
中学男子四種競技(男子)
審 判 長：佐々木　誠

記録主任：安達　暢

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 110mH 砲丸投 走高跳 400m 総合 ｺﾒﾝﾄ

18.37 9m71 1m67 1:04.20

1 762 +0.3 1758
(489) (468) (520) (281)
17.27 7m98 1m35 1:01.25

2 650 +0.3 1616
(596) (365) (283) (372)
20.98 8m77 1m25 1:04.69

3 653 +0.3 1174
(276) (412) (218) (268)
20.16 7m67 1m30 1:09.24

4 654 +0.3 1088
(337) (347) (250) (154)

氏名 所属

ﾀﾅｶ ｿﾗ 鳥　取

田中　蒼楽 八頭中

(2)
ﾏｴ ﾕｳﾀ 鳥　取

前　優太 鳥取北中

(3)
ｼﾗｲﾜ ﾀﾞｲﾁ 鳥　取

白岩  大知 鳥取北中

(2)

(2)
ﾏｴｹ ﾀﾊ 鳥　取

前家  タハ 鳥取北中

凡例 



中学男子四種競技(男子) 110mH(0.914m)
審 判 長：佐々木　誠

記録主任：安達　暢

7月17日 09:40 決　勝

(風:+0.3)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｴ ﾕｳﾀ 鳥　取

1 6 650 前　優太(3) 鳥取北中 17.27 596
ﾀﾅｶ ｿﾗ 鳥　取

2 8 762 田中　蒼楽(2) 八頭中 18.37 489
ﾏｴｹ ﾀﾊ 鳥　取

3 9 654 前家  タハ(2) 鳥取北中 20.16 337
ｼﾗｲﾜ ﾀﾞｲﾁ 鳥　取

4 7 653 白岩  大知(2) 鳥取北中 20.98 276



中学男子四種競技(男子) 砲丸投(4.000kg)
審 判 長：佐々木　誠

記録主任：安達　暢

7月17日 11:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ｿﾗ 鳥　取

1 3 762 田中　蒼楽(2) 八頭中
ｼﾗｲﾜ ﾀﾞｲﾁ 鳥　取

2 2 653 白岩  大知(2) 鳥取北中
ﾏｴ ﾕｳﾀ 鳥　取

3 4 650 前　優太(3) 鳥取北中
ﾏｴｹ ﾀﾊ 鳥　取

4 1 654 前家  タハ(2) 鳥取北中

1回目 2回目 3回目 記録 得点

9m16 9m71 9m49 9m71 468

8m46 8m11 8m77 8m77 412

5m62 7m98 7m85 7m98

347

365

7m00 6m59 7m67 7m67



中学男子四種競技(男子) 走高跳
審 判 長：佐々木　誠

記録主任：安達　暢

7月17日 13:30  1組

ﾀﾅｶ ｿﾗ 鳥　取 － － － － ○ ○ ○ ○

1 4 762 田中　蒼楽(2) 八頭中 ○ ○ ○ × × ○ × × × 1m67 520
ﾏｴ ﾕｳﾀ 鳥　取 ○ ○ × ○ × × ×

2 2 650 前　優太(3) 鳥取北中 1m35 283
ﾏｴｹ ﾀﾊ 鳥　取 ○ ○ × × ×

3 1 654 前家  タハ(2) 鳥取北中 1m30 250
ｼﾗｲﾜ ﾀﾞｲﾁ 鳥　取 ○ × × ×

4 3 653 白岩  大知(2) 鳥取北中 1m25 218

得点 ｺﾒﾝﾄ
1m43

1m70

1m49 1m52 1m55
記録

1m30

1m61

1m35

1m64

1m40

1m67
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m25

1m58



中学男子四種競技(男子) 400m
審 判 長：佐々木　誠

記録主任：安達　暢

7月17日 15:50 決　勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｴ ﾕｳﾀ 鳥　取

1 6 650 前　優太(3) 鳥取北中 1:01.25 372
ﾀﾅｶ ｿﾗ 鳥　取

2 7 762 田中　蒼楽(2) 八頭中 1:04.20 281
ｼﾗｲﾜ ﾀﾞｲﾁ 鳥　取

3 5 653 白岩  大知(2) 鳥取北中 1:04.69 268
ﾏｴｹ ﾀﾊ 鳥　取

4 4 654 前家  タハ(2) 鳥取北中 1:09.24 154



少年男子共通5000mW
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 10:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾔﾏ ｿｳ 鳥　取

1 2 86 小山 湊生(2) 鳥取城北高 27:06.21
ｶﾜｷﾀ ｿﾗ 鳥　取

1 206 川北　宇宙(3) 倉吉東高 DNS
ｱﾗｷ ﾃﾙﾔ 鳥　取

3 196 荒木　耀也(2) 倉吉東高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年男子共通走高跳
審 判 長：湊　英之
記録主任：安達　暢

7月17日 09:45 決　勝

決　勝　

ﾔｷﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 鳥　取 ○ ○ × × ×

1 1 177 矢木　聖一朗(3) 倉吉東高 1m80

1m80 1m85
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m70



成年男子100m
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 11:30 予　選
7月17日 13:00 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:+1.4) 2組 (風:+0.8)

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 ﾁﾋﾛ 鳥　取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 鳥　取

