌｸｲ ﾙｱ

1 45 吉見　杏梨(2) 大栄陸上育成会 2 47 福井　るあ(6) 河北SS
ｶﾄｳ ﾘｵ ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅ

2 23 加藤　梨緒(4) 布勢TC 3 54 山本　実奈(4) 河北SS
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾜ ｲｼﾊﾗ ﾂｸﾓ

3 52 山口　紗和(5) 河北SS 4 48 石原　月望(5) 河北SS
ﾀｶｵｶ ｽｽﾞﾈ ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾝﾉ

4 26 髙岡すず音(6) TF倉吉 5 16 小林　千乃(6) 布勢TC
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾅ ﾀｹﾄｼ ｱﾐ

5 30 渡邉　心絆(6) 三朝AC 6 37 竹歳　心美(5) 大栄陸上育成会

ﾖｺﾔﾏ ﾐﾂﾞｷ ﾖｼﾀﾞ ﾐｱ

6 18 横山　美月(6) 布勢TC 7 44 吉田　海愛(3) 大栄陸上育成会

ﾌｼﾞﾀ ｻﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾉﾝ

7 15 藤田　沙菜(6) 布勢TC 8 53 渡部　恋音(5) 河北SS
ﾅｶﾓﾄ ﾁｴ ｵｵｻｷ ｺｺﾛ

8 34 中本　千絵(5) 三朝AC 9 25 大﨑　心(4) 布勢TC
ｷﾇｶﾞｻ ﾗﾅ

9 19 衣笠　來夏(5) 布勢TC

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｵｵｼﾏ ﾐﾅﾐ

1 20 大島　みなみ(5) 布勢TC
ﾖｺﾔﾏ ﾐｻｷ

2 24 横山　心咲(4) 布勢TC
ﾔﾏﾅｶ ﾅﾂｷ

3 22 山中　那月(5) 布勢TC
ﾖｼﾀﾞ ｻﾗ

4 39 吉田　彩愛(5) 大栄陸上育成会

ﾑｸﾀﾞ ﾄﾓｶ

5 51 椋田　智香(5) 河北SS
ﾌｸﾓﾄ ﾒﾕ

6 14 福本　芽結(6) 布勢TC
ﾀｶｵｶ ﾈﾈｶ

7 28 髙岡音々華(4) TF倉吉
ｶｻﾀﾞ ｱｵｲ

8 21 笠田　藍生(5) 布勢TC
ﾏｷﾀ ｲﾁｻ

9 38 牧田　一咲(5) 大栄陸上育成会

記録 記録

記録



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

ﾔﾏﾈ ﾕﾂﾞ 3m86 3m49 3m33 3m86
1 2 59 山根　夕鶴(6) 鳥取ジョイナス 0.0 +0.2 -0.6 0.0

ﾆｼﾔﾏ ﾐｻｷ 3m54 3m66 3m60 3m66
2 9 12 西山　美咲(6) 布勢TC -0.9 +0.5 0.0 +0.5

ｷｼﾓﾄ ﾘﾉ 3m34 3m19 3m15 3m34
3 4 17 岸本　凜乃(6) 布勢TC +0.7 +0.5 +0.9 +0.7

ﾌｼﾞｵｶ ﾘｻ 3m21 3m26 3m24 3m26
4 7 13 藤岡　里彩(6) 布勢TC -0.6 -0.8 +0.3 -0.8

ﾌｼﾞﾀ ｻﾅ 2m37 2m81 3m22 3m22
5 8 15 藤田　沙菜(6) 布勢TC -0.6 0.0 +0.2 +0.2

ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾝﾉ 3m16 3m02 3m10 3m16
6 10 16 小林　千乃(6) 布勢TC -0.4 -0.6 +0.6 -0.4

ﾀﾆｶﾜ ﾕﾂﾞｷ × 2m85 3m02 3m02
7 5 46 谷川　結月(6) 河北SS -0.4 -0.6 -0.6

ｵﾉ ｱｲﾊ 2m62 2m90 2m58 2m90
8 6 31 小野　愛羽(6) 三朝AC -0.1 +0.5 -0.1 +0.5

ﾌｸﾓﾄ ﾒﾕ × 2m50 2m35 2m50
9 1 14 福本　芽結(6) 布勢TC -0.1 0.0 -0.1

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾕ

3 32 安田　美優(6) 三朝AC



中学１年女子100m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 09:50 決　勝

決　勝　

(風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾔﾏ ｻﾂｷ

1 4 265 眞山　咲月(1) 赤碕中 14.15
ﾔﾏﾈ ﾐﾋﾛ

2 7 680 山根　みひろ(1) 河原中 14.36
ﾊﾏﾓﾄ ﾓﾅ

3 5 459 濵本　桃那(1) 鳥取南中 14.81
ｷﾉｼﾀ ﾅﾉｶ

4 6 458 木下　菜花(1) 鳥取南中 15.11
ﾐｼﾏ ﾐﾅﾐ

5 9 339 三嶋　美海(1) 東伯中 15.77
ｲﾜﾓﾄ ﾄｱ

6 3 338 岩本　渉愛(1) 東伯中 15.83
ｺｻｷ ﾊﾅ

OP 8 0 小﨑　華奈(1) Globe 15.29



中学２年女子100m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 10:00 決　勝

決　勝　2組

1組 (風:-0.7) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳﾔﾏ ﾐｵ ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾉ

1 7 412 宇山　実桜(2) 河北中 14.13 1 5 408 福田　春乃(2) 河北中 12.84
ﾖﾈﾓﾄ ﾋｶﾙ ﾂﾊﾞｷ ﾚｲﾅ

2 6 500 米本ひかる(2) 智頭中 14.51 2 3 307 椿　　玲奈(2) 湯梨浜中 14.37
ｸﾗﾐﾂ ﾒｲ ﾑﾗｼﾏ　ﾑﾗﾗ

3 8 547 蔵光 芽依(2) 青谷中 15.53 3 4 530 村島　麗(2) 岩美中 14.54
ｶﾄｳ ﾕｲ ﾀﾅｶ ｺｺﾐ

4 4 546 加藤 優衣(2) 青谷中 15.57 4 9 687 田中　心美(2) 河原中 14.75
ﾀﾅｶ ｱﾔﾉ ﾔﾏﾀﾞ  ｴﾏ

2 689 田中　文乃(2) 河原中 DNS 2 409 山田　英真(2) 河北中 DNS
ｲﾜﾀ ﾕﾂﾞｷ ｱﾀﾞﾁ ﾋｶﾘ

3 502 岩田　釉月(2) 智頭中 DNS 6 688 安達　ひかり(2) 河原中 DNS
ｲﾉｳｴ ﾂｶｻ ﾊｾﾞ ﾏﾕｳ 

5 362 井上　采沙(2) 倉吉西中 DNS 7 363 櫨　真優(2) 倉吉西中 DNS
ｷｸﾄﾞﾒ  ﾏｷ ｲﾜﾓﾄ  ﾕﾘｱ

9 411 菊留　真咲(2) 河北中 DNS 8 410 岩本　友利愛(2) 河北中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学３年女子100m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 10:10 決　勝

決　勝　2組

1組 (風:+0.5) 2組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｴﾀ ｻｸﾗ ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾗｲ

1 6 535 前田　さくら(3) 中ノ郷中 12.97 1 4 506 近藤　未來(3) 湖東中 13.09
ﾏﾂｵ ﾘﾎ ﾊｼﾓﾄ ﾏﾅｶ

2 9 406 松尾　凜歩(3) 河北中 13.44 2 6 534 橋本　麻央(3) 中ノ郷中 14.47
ﾌｸｲ ﾆﾅ ｱｻﾀﾞ ﾏｲ

3 4 515 福井　虹七(3) 八頭中 14.24 3 8 262 浅田　茉衣(3) 赤碕中 14.71
ﾃﾗｻｶ ﾅﾐ ｱﾀﾞﾁ　ﾋﾅﾀ

4 8 498 寺坂　南美(3) 智頭中 14.79 4 7 527 足立　日向(3) 岩美中 15.91
ﾐｼﾏ ﾚｱ ｾｾ ﾐｻｷ

5 3 507 三島　麗愛(3) 湖東中 14.88 5 287 世瀬　美咲(3) 鴨川中 DNS
ｶﾄｳ ﾏｻﾐ ﾏｴﾀ ｺﾄﾐ

6 5 263 加藤 まさみ(3) 赤碕中 15.13 9 456 前田　昊泉(3) 鳥取南中 DNS
ﾓﾘﾀ　ﾕｳﾐ

7 7 528 森田　結美(3) 岩美中 15.22

凡例  DNS:欠場



中学女子200m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 14:30 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1
ｲﾄｳ ﾁﾊﾙ

2 337 伊藤　千晴(1) 東伯中
ｱｻﾀﾞ ﾏｲ

3 262 浅田　茉衣(3) 赤碕中
ﾔﾏﾈ ﾐﾋﾛ

4 680 山根　みひろ(1) 河原中
ﾌｸｲ ﾆﾅ

5 515 福井　虹七(3) 八頭中
ﾏｴﾀ ｻｸﾗ

6 535 前田　さくら(3) 中ノ郷中
ﾊﾏﾓﾄ ﾓﾅ

7 459 濵本　桃那(1) 鳥取南中
ｶﾄｳ ﾏｻﾐ

8 263 加藤 まさみ(3) 赤碕中
ｱﾀﾞﾁ ﾋｶﾘ

9 688 安達　ひかり(2) 河原中

記録



中学女子400m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 15:25 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3
ｼﾐｽﾞ ｱｵｲ