1 5 2025 横山 千尋(1) 環太平洋大 10.91 q 1 4 1510 谷口 綾一(3) 環太平洋大 11.13 q
ﾌｸﾐ ｶｽﾞｷ 鳥　取 ｿｴﾀﾞ ｼｭﾝ 鳥　取

2 9 823 福見　一城 鳥取陸協 11.45 2 8 71870 副田　舜(3) 鳥取大 11.20 q
ﾆｼﾓﾄ ﾚﾝ 鳥　取 ｻｻｶ ｱｷﾋﾛ 鳥　取

3 4 801 西本　蓮 アルクス 11.64 3 5 825 笹鹿　晶裕(34) 鳥取ＡＳ 11.29 q
ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｽｹ 鳥　取 ﾄﾔ ﾕｳｷ 鳥　取

3 848 足立 陽介 ＳＭＴＣ DNS 4 9 822 鳥谷　祐希 鳥取陸協 11.77
ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｲﾁ 鳥　取 ﾋﾗｲ ｺｳﾀﾞｲ 鳥　取

6 833 前畑　良一(38) 鳥取ＡＳ DNS 5 3 831 平井　康大(23) 鳥取ＡＳ 12.26
ﾌｸﾊﾞ ﾖｳｾｲ 鳥　取 ｱｲｵｲ ｱﾂﾐ 鳥　取

7 1515 福庭 陽成(3) 環太平洋大 DNS 6 52 相生　敦海(3) 立命館大 DNS
ﾜﾀﾞ ﾅｵﾔ 鳥　取 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾑ 鳥　取

8 838 和田　直也(25) 鳥取ＡＳ DNS 7 869 原田　歩武 倉吉市陸協 DNS

3組 (風:+1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 鳥　取

1 4 4410 上田嵩矢(2) 大東文化大 10.68 q
ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ 鳥　取

2 5 1928 宮本　一樹(1) びわこ成蹊スポーツ大 10.75 q
ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

3 6 57 小倉  大貴(4) 福岡大 11.04 q
ｱﾀﾗｼ ｺｳﾀ 鳥　取

4 8 797 新　幸汰 アルクス 11.17 q
ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ 鳥　取

5 9 835 森本　尚基　(23) 鳥取ＡＳ 11.46
ｶﾄｳ ｶｲ 鳥　取

7 1525 加藤 快(2) 環太平洋大 DNS

決　勝　

(風:+1.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 鳥　取

1 7 4410 上田嵩矢(2) 大東文化大 10.56
ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ 鳥　取

2 6 1928 宮本　一樹(1) びわこ成蹊スポーツ大 10.77
ﾖｺﾔﾏ ﾁﾋﾛ 鳥　取

3 5 2025 横山 千尋(1) 環太平洋大 10.90
ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

4 4 57 小倉  大貴(4) 福岡大 10.97
ｿｴﾀﾞ ｼｭﾝ 鳥　取

5 2 71870 副田　舜(3) 鳥取大 11.06
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 鳥　取

6 9 1510 谷口 綾一(3) 環太平洋大 11.07
ｱﾀﾗｼ ｺｳﾀ 鳥　取

7 8 797 新　幸汰 アルクス 11.15
ｻｻｶ ｱｷﾋﾛ 鳥　取

3 825 笹鹿　晶裕(34) 鳥取ＡＳ DNS

凡例  DNS:欠場



成年男子800m
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 12:05 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶｲ ｹｲﾀ 鳥　取

1 7 1601 中井 啓太(4) 環太平洋大 1:54.19
ﾊﾏﾉ ﾜﾀﾙ 鳥　取

2 4 71872 濱野　航(3) 鳥取大 2:01.88
ﾓﾘｼﾀ ﾋｻｼ 鳥　取

3 5 751 森下　久 東伯郡 2:02.65
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 鳥　取

4 8 928 田中　ひかる 気高郡 2:02.79
ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 鳥　取

5 3 836 山崎　隼太郎(24) 鳥取ＡＳ 2:08.87
ﾌﾙｶﾜ ﾀｶﾕｷ 鳥　取

6 1 753 古川　孝之 東伯郡 2:10.22
ｷﾀﾑﾗ ｹｲｲﾁ 鳥　取

2 936 北村　啓一 気高郡 DNS
ﾌｸｲ ｺｳﾀ 鳥　取

6 71885 福井　康太(2) 鳥取大 DNS
ﾀｷ ｹﾝﾄ 鳥　取

9 754 滝　健斗 東伯郡 DNS

凡例  DNS:欠場



成年男子110mH(1.067m)
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 15:35 決　勝

決　勝　

(風:-1.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾆｼﾀﾆ ﾐｷ 鳥　取

1 8 1122 西谷　美輝(4) 城西大 15.83



成年男子400mH(0.914m)
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 14:30 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 9 591 中山　敬太(2) びわこ成蹊スポーツ大 52.15
ｳｴﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥　取

2 7 107 上田　瑞樹(1) 立命館大 53.39
ｶｼﾞｷ ﾘｮｳ 兵　庫

8 962 鍜治木　崚 住友電工 DNF

凡例  DNF:途中棄権



成年男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 12:15 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 1 3554 山口　月暉(1) 日本大学 9:39.42
ﾋﾗｲ ｿｳｲﾁﾛｳ 鳥　取

2 5 71874 平井　壮一郎(3) 鳥取大 10:37.54
ﾖｺｲ ﾋﾛﾅｵ 鳥　取

3 6 71875 横井　寛直(3) 鳥取大 10:43.79
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾔ 鳥　取

4 4 940 藤田　侑也 気高郡 10:59.49
ｶﾜｾ ﾓﾄｷ 鳥　取

3 71867 河瀬　基希(3) 鳥取大 DNF
ｷﾀｵ ﾌｳﾏ 鳥　取

2 1627 北尾 風馬(2) 環太平洋大 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



成年男子5000mW
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 10:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ 鳥　取

1 4 71861 五嶋　諒士(2) 鳥取大 32:21.60



成年男子走幅跳
審 判 長：湊　英之
記録主任：安達　暢

7月17日 10:00 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

ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ 鳥　取 6m53 6m81 × × × 6m48 6m81
1 6 832 前垣　雅哉(29) 鳥取ＡＳ +2.1 +2.8 +1.9 +2.8

ﾌｸﾐ ｶｽﾞｷ 鳥　取 × 6m47 6m51 6m60 6m55 × 6m60
2 4 823 福見　一城 鳥取陸協 +2.1 +0.8 +2.3 +0.7 +2.3

ｲﾄ ﾘｮｳﾀ 鳥　取 × 6m21 5m19 5m21 × 6m48 6m48
3 1 490 井登　崚太(4) びわこ成蹊スポーツ大 +1.5 +1.2 +0.8 +1.3 +1.3

ﾀｶﾀ ﾕｳｾｲ 鳥　取 6m15 6m07 6m20 6m00 6m02 5m98 6m20
4 3 71854 高田　悠成(2) 島根大 +0.9 +2.8 +1.2 +0.3 -0.6 +3.2 +1.2

ﾎﾝﾀﾞ ﾚｵ 鳥　取

2 3567 本多　礼旺(1) 日本大学 DNS
ｲﾁﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 鳥　取

5 525 市村　知弘(3) びわこ成蹊スポーツ大 DNS
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾑ 鳥　取

7 869 原田　歩武 倉吉市陸協 DNS
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾆｷ 鳥　取

8 924 松原　國喜 鳥取陸協 DNS

凡例  DNS:欠場



成年男子三段跳
審 判 長：湊　英之
記録主任：安達　暢

7月17日 14:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾈ ﾚｲﾄ 鳥　取 13m57 13m58 13m23 13m30 13m04 13m52 13m58
1 1 73 山根　玲斗(3) 鳥取城北高 +0.9 +1.2 +1.8 +0.6 -1.0 +0.7 +1.2

ｵｸﾞﾘ ﾀｸﾐ 鳥　取 13m55 13m21 × 13m43 13m06 × 13m55
2 2 798 小栗　拓海 アルクス +1.8 +1.3 +1.6 +0.1 +1.8

ﾅｶﾉ ﾚﾝﾀ 鳥　取 × 12m14 × 11m87 11m82 12m23 12m23
3 4 1573 中野 蓮太(3) 環太平洋大 +1.2 +1.4 +0.8 +0.7 +0.7

ﾖﾈﾑﾗ ﾄｼｶﾂ 鳥　取

3 94 米村　駿克(2) 鳥取城北高 DNS

凡例  DNS:欠場



成年男子やり投(0.800kg)
審 判 長：山下　美乃里

記録主任：安達　暢

7月17日 10:00 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 鳥　取

1 2 777 石坂　力成 鳥取県スポーツ協会 70m66 73m04 × 73m04 × 71m19 73m47 73m47
ﾕｶﾜ ﾚﾉ 鳥　取

2 4 3573 湯川　玲之(1) 日本大学 × 58m36 58m38 58m38 × 59m40 × 59m40
ｶﾜﾍﾞ ﾕｳﾏ 鳥　取

3 1 1649 川部 優磨(1) 環太平洋大 54m54 53m99 56m40 56m40 54m42 55m49 55m25 56m40
ﾅｶｲ ﾄﾓﾔ 鳥　取

4 3 71862 中井　智也(2) 鳥取大 × 47m66 52m25 52m25 52m50 51m80 51m77 52m50



成年男子300ｍ
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 15:05 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾉﾉﾔﾏ ｶｲ 鳥　取

1 4 71878 野々山　開(4) 鳥取大 34.21
ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 鳥　取

2 6 57 小倉  大貴(4) 福岡大 34.88
ｽｷﾞﾉﾌﾞ ﾋｶﾙ 鳥　取

3 9 538 杉信　光(3) びわこ成蹊スポーツ大 34.94
ﾋﾛｾ ｱﾕﾏ 鳥　取

4 1 71088 廣瀬 歩真(3) 広島修道大 36.28
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 鳥　取

2 1572 小林 隼人(2) 環太平洋大 DNS
ﾏｴﾊﾀ ﾘｮｳｲﾁ 鳥　取

3 833 前畑　良一(38) 鳥取ＡＳ DNS
ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾔ 鳥　取

5 4410 上田嵩矢(2) 大東文化大 DNS
ｶﾄｳ ｶｲ 鳥　取

7 1525 加藤 快(2) 環太平洋大 DNS
ﾆｼﾓﾄ ﾚﾝ 鳥　取

8 801 西本　蓮 アルクス DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ａ男子100m
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 11:05 予　選
7月17日 12:50 決　勝