4 452 清水  葵衣(3) 鳥取北中
ｳﾔﾏ ﾐｵ

5 412 宇山　実桜(2) 河北中

6

7

8

9

記録



中学女子800m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

5月3日 12:15 決　勝

決　勝　3組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｶﾜｼﾏ ｱｲｺ ﾓﾘﾓﾄ ｺｱﾃﾞ

1 548 川島　愛子(1) 桜ヶ丘中 1 267 森本　小亜楓(1) 赤碕中
ﾖｼﾊﾗ ｼﾏ ｵﾜｷ ｻｱﾔ

2 451 吉原  志真(3) 鳥取北中 2 519 尾脇　彩綾(1) 八頭中
ｱﾕﾐ ﾎﾉｶ ｺﾔﾏ ﾙｶ

3 304 阿弓　穂夏(3) 湯梨浜中 3 497 小山　流加(3) 智頭中
ﾔﾏﾅｶ ﾕｲ ﾅｶﾔﾏ ﾕﾅ

4 361 山中　悠衣(2) 倉吉西中 4 512 中山　夢菜(3) 八頭中
ﾌｼﾞｵｶ ｻｴ ﾊﾔｼ ﾁﾊﾙ

5 454 藤岡　咲衣(3) 鳥取南中 5 514 林　　千遥(3) 八頭中
ﾔﾏﾈ ﾐﾕ ﾅｶﾑﾗ ｸﾙﾐ

6 516 山根　実優(3) 八頭中 6 517 中村　胡桃(3) 八頭中
ﾏｴﾀ ﾕｲ ｳｶｲ ﾖﾖｶ

7 261 前田　結衣(3) 赤碕中 7 520 鵜飼　そよか(1) 八頭中
ｻｲﾉｵ　ﾅﾎ ﾉﾉｻﾞｷ ﾘｶ

8 271 道祖尾　菜穂(3) 大栄中 8 686 野々崎　莉華(2) 河原中
ﾄｸﾀ ﾞﾊﾙｶ ｷﾉｼﾀ ﾅﾉｶ

9 685 德田　悠(2) 河原中 9 458 木下　菜花(1) 鳥取南中

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｾｲﾔﾏ ｺﾊﾙ

2 264 精山　心遥(2) 赤碕中
ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｻｷ

3 681 東田　彩綺(1) 河原中
ｺﾀﾞﾆ ﾐﾗｲ

4 266 小谷　みらい(2) 赤碕中
ｱｼｶｶﾞ ｱﾔｶ

5 544 足利 彩花(2) 青谷中
ｳｴﾀ ｱﾝ　

6 683 上田　杏(3) 河原中
ｵﾜｷ ﾕｲﾅ

7 511 尾脇　唯夏(3) 八頭中
ｺﾊﾞﾔｼ　ﾕﾘﾝ

8 526 小林　夕凛(2) 高草中
ﾆｼﾑﾗ ﾓﾓｺ

9 457 西村　ももこ(3) 鳥取南中

記録 記録

記録



中学女子1500m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 16:10 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾐﾅﾐﾀﾞ ｱﾐ

1 331 南田　愛海(3) 東伯中
ﾅｶﾔﾏ ﾕﾅ

2 512 中山　夢菜(3) 八頭中
ﾅｶﾑﾗ ｸﾙﾐ

3 517 中村　胡桃(3) 八頭中
ﾜｶﾏﾂ　ｸﾙﾐ

4 529 若松　来実(3) 岩美中
ﾔﾏﾈ ﾐﾕ

5 516 山根　実優(3) 八頭中
ｳｴﾀ ｱﾝ　

6 683 上田　杏(3) 河原中
ｵﾜｷ ﾕｲﾅ

7 511 尾脇　唯夏(3) 八頭中
ｴﾝﾄﾞｳ ﾈﾈ

8 545 遠藤 寧々(2) 青谷中
ｵｻｷ ﾋﾒｶ

9 301 尾﨑　妃夏(3) 湯梨浜中
ﾌｸﾓﾄ ｶﾅ

10 305 福本　佳菜(3) 湯梨浜中
ﾊﾔｼ ﾁﾊﾙ

11 514 林　　千遥(3) 八頭中
ﾏﾂﾑﾗ ﾒｲ

12 450 松村  めい(3) 鳥取北中
ﾄｸﾀ ﾞﾊﾙｶ

13 685 德田　悠(2) 河原中
ﾅｶﾞﾀ ﾉﾉ

14 306 長田　埜乃(3) 湯梨浜中
ﾉﾉｻﾞｷ ﾘｶ

15 686 野々崎　莉華(2) 河原中
ｲﾀﾞｶ　ｻｸﾗｺ

16 273 井髙　桜子(2) 大栄中
ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｶ

17 303 山本　愛花(3) 湯梨浜中
ﾖﾈﾑﾗ ﾘｺ

18 455 米村　莉子(3) 鳥取南中
ｶﾜﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ

19 308 川本　円花(2) 湯梨浜中

記録



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

4月29日 13:00 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1
ｲﾜﾀ ﾕﾂﾞｷ

2 502 岩田　釉月(2) 智頭中
ﾏｴﾀ ｻｸﾗ

3 535 前田　さくら(3) 中ノ郷中
ﾆｼｵ ﾅﾂﾊ

4 684 西尾　七月葉(3) 河原中
ﾔﾏﾓﾄ ﾈﾈ

5 513 山本　寧々(3) 八頭中
ﾊﾏﾓﾄ ﾓﾅ

6 459 濵本　桃那(1) 鳥取南中
ｸﾗﾐﾂ ﾒｲ

7 330 倉光　瞳衣(3) 東伯中
ﾏｴﾀ ﾘﾅ

8 333 前田　利菜(3) 東伯中
ﾋﾛﾀ ﾕｲ

9 518 廣田　結衣(2) 八頭中

記録



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　

ｷｸﾄﾞﾒ  ﾏｷ ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

1 3 411 菊留　真咲(2) 河北中 1m29
ｶﾄｳ ﾕｲ ○ × ○ × ○ × × ○ －

2 5 546 加藤 優衣(2) 青谷中 1m29
ﾀﾅｶ ｱﾔﾉ

1 689 田中　文乃(2) 河原中 DNS
ﾀｶﾂｶ ﾏﾘ

2 332 高塚　まり(3) 東伯中 DNS
ｾｾ ﾐｻｷ

4 287 世瀬　美咲(3) 鴨川中 DNS

1m23 1m26 1m29 1m32
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m20

凡例  DNS:欠場



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

ｲﾜﾓﾄ  ﾕﾘｱ 4m07 3m86 4m07 4m07
1 2 410 岩本　友利愛(2) 河北中 -1.5 -0.6 +0.2 -1.5

ｶﾀﾔﾏ　ﾙﾅ 3m84 4m05 3m97 4m05
2 3 274 片山　瑠菜(2) 大栄中 -0.2 -0.3 +0.6 -0.3

ﾖﾈﾓﾄ ﾋｶﾙ 3m87 4m05 3m95 4m05
3 5 500 米本ひかる(2) 智頭中 -0.4 +0.3 +0.6 +0.3

ｷﾉｼﾀ ﾅﾉｶ 4m03 × 3m71 4m03
4 1 458 木下　菜花(1) 鳥取南中 +0.2 +0.5 +0.2

ﾉﾐ ﾘｵﾅ × 3m80 3m48 3m80
5 6 351 野見　莉央奈(3) 三朝中 -0.5 +0.1 -0.5

ｸﾛｲﾜ ﾕｳ × × ×
7 501 黒岩　　優(2) 智頭中 NM

ﾏｴﾀ ｺﾄﾐ

4 456 前田　昊泉(3) 鳥取南中 DNS
ﾆｼｵ ﾅﾂﾊ

8 684 西尾　七月葉(3) 河原中 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



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

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾈ

1 1 334 小林　心音(3) 東伯中 8m76 8m92 9m73 9m73 9m73
ﾔﾏﾓﾄ ﾈﾈ

2 4 513 山本　寧々(3) 八頭中 × 8m88 8m90 8m90 8m90
ｵｵﾀ ｱﾔｶ

3 3 335 大田　彩加(3) 東伯中 7m52 7m40 6m96 7m52 7m52
ｷﾀﾑﾗ ﾎﾉ

4 2 543 北村 穂音(3) 青谷中 6m48 5m88 6m23 6m48 6m48



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 13:00 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

ﾉﾐ ﾘｵﾅ

1 351 野見　莉央奈(3) 三朝中
ｺｴﾀｶ ﾕｳﾅ

2 499 聲高　優奈(3) 智頭中
ｵｵﾀ ｱﾔｶ

3 335 大田　彩加(3) 東伯中
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾈ

4 334 小林　心音(3) 東伯中
ﾆｼﾑﾗ ﾘｺ

5 453 西村  璃香(2) 鳥取北中
ｷｸﾄﾞﾒ  ﾏｷ

6 411 菊留　真咲(2) 河北中



一般・高校女子100m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 10:20 決　勝

決　勝　5組

1組 (風:-0.1) 2組 (風:-0.4)

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
ﾄｲﾀ ﾐﾎ 鳥取 ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾎ 鳥取

1 4 87 戸板　実穂(2) 鳥取東高 13.67 1 4 60 門脇　志歩(2) 鳥取城北高 12.83
ﾕﾑﾗ ｻﾗ 鳥取 ｸﾛｲﾜ ｱﾏﾈ 鳥取

2 8 57 湯村　沙羅(2) 鳥取城北高 13.82 2 5 64 黒岩　あまね(3) 鳥取城北高 12.97
ｺｴﾀｶ ﾐﾗｲ 鳥取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 鳥取

3 7 67 聲髙　未来(1) 鳥取城北高 14.61 3 7 55 谷口　陽向(2) 鳥取城北高 13.39
ﾖｺﾉ ｱｻｴ 鳥取 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鳥取

3 141 横野　朝映(2) 鳥取商高 DNS 4 8 56 中村　朱里(2) 鳥取城北高 13.41
ｺﾞﾄｳ ﾏﾐ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 鳥取