予　選　6組0着＋8

1組 (風:+1.0) 2組 (風:+2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾜﾓﾄ ﾚｵ 鳥　取 ﾏﾂﾓﾄ ﾊｸ 鳥　取

1 5 228 川本　玲央(3) 鳥取育英高 11.03 q 1 6 38 松本　波空(3) 境高 11.08 q
ﾀﾆﾓﾄ ｶｲ 鳥　取 ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾔ 鳥　取

2 7 223 谷本　海(3) 鳥取育英高 11.10 2 5 55 小椋 悠矢(2) 倉吉総産高 11.17
ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ 鳥　取 ﾐﾔﾍﾞ ﾀｲｼ 鳥　取

3 6 69 大田　丈(3) 鳥取城北高 11.17 3 4 204 宮部　大嗣(3) 鳥取敬愛高 11.59
ﾅｶﾓﾄ ｾｲﾀ 鳥　取 ｻｲﾉｵ ｹｲｽｹ 鳥　取

4 4 181 中本　征汰(2) 倉吉東高 11.27 4 7 178 道祖尾　啓介(3) 倉吉東高 11.63
ﾐｮｳｶﾞ ｼｭﾝﾀ 鳥　取 ﾊﾅｲｹ ｺｳ 鳥　取

5 9 205 茗荷　駿多(2) 鳥取敬愛高 11.43 5 9 65 花池　昂(3) 鳥取城北高 11.65
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 鳥　取 ｱｻｲ ﾕｳﾀ 鳥　取

6 3 25 谷口　雄太(2) 八頭高 11.63 6 2 224 朝井　優太(3) 鳥取育英高 11.91
ｼﾊﾞﾀ ｴｲﾄ 鳥　取 ﾀｶﾀ ｺｳﾖｳ 鳥　取

7 8 145 柴田　瑛斗(2) 鳥取東高 11.82 7 3 144 高田　洸洋(2) 鳥取東高 12.35
ﾄｸｲ ｺｳﾀ 鳥　取 ﾖﾈﾑﾗ ﾄｼｶﾂ 鳥　取

8 2 251 德井　広泰(2) 鳥取西高 12.51 8 94 米村　駿克(2) 鳥取城北高 DNS

3組 (風:+1.8) 4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
ｲﾉｳｴ ｺﾄﾜ 鳥　取 ﾏﾝﾊﾞ ｵｳｽｹ 鳥　取

1 6 242 井上　詞倭(2) 鳥取育英高 10.90 q 1 7 58 萬場 凰介(2) 倉吉総産高 11.24
ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｷ 鳥　取 ｳｴｸｻ ﾐﾂｷ 鳥　取

2 7 179 坂本　晴紀(3) 倉吉東高 11.07 q 2 5 164 植草　海月(3) 米子東高 11.40
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 鳥　取 ｶﾅｲ ﾘｷﾄ 鳥　取

3 4 85 永田　倫也(2) 鳥取城北高 11.14 3 9 80 金井　力翔(2) 鳥取城北高 11.67
ｵｸﾞﾗ ﾘﾝﾄ 鳥　取 ｷﾇｶﾞﾜ ｿｳ 鳥　取

4 3 281 小倉　凛隼(1) 鳥取育英高 11.21 4 3 243 衣川　壮(2) 鳥取育英高 12.29
ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾄ 鳥　取 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ 鳥　取

5 9 148 中原　大翔(2) 鳥取東高 11.58 5 4 274 山本　空楽(2) 鳥取敬愛高 12.61
ﾓﾘｻﾜ ﾄﾓﾉﾘ 鳥　取 ｲﾜｲ ｺｳﾀ 鳥　取

6 8 249 森澤　知慶(2) 鳥取西高 11.85 6 89 岩井　光大(2) 鳥取城北高 DNS
ﾃﾂﾓﾄ ﾕｳﾋ 鳥　取 ﾌｸﾀﾞ ﾊｾｲ 鳥　取

7 5 56 鐵本 雄飛(2) 倉吉総産高 11.95 8 287 福田　華生(2) 倉吉東高 DNS
ｷﾀｳﾗ ｿｳﾀ 鳥　取

2 103 北浦　蒼大(2) 鳥取城北高 DNS

5組 (風:+2.5) 6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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾏ 鳥　取 ｳｴﾏﾂ ﾐｽﾞｷ 鳥　取

1 4 82 大谷　悠真(2) 鳥取城北高 10.93 q 1 4 221 植松　瑞希(3) 鳥取育英高 10.65 q
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 鳥　取 ﾖｼﾊﾗ ｷｽﾞｷ 鳥　取

2 5 255 清水　一秀(2) 鳥取西高 11.03 q 2 6 39 吉原　絆貴(2) 境高 11.07 q
ﾓﾛﾕ ｼﾞﾝ 鳥　取 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ 鳥　取

3 6 234 諸遊　慎武(2) 鳥取育英高 11.16 3 8 235 西村　和輝(2) 鳥取育英高 11.45
ｵｵﾀ ｻｸﾏ 鳥　取 ｱﾘﾀ ｼﾞｭﾝ 鳥　取

4 8 149 太田　咲真(2) 鳥取東高 11.64 4 5 92 有田　純(2) 鳥取城北高 11.55
ﾊﾗﾀﾞ ﾆﾄ 鳥　取 ﾀｶﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 鳥　取

5 9 176 原田　弐翔(3) 倉吉東高 11.67 5 3 209 髙本　龍斗(2) 倉吉東高 12.06
ﾆｼｶﾜ ｼｮｳ 鳥　取 ｷｯｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ 鳥　取

6 2 81 西川　翔(2) 鳥取城北高 11.93 6 9 180 吉川　知範(2) 倉吉東高 12.15
ｲﾉｳｴ ﾚｵﾝ 鳥　取 ｼﾊﾞﾀ ｶﾞｲ 鳥　取

7 3 222 井上　澪音(3) 鳥取育英高 12.26 7 174 柴田　凱(3) 米子東高 DNS
ﾀｶﾐ ｿｳｲﾁ 鳥　取

7 60 髙見 颯一(2) 倉吉総産高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ａ男子100m
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 11:05 予　選
7月17日 12:50 決　勝

決　勝　

(風:+2.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｴﾏﾂ ﾐｽﾞｷ 鳥　取

1 6 221 植松　瑞希(3) 鳥取育英高 10.67
ｶﾜﾓﾄ ﾚｵ 鳥　取

2 8 228 川本　玲央(3) 鳥取育英高 10.93
ｲﾉｳｴ ｺﾄﾜ 鳥　取

3 5 242 井上　詞倭(2) 鳥取育英高 10.95
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 鳥　取

4 4 255 清水　一秀(2) 鳥取西高 11.01
ﾏﾂﾓﾄ ﾊｸ 鳥　取

5 3 38 松本　波空(3) 境高 11.02
ﾖｼﾊﾗ ｷｽﾞｷ 鳥　取

6 2 39 吉原　絆貴(2) 境高 11.06
ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｷ 鳥　取

7 9 179 坂本　晴紀(3) 倉吉東高 11.09
ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾏ 鳥　取

8 7 82 大谷　悠真(2) 鳥取城北高 11.72

凡例  DNS:欠場



少年男子共通800m
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 11:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 鳥　取 ｸﾆﾓﾘ ｲｸﾐ

1 1 238 石川　遥斗(3) 鳥取育英高 2:02.83 1 4 154 國森　郁光(3) 鳥取東高 1:52.70
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｷ 鳥　取 ﾀﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ 鳥　取

2 8 236 遠藤　竜伎(2) 鳥取育英高 2:03.63 2 3 100 田渕 悠聖(2) 鳥取城北高 1:58.84
ﾏｴﾀ ﾘｭｳﾄ 鳥　取 ｱﾕﾐ ﾕｳｶﾞ 鳥　取

3 3 184 前田　琉翔(2) 倉吉東高 2:08.05 3 6 240 阿弓　湧雅(3) 鳥取育英高 1:59.52
ﾆｼﾀﾆ ｼｭｳｼﾞ 鳥　取 ｲｼｸﾗ ﾘｭｳｷ 鳥　取

4 6 324 西谷　柊二(1) 鳥取西高 2:10.87 4 7 44 石倉　琉暉(1) 境高 2:00.27
ｵｸﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 鳥　取 ﾏﾂﾓ ﾄｱﾕﾑ 鳥　取

5 4 334 奥田　瑞貴(1) 鳥取東高 2:11.42 5 2 171 松本　歩(2) 米子東高 2:01.25
ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｼ 鳥　取 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ 鳥　取

6 5 305 片山　優心(1) 岩美高 2:12.08 6 8 301 藤原　伸也(1) 岩美高 2:03.69
ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾔ 鳥　取 ﾌｸｲ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

7 9 300 山田　聖恭(1) 岩美高 2:12.14 7 9 189 福井　涼太(1) 倉吉東高 2:12.05
ﾐﾀﾆ ｶｲｾｲ 鳥　取 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 鳥　取

8 7 157 三谷　魅星(2) 鳥取東高 2:19.39 1 304 山本　倖輝(1) 岩美高 DNS
ｽｽﾞｷ ｾﾅ 鳥　取 ｵﾘﾄ ﾀｸﾏ 鳥　取

2 330 鈴木　聖也(1) 鳥取東高 DNS 5 160 折戸　巧磨(3) 米子東高 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

ｸﾆﾓﾘ ｲｸﾐ

1 154 國森　郁光(3) 鳥取東高 1:52.70
ﾀﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ 鳥　取

2 100 田渕 悠聖(2) 鳥取城北高 1:58.84
ｱﾕﾐ ﾕｳｶﾞ 鳥　取

3 240 阿弓　湧雅(3) 鳥取育英高 1:59.52
ｲｼｸﾗ ﾘｭｳｷ 鳥　取

4 44 石倉　琉暉(1) 境高 2:00.27
ﾏﾂﾓ ﾄｱﾕﾑ 鳥　取

5 171 松本　歩(2) 米子東高 2:01.25
ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 鳥　取

6 238 石川　遥斗(3) 鳥取育英高 2:02.83
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｷ 鳥　取

7 236 遠藤　竜伎(2) 鳥取育英高 2:03.63
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ 鳥　取

8 301 藤原　伸也(1) 岩美高 2:03.69

凡例  DNS:欠場



少年Ａ男子5000m
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 13:50 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

ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 鳥　取 ﾔﾏﾓﾄ ﾙｶ 鳥　取

1 14 16 小林　蒼空(3) 八頭高 16:10.44 1 1 14 山本　琉楓(3) 八頭高 14:58.46
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取