5 166 後藤　真実(3) 鳥取西高 DNS 5 9 72 小林　日和(1) 鳥取城北高 14.09
ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ 鳥取 ｸﾗﾏｽ ｻｷ 鳥取

6 11 内田  美咲(3) 八頭高 DNS 6 6 138 藏増　彩希(1) 倉吉東高 14.58
ﾀﾅｶ ｶｴﾃﾞ 鳥取 ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾔﾈ 鳥取

9 125 田中　楓(1) 倉吉東高 DNS 3 165 宮川　彩音(3) 鳥取西高 DNS

3組 (風:-1.0) 4組 (風:-0.1)

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
ｵｵﾊｼ ﾘﾝ 鳥取 ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ 鳥取

1 4 74 大橋　凜(1) 鳥取城北高 12.97 1 7 482 前田　夏美(4) 甲南大 12.77
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁ 鳥取 ｲﾀﾐ ｼﾞｭﾘ 鳥取

2 6 127 山口　紗知(2) 倉吉東高 13.16 2 6 147 伊丹　樹里(3) 倉吉東高 13.35
ﾅｶｵ ﾓﾓｶ 鳥取 ﾌｶﾀﾞ ｱﾔﾅ 鳥取

3 7 76 中尾　萌々果(1) 鳥取城北高 13.38 3 3 54 深田　彩名(2) 鳥取城北高 13.86
ｸﾆｲｼ ｶｽﾐ 鳥取 ﾔｽﾀﾞ ｾﾘﾊ 鳥取

4 8 50 國石　香純(3) 鳥取城北高 13.68 4 4 129 保田　芹葉(1) 倉吉東高 14.23
ｲﾜﾉ ﾏﾅ 鳥取 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾉﾄﾞｶ 鳥取

5 9 130 岩野　真南(1) 倉吉東高 14.23 5 8 122 鍋島　のどか(1) 倉吉東高 14.35
ﾐﾔﾜｷ ｱﾔｶ 鳥取 ﾄﾐﾊﾞﾔｼ ﾜｶ 鳥取

6 3 86 宮脇　彩華(3) 鳥取東高 14.29 6 5 93 冨林　和花(1) 鳥取東高 14.41
ｲｹﾓﾄ ﾘｺ 鳥取 ｶﾏﾀﾆ ｱｲｶ 鳥取

7 2 17 池本　理子(1) 八頭高 14.83 9 139 鎌谷　愛花(2) 鳥取商高 DNS
ﾏｽｲ ﾐﾊﾙ 鳥取

5 124 増井　海遥(1) 倉吉東高 DNS

5組 (風:-0.4)

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

1 5 48 小林　美心(3) 鳥取城北高 13.12
ﾔﾏｼﾀ ｶﾎ 鳥取

2 9 14 山下  果穂(3) 八頭高 13.34
ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｵ 鳥取

3 6 765 川口　梨央 NPOかがやきプロジェクト 13.58
ﾀｶﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥取

4 8 89 髙田　瑞季(3) 鳥取東高 13.93
ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾅ 鳥取

5 3 46 森本　陽菜(3) 倉吉総産高 14.08
ﾅｶﾑﾗ ｶｺ 鳥取

6 7 131 中村　香子(3) 倉吉東高 14.20
ﾜｷﾀ ﾁﾎ 鳥取

4 117 脇田　千穂(2) 倉吉東高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子200m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 14:35 決　勝

決　勝　3組

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1

2 2
ﾕﾑﾗ ｻﾗ 鳥取

3 3 57 湯村　沙羅(2) 鳥取城北高
ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾉﾝ 鳥取 ｺｴﾀｶ ﾐﾗｲ 鳥取

4 85 原田　真暢(3) 鳥取東高 4 67 聲髙　未来(1) 鳥取城北高
ﾔﾏｼﾀ ｶﾎ 鳥取 ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ 鳥取

5 14 山下  果穂(3) 八頭高 5 11 内田  美咲(3) 八頭高
ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｵ 鳥取 ｸﾛｲﾜ ｱﾏﾈ 鳥取

6 765 川口　梨央 NPOかがやきプロジェクト 6 64 黒岩　あまね(3) 鳥取城北高
ｵｵﾊｼ ﾘﾝ 鳥取 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁ 鳥取

7 74 大橋　凜(1) 鳥取城北高 7 127 山口　紗知(2) 倉吉東高
ﾅｶﾀ ﾐｳ 鳥取 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 鳥取

8 179 中田　美羽(1) 鳥取敬愛高 8 16 小林　愛実(2) 八頭高
ﾀﾅｶ ｶｴﾃﾞ 鳥取 ｶﾏﾀﾆ ｱｲｶ 鳥取

9 125 田中　楓(1) 倉吉東高 9 139 鎌谷　愛花(2) 鳥取商高

3組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3
ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ 鳥取