2 10 93 松本 葉月(2) 鳥取城北高 16:31.63 2 18 99 田中 琉聖(3) 鳥取城北高 15:03.32
ﾂﾅﾓﾄ ｺｳｴｲ 鳥　取 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞﾝ 鳥　取

3 12 197 綱本 幸栄(2) 倉吉東高 16:56.85 3 14 18 山本　暖(2) 八頭高 15:05.70
ﾐｳﾗ ﾄﾜ 鳥　取 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 鳥　取

4 13 239 三浦　永遠(3) 鳥取育英高 16:57.52 4 16 163 遠藤　浩太郎(3) 米子東高 15:10.16
ｵｶﾀﾞ ｸﾘｭｳ 鳥　取 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 鳥　取

5 20 17 岡田　空琉(3) 八頭高 17:15.68 5 2 15 山口　優(3) 八頭高 15:10.40
ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 鳥　取 ﾅｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 鳥　取

6 3 97 石本 凌也(3) 鳥取城北高 17:20.48 6 4 268 中本　匠美(3) 倉吉西高 15:21.93
ｽｷﾞﾓﾄ ﾚｲ 鳥　取 ﾌﾙﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥　取

7 6 77 杉本 玲(2) 鳥取城北高 17:48.05 7 15 19 古田　瑞樹(2) 八頭高 15:26.18
ﾀｹﾓﾄ ｹｲｺﾞ 鳥　取 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 鳥　取

8 1 225 竹本　圭吾(3) 鳥取育英高 18:03.02 8 12 13 山田　雅貴(3) 八頭高 15:28.29
ｷﾀﾑﾗ ﾎｼ 鳥　取 ｺﾀﾞﾆ ﾘｮｳｽｹ 鳥　取

9 4 233 北村　斗(2) 鳥取育英高 18:20.79 9 5 159 小谷　亮介(3) 米子東高 15:31.20
ﾔﾏﾈ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取 ﾅｶﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ 鳥　取

10 9 74 山根 竜聖(3) 鳥取城北高 18:21.11 10 6 88 永見 進之介(2) 鳥取城北高 15:46.68
ｵﾁｱｲ ﾖｼｷ 鳥　取 ﾅﾗｵ ﾐｽﾞｷ 鳥　取

11 7 78 落合 祥希(2) 鳥取城北高 18:44.47 11 11 96 奈羅尾 瑞生(3) 鳥取城北高 16:17.36
ﾅｶﾞﾀ ｼﾞﾝ 鳥　取 ﾏｴﾀ ｺｳｼﾞﾛｳ 鳥　取

12 2 237 長田　迅(2) 鳥取育英高 18:47.07 12 10 79 前田 耕二郎(2) 鳥取城北高 16:28.88
ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾀ 鳥　取 ﾐﾅﾐ ﾏｻﾉﾘ 鳥　取

13 8 104 清水 貫汰(2) 鳥取城北高 19:12.33 13 9 229 南　柾憲(3) 鳥取育英高 16:34.25
ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 鳥　取 ｳｽｲ ﾕｳｽｹ 鳥　取

14 16 83 萩原 康太(2) 鳥取城北高 19:58.70 14 17 68 臼井 雄介(3) 鳥取城北高 16:48.03
ｵﾜｷ ﾘｸﾄ 鳥　取 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｲｷ 鳥　取

15 19 84 尾脇 陸仁(2) 鳥取城北高 20:11.97 15 8 21 東田　大輝(2) 八頭高 17:02.14
ﾄﾏﾂ ﾏﾅﾄ 鳥　取 ﾜｶﾏﾂ ｶﾝﾀ 鳥　取

5 22 戸松　愛翔(2) 八頭高 DNS 16 20 75 若松 寛大(3) 鳥取城北高 17:07.48
ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 鳥　取 ﾌｼﾞｴ ｿｳﾀ 鳥　取

11 156 西山　瑛紘(2) 鳥取東高 DNS 17 13 183 藤枝　颯太(2) 倉吉東高 17:18.22
ﾐﾀﾆ ｶｲｾｲ 鳥　取 ｳｶｲ ｶﾅﾙ 鳥　取

15 157 三谷　魅星(2) 鳥取東高 DNS 19 20 鵜飼　叶琉(2) 八頭高 DQ,T3

ｷﾀﾜｷ ｿｳﾏ 鳥　取 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾏ 鳥　取

17 95 北脇 壮馬(2) 鳥取城北高 DNS 3 1 後藤　悠真(3) 米子松蔭高 DNS
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 鳥　取 ｻｻｷ ｽﾊﾞﾙ 鳥　取

18 2 宮本　喬行(3) 米子松蔭高 DNS 7 3 佐々木　昴(3) 米子松蔭高 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

ﾔﾏﾓﾄ ﾙｶ 鳥　取

1 14 山本　琉楓(3) 八頭高 14:58.46
ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 鳥　取

2 99 田中 琉聖(3) 鳥取城北高 15:03.32
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞﾝ 鳥　取

3 18 山本　暖(2) 八頭高 15:05.70
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 鳥　取

4 163 遠藤　浩太郎(3) 米子東高 15:10.16
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 鳥　取

5 15 山口　優(3) 八頭高 15:10.40
ﾅｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 鳥　取

6 268 中本　匠美(3) 倉吉西高 15:21.93
ﾌﾙﾀ ﾐｽﾞｷ 鳥　取

7 19 古田　瑞樹(2) 八頭高 15:26.18
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 鳥　取

8 13 山田　雅貴(3) 八頭高 15:28.29

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T3:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行



少年Ａ男子棒高跳
審 判 長：湊　英之
記録主任：安達　暢

7月17日 10:00 決　勝

決　勝　

ｵｸﾀﾞ ｹｲｼ 鳥　取 ○ × ○ × × ×

1 3 175 奥田　慧士(3) 倉吉北高 4m60
ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾔ 鳥　取

1 185 阪本　晴也(2) 倉吉東高 DNS
ｶﾈﾐﾂ ﾉｿﾞﾑ 鳥　取

2 59 金光 希(3) 倉吉総産高 DNS

4m60 4m70
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

4m50

凡例  DNS:欠場



少年Ａ男子走幅跳
審 判 長：湊　英之
記録主任：安達　暢

7月17日 10:00 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

ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ 鳥　取 6m79 6m70 × － － × 6m79
1 8 69 大田　丈(3) 鳥取城北高 +3.6 +1.6 +3.6

ﾓﾛﾕ ｼﾞﾝ 鳥　取 × 6m43 6m49 － － × 6m49
2 2 234 諸遊　慎武(2) 鳥取育英高 +2.1 +1.5 +1.5

ﾊﾅｲｹ ｺｳ 鳥　取 6m31 6m32 6m18 － － 6m16 6m32
3 6 65 花池　昂(3) 鳥取城北高 +3.3 +0.3 +2.3 +0.4 +0.3

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 鳥　取 5m89 6m03 5m79 － － 5m96 6m03
4 10 25 谷口　雄太(2) 八頭高 +3.5 +3.6 +1.7 +2.2 +3.6

ｼｲﾉｷ ﾓﾄｱｷ 鳥　取 5m57 5m96 × × 5m78 5m84 5m96
5 7 956 椎木　基覚(3) 西伯郡陸協 +3.4 +1.8 +1.1 -0.6 +1.8

ﾀｶﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 鳥　取 5m75 5m71 5m81 － － 5m91 5m91
6 4 209 髙本　龍斗(2) 倉吉東高 +3.4 +1.3 +2.5 +2.0 +2.0

ﾃﾞﾜｷ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥　取 5m81 5m78 5m66 － － － 5m81
7 1 252 出脇　悠大(2) 鳥取西高 -0.2 +2.3 +1.7 -0.2

ｲｼﾀﾞ ﾘﾝﾍﾟｲ 鳥　取 × 5m41 5m71 5m36 5m42 × 5m71
8 5 261 石田　凛平(2) 鳥取西高 +2.4 +1.2 +2.1 +2.4 +1.2

ﾆｼｶﾜ ｼｮｳ 鳥　取 × × 5m31 5m31
9 9 81 西川　翔(2) 鳥取城北高 +1.4 +1.4

ｱｻｲ ﾕｳﾀ 鳥　取 4m81 × 4m39 4m81
10 12 224 朝井　優太(3) 鳥取育英高 +1.3 +4.0 +1.3

ﾔﾏﾈ ﾚｲﾄ 鳥　取

3 73 山根　玲斗(3) 鳥取城北高 DNS
ｻｲﾉｵ ｹｲｽｹ 鳥　取

11 178 道祖尾　啓介(3) 倉吉東高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ａ男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：山下　美乃里

記録主任：安達　暢

7月17日 14:30 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 2 54 小谷 有諒(3) 倉吉総産高 50m30 51m71 50m12 51m71 × × 51m33 51m71
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 鳥　取

2 1 57 伊藤 亮太(2) 倉吉総産高 31m63 30m35 34m40 34m40 33m31 × 33m82 34m40
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｳﾔ 鳥　取

3 3 182 藤原　透弥(2) 倉吉東高 30m50 31m53 30m42 31m53 30m40 29m42 27m98 31m53



少年Ａ男子やり投(0.800kg)
審 判 長：山下　美乃里

記録主任：安達　暢

7月17日 10:00 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

ﾓﾘｻﾜ ﾄﾓﾉﾘ 鳥　取

1 1 249 森澤　知慶(2) 鳥取西高 × 54m07 56m54 56m54 × 55m07 57m13 57m13
ｺﾀﾞﾏ ｵｳﾀ 鳥　取

2 3 98 児玉　旺汰(3) 鳥取城北高 47m40 × 45m94 47m40 48m35 × 46m02 48m35
ﾌｸﾀﾞ ﾊｾｲ 鳥　取

2 287 福田　華生(2) 倉吉東高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ａ男子300ｍ
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 09:50 予　選
7月17日 15:00 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

ｲﾉｳｴ ｺﾄﾜ 鳥　取 ｲﾜｲ ｺｳﾀ 鳥　取

1 4 242 井上　詞倭(2) 鳥取育英高 35.97 q 1 9 89 岩井　光大(2) 鳥取城北高 34.69 THR q
ｵｵﾀ ｻｸﾏ 鳥　取 ﾅｶﾓﾄ ｾｲﾀ 鳥　取

2 5 149 太田　咲真(2) 鳥取東高 37.34 q 2 4 181 中本　征汰(2) 倉吉東高 36.10 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾆﾄ 鳥　取 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ 鳥　取

3 7 176 原田　弐翔(3) 倉吉東高 37.38 q 3 5 227 佐藤　和歩(3) 鳥取育英高 36.13 q
ﾏﾝﾊﾞ ｵｳｽｹ 鳥　取 ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾔ 鳥　取

4 6 58 萬場 凰介(2) 倉吉総産高 37.86 4 7 55 小椋 悠矢(2) 倉吉総産高 37.37 q
ﾏﾙﾔﾏ ｸｳﾄ 鳥　取 ﾅｲﾄｳ ｺｳｷ 鳥　取

5 9 167 丸山　空斗(2) 米子東高 39.33 5 8 172 内藤　晃生(2) 米子東高 37.47
ﾃﾂﾓﾄ ﾕｳﾋ 鳥　取 ﾀｶﾀ ｺｳﾖｳ 鳥　取

6 8 56 鐵本 雄飛(2) 倉吉総産高 39.74 6 6 144 高田　洸洋(2) 鳥取東高 39.87
ｲﾉｳｴ ﾚｵﾝ 鳥　取

3 222 井上　澪音(3) 鳥取育英高 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

ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾔ 鳥　取

1 6 226 岡田　智哉(3) 鳥取育英高 36.10 q
ｼｲﾉｷ ﾓﾄｱｷ 鳥　取

2 7 956 椎木　基覚(3) 西伯郡陸協 37.82
ﾑﾗｿ ｳﾏ 鳥　取

3 9 168 武良　壮真(2) 米子東高 38.53
ｳｴﾏﾂ ﾐｽﾞｷ 鳥　取

3 221 植松　瑞希(3) 鳥取育英高 DNS
ｼﾊﾞﾀ ｶﾞｲ 鳥　取

4 174 柴田　凱(3) 米子東高 DNS
ﾀｶﾐ ｿｳｲﾁ 鳥　取

5 60 髙見 颯一(2) 倉吉総産高 DNS
ｲｼｲ ｶｹﾙ 鳥　取

8 87 石井　翔琉(2) 鳥取城北高 DNS

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾜｲ ｺｳﾀ 鳥　取

1 7 89 岩井　光大(2) 鳥取城北高 34.03 THR
ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾔ 鳥　取

2 6 226 岡田　智哉(3) 鳥取育英高 34.72
ｲﾉｳｴ ｺﾄﾜ 鳥　取

3 4 242 井上　詞倭(2) 鳥取育英高 34.86
ﾅｶﾓﾄ ｾｲﾀ 鳥　取

4 5 181 中本　征汰(2) 倉吉東高 35.25
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ 鳥　取

5 9 227 佐藤　和歩(3) 鳥取育英高 36.77
ｵｵﾀ ｻｸﾏ 鳥　取

6 8 149 太田　咲真(2) 鳥取東高 37.25
ﾊﾗﾀﾞ ﾆﾄ 鳥　取

7 2 176 原田　弐翔(3) 倉吉東高 37.99
ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾔ 鳥　取

3 55 小椋 悠矢(2) 倉吉総産高 DNS

凡例  THR:県高校記録 DNS:欠場



少年Ａ男子300ｍH（0.914ｍ）
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 14:45 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾗﾐﾂ ｲｯｻ 鳥　取

1 5 91 倉光　一冴(2) 鳥取城北高 39.37
ﾐｮｳｶﾞ ｼｭﾝﾀ 鳥　取

2 7 205 茗荷　駿多(2) 鳥取敬愛高 40.48
ﾅｶﾞﾐ ｶｲ 鳥　取

3 6 66 永見　海(3) 鳥取城北高 40.67
ｶﾐﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 鳥　取

4 8 64 上林　洸稀(3) 鳥取城北高 41.22
ｵｸﾞﾗ ﾘﾝﾄ 鳥　取

9 281 小倉　凛隼(1) 鳥取育英高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ｂ男子100m
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 10:45 予　選
7月17日 12:40 決　勝

予　選　4組0着＋8

1組 (風:-0.7) 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
ﾀﾅｶ ｼｭﾝ 鳥　取 ﾑﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 鳥　取

1 4 190 田中　旬(1) 倉吉東高 11.63 q 1 4 150 村口　誠仁(1) 鳥取東高 11.70 q
ﾀｶﾐ ﾘｮｳ 鳥　取 ﾊﾗﾀﾞ ﾃﾝﾁ 鳥　取

2 8 121 高見　亮(1) 鳥取城北高 12.10 2 6 282 原田　辿地(1) 鳥取西高 11.73 q
ﾄﾞﾊﾞｼ ｾﾞﾝﾀ 鳥　取 ｶﾒｲ ｴｲﾀ 鳥　取

3 7 322 土橋　禅旅(1) 鳥取西高 12.11 3 3 195 亀井　瑛太(1) 倉吉東高 12.50
ﾄｸﾀﾞ ﾄｼｷ 鳥　取 ﾏｴｶﾜ ﾀｲﾖｳ 鳥　取

4 5 115 徳田　稔己(1) 鳥取城北高 12.23 4 5 215 前川 太陽(1) 倉吉総産高 12.69
ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 鳥　取 ﾀﾑﾗ ｶｲﾄ 鳥　取

5 9 211 岡田 大輝(1) 倉吉総産高 12.26 5 8 319 田村　海翔(1) 鳥取育英高 13.18
ﾅﾙｻﾜ ｱｲﾄ 鳥　取 