4 482 前田　夏美(4) 甲南大
ｷﾉｼﾀ ﾏﾅ 鳥取

5 15 木下　真那(2) 八頭高
ﾅｶｵ ﾓﾓｶ 鳥取

6 76 中尾　萌々果(1) 鳥取城北高
ｲﾀﾐ ｼﾞｭﾘ 鳥取

7 147 伊丹　樹里(3) 倉吉東高
ﾅｶﾓﾄ ｲﾁｶ 鳥取

8 178 中本　唯愛(1) 鳥取敬愛高
ﾖｺﾉ ｱｻｴ 鳥取

9 141 横野　朝映(2) 鳥取商高

記録 記録

記録



一般・高校女子400m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 15:30 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4
ﾅｶﾑﾗ ﾆｺ 鳥取

5 68 中村　仁香(1) 鳥取城北高
ﾔﾏｳﾁ ｱﾔﾒ 鳥取

6 10 山内  郁芽(3) 八頭高
ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾉﾝ 鳥取

7 85 原田　真暢(3) 鳥取東高
ｶﾈｺ ﾘﾝ 鳥取

8 71 金子　りん(1) 鳥取城北高
ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾎ 鳥取

9 60 門脇　志歩(2) 鳥取城北高

記録



一般・高校女子800m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

5月3日 12:25 決　勝

決　勝　2組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｼﾓﾀﾞ ｺﾊﾙ 鳥取 ﾅｶﾆｼ ﾋﾅﾀ 鳥取

3 7 下田　心陽(1) 八頭高 4 137 中西　ひなた(1) 倉吉東高
ﾓﾘﾔｽ ﾏﾅﾐ 鳥取 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾅｺ 鳥取

4 1298 森安　愛美(3) 鳥取大学 5 52 土橋　日菜子(2) 鳥取城北高
ｶﾈｺ ﾘﾝ 鳥取 ｲﾁﾀﾆ ﾃﾝﾘ 鳥取

5 71 金子　りん(1) 鳥取城北高 6 58 市谷　天李(2) 鳥取城北高
ﾐﾔｶﾞｷ ｱｵｲ 鳥取 ｱﾘﾓﾄ ｶﾚﾝ 鳥取

6 70 宮垣　葵(1) 鳥取城北高 7 6 有本　佳蓮(2) 八頭高
ﾅｶﾑﾗ ﾆｺ 鳥取 ｷﾉｼﾀ ｺﾄﾊ 鳥取

7 68 中村　仁香(1) 鳥取城北高 8 3 木下  琴葉(3) 八頭高
ﾖﾘﾌｼﾞ ﾁｱﾘ 鳥取 ｷｼｲ ﾐｵ 鳥取

8 59 依藤　知愛(2) 鳥取城北高 9 8 岸井　美緒(1) 八頭高
ﾔﾏﾅｶ ﾅﾅﾐ 鳥取

9 128 山中　奈々美(1) 倉吉東高

記録 記録



一般・高校女子1500m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 16:20 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾅｶﾑﾗ ｺﾖﾘ 鳥取

1 1297 中村　木葉里(3) 鳥取大学
ｶﾜｼﾏ ｺｺﾛ 鳥取

2 53 川島　心蕗(2) 鳥取城北高
ﾅｶﾞﾐ　ｻﾜ 鳥取

3 136 永見　咲羽(2) 倉吉東高
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝｽﾞ 鳥取

4 5 小林　杏(2) 八頭高
ﾐﾔｶﾞｷ ｱｵｲ 鳥取

5 70 宮垣　葵(1) 鳥取城北高
ｼﾐｽﾞ ﾐﾗｲ 鳥取

6 168 清水　美礼(1) 鳥取西高
ｳﾁﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥取

7 2 内田あかり(3) 八頭高
ﾓﾘｶﾞﾐ ﾘｺ 鳥取

8 73 森上　璃子(1) 鳥取城北高
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾅｺ 鳥取

9 52 土橋　日菜子(2) 鳥取城北高
ｲﾜﾀ ｽｽﾞｶ 鳥取

10 77 岩田　凉風(1) 鳥取城北高
ﾀｹﾓﾄ ﾎﾉｶ 鳥取

11 133 竹本　ほのか(3) 倉吉東高
ｲｿｵ ﾏﾘｺ 鳥取

12 164 磯尾　真理子(3) 鳥取西高
ﾔﾀ ｻﾝｺﾞ 鳥取

13 152 矢田　咲心(1) 倉吉総産高

記録



一般・高校女子3000m
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 13:45 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｲｿｵ ﾏﾘｺ 鳥取

1 164 磯尾　真理子(3) 鳥取西高
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾐ 鳥取

2 4 松本　秀美(2) 八頭高
ﾊﾏｶﾞﾐ ｺｺﾐ 鳥取

3 49 濱上　小杏実(3) 鳥取城北高
ﾔﾏｼﾀ ｲﾁｺﾞ 鳥取

4 63 山下　甘紅香(3) 鳥取城北高
ｶﾜﾓﾄ ｵﾄｶ 鳥取

5 61 河本　乙花(2) 鳥取城北高
ｶﾜﾀ ﾘｺ 鳥取

6 120 河田　理子(2) 倉吉東高
ﾀｶﾞﾜ ﾕｷﾅ 鳥取

7 65 田川　雪菜(2) 鳥取城北高
ｷﾀｻｺ ﾊﾅ 鳥取

8 121 北迫　花(2) 倉吉東高
ｼﾐｽﾞ ﾐﾗｲ 鳥取

9 168 清水　美礼(1) 鳥取西高
ｶﾜｼﾏ ｺｺﾛ 鳥取

10 53 川島　心蕗(2) 鳥取城北高
ﾀｹﾓﾄ ﾚﾌ 鳥取

11 62 竹本　れふ(3) 鳥取城北高
ﾋﾉ ｽｽﾞﾅ 鳥取

12 1 樋野  紗凪(3) 八頭高
ﾏﾂﾓﾄ ｱｷｺ 鳥取

13 1295 松本　明子(2) 鳥取大学

記録



一般・高校女子100mH(0.840m)
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 13:10 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3
ｻﾈｼｹﾞ ﾊﾙﾅ 鳥取

4 119 實繁　悠菜(2) 倉吉東高

5
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鳥取

6 56 中村　朱里(2) 鳥取城北高

7
ﾀﾅｶ ﾕﾗ 鳥取

8 167 田中　ゆら(2) 鳥取西高
ﾌｶﾀﾞ ｱﾔﾅ 鳥取

9 54 深田　彩名(2) 鳥取城北高

記録



一般・高校女子400mH(0.762m)
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 15:55 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3
ﾋﾗｷﾞ ｺｺｱ 鳥取

4 12 平木  心彩(3) 八頭高
ﾀﾅｶ ﾕﾗ 鳥取

5 167 田中　ゆら(2) 鳥取西高
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ 鳥取

6 13 小林  こころ(3) 八頭高
ｳｼﾞｲｴ ｲﾂｶ 鳥取

7 51 氏家　慈香(3) 鳥取城北高
ﾀｶﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥取

8 89 髙田　瑞季(3) 鳥取東高
ﾐﾔﾜｷ ｱﾔｶ 鳥取

9 86 宮脇　彩華(3) 鳥取東高

記録



一般・高校女子棒高跳
審 判 長：油野　利博
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 10:00 決　勝

決　勝　

ｻｻｷ ｱｲ 鳥取

1 134 佐々木　愛(3) 倉吉東高 DNS
ｼﾐｽﾞ　ｱｵｲ 鳥取

2 111 清水　　葵(1) 倉吉北高 DNS
サカグチ　ジャスミン 鳥取

3 761 坂口　ジャスミン 北条スポーツクラブ DNS
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙｶ 鳥取

4 180 岡田 はるか(1) 倉吉総産高 DNS

ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

凡例  DNS:欠場



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

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 鳥取 5m30 5m30 5m17 5m30
1 2 55 谷口　陽向(2) 鳥取城北高 -0.1 +0.5 -0.6 -0.1

ﾅｶｼﾏ ｱﾔﾈ 鳥取 4m97 × 5m11 5m11
2 7 69 中嶋　彩音(1) 鳥取城北高 -1.0 -0.4 -0.4

ｸﾆｲｼ ｶｽﾐ 鳥取 × × 4m88 4m88
3 6 50 國石　香純(3) 鳥取城北高 +0.8 +0.8

ﾄｲﾀ ﾐﾎ 鳥取 4m40 4m74 4m49 4m74
4 4 87 戸板　実穂(2) 鳥取東高 -0.6 0.0 +0.5 0.0

ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｵ 鳥取 × × 4m69 4m69
5 5 765 川口　梨央 NPOかがやきプロジェクト +0.1 +0.1

ｲﾜﾉ ﾏﾅ 鳥取 × 4m44 4m39 4m44
6 8 130 岩野　真南(1) 倉吉東高 -0.4 -0.5 -0.4

ｸﾗﾏｽ ｻｷ 鳥取 4m22 4m25 4m21 4m25
7 3 138 藏増　彩希(1) 倉吉東高 -1.4 +0.6 +1.0 +0.6

ﾅｶﾑﾗ ｶｺ 鳥取 3m87 3m85 4m12 4m12
8 10 131 中村　香子(3) 倉吉東高 +0.2 +0.2 -0.6 -0.6

ﾏｽｲ ﾐﾊﾙ 鳥取

1 124 増井　海遥(1) 倉吉東高 DNS
ﾜｷﾀ ﾁﾎ 鳥取

9 117 脇田　千穂(2) 倉吉東高 DNS
ｻﾈｼｹﾞ ﾊﾙﾅ 鳥取

11 119 實繁　悠菜(2) 倉吉東高 DNS

凡例  DNS:欠場



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 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

ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾅ 島根

1 1296 川本　侑奈(3) 鳥取大学
ｺﾞﾄｳ ﾏﾐ 鳥取

2 166 後藤　真実(3) 鳥取西高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｺ 鳥取

3 48 小林　美心(3) 鳥取城北高



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

ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｴ 鳥取

1 4 19 西口　月(2) 八頭高 × 7m82 8m58 8m58 8m58
ｱﾘﾑﾗ ﾋﾏﾘ 鳥取

2 6 75 有村　日万里(1) 鳥取城北高 7m53 7m90 7m71 7m90 7m90
ｷﾇｶﾞｻ ﾋﾅﾀ 鳥取

3 3 108 衣笠　日陽(1) 鳥取東高 7m54 7m85 7m51 7m85 7m85
ﾎｿﾀﾞ ﾄﾓｶ 鳥取

4 8 91 細田　知花(3) 鳥取東高 7m38 7m13 7m60 7m60 7m60
ﾓﾘﾓﾄ ｱｽｶ 鳥取

5 7 18 森本  明日香(3) 八頭高 7m59 7m44 7m43 7m59 7m59
ﾅﾅﾆｼ ﾅﾂﾐ 鳥取

6 2 20 中西　夏海(2) 八頭高 7m33 7m48 7m38 7m48 7m48
ﾐｽﾞﾏ ﾎﾉｶ 鳥取

7 9 47 水間　帆乃香(3) 鳥取城北高 5m47 4m86 5m19 5m47 5m47
ﾊｽｶ ﾕﾅ 鳥取

1 143 蓮香　柚菜(2) 鳥取商高 DNS
ｷﾉｼﾀ ﾎﾉｶ 鳥取

5 144 木下穂乃花(2) 鳥取商高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：山下美乃里
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

ﾔﾅｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 鳥取

1 2 118 山口　春花(3) 倉吉東高 25m97 × × 25m97 25m97
ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｴ 鳥取

2 7 19 西口　月(2) 八頭高 20m04 23m42 22m76 23m42 23m42
ｱﾘﾑﾗ ﾋﾏﾘ 鳥取

3 4 75 有村　日万里(1) 鳥取城北高 15m82 17m43 16m47 17m43 17m43
ｶｷﾀ ﾊﾙﾅ 鳥取

4 3 21 垣田　春奈(2) 八頭高 13m63 14m66 14m98 14m98 14m98
ﾌｼﾞｲ ﾊﾙ 鳥取

5 5 126 藤井 はる(1) 倉吉東高 × 11m93 13m83 13m83 13m83
ﾐｽﾞﾏ ﾎﾉｶ 鳥取

6 1 47 水間　帆乃香(3) 鳥取城北高 9m97 9m90 9m75 9m97 9m97
ｲﾀｸﾗ ﾐﾅﾐ 鳥取

6 109 板倉　南実(3) 倉吉北高 × × × NM
ｷﾑﾗ ﾕｽﾞ 鳥取

8 140 木村　侑寿(2) 鳥取商高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般・高校女子ハンマー投(4.000kg)
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

ｲﾀｸﾗ ﾐﾅﾐ 鳥取

1 109 板倉　南実(3) 倉吉北高
ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾅ 鳥取

2 46 森本　陽菜(3) 倉吉総産高



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 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

ｽｷｻﾞｷ ﾉｱ 鳥取

1 123 鋤崎　希歩(1) 倉吉東高
ｷﾉｼﾀ ﾎﾉｶ 鳥取

2 144 木下穂乃花(2) 鳥取商高
ｸﾜﾓﾄ ﾁﾅ 鳥取

3 116 桑本　茅奈(3) 倉吉東高
ﾅｶﾑﾗ ｳｲ 鳥取

4 112 中村　羽衣(3) 倉吉北高
ﾎｿﾀﾞ ﾄﾓｶ 鳥取

5 91 細田　知花(3) 鳥取東高
ﾀｶﾀ ﾊﾙﾅ 鳥取

6 146 高田　陽菜(2) 鳥取敬愛高
ﾜｶﾊﾗ　ﾙｱ 鳥取

7 135 若原　琉天(2) 倉吉東高
ﾊｽｶ ﾕﾅ 鳥取

8 143 蓮香　柚菜(2) 鳥取商高
ｱｶｸﾏ ｺﾄ 鳥取

9 149 赤熊　琴(2) 倉吉総産高



高校女子100mH(0.762m)
審 判 長：田中　康史
記録主任：浦林　雅樹

4月29日 13:05 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2
ﾄﾐﾊﾞﾔｼ ﾜｶ 鳥取

3 93 冨林　和花(1) 鳥取東高

4
ﾅﾍﾞｼﾏ ﾉﾄﾞｶ 鳥取

5 122 鍋島　のどか(1) 倉吉東高

6
ﾔｽﾀﾞ ｾﾘﾊ 鳥取

7 129 保田　芹葉(1) 倉吉東高
ｲｹﾓﾄ ﾘｺ 鳥取

8 17 池本　理子(1) 八頭高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 鳥取

9 72 小林　日和(1) 鳥取城北高

記録


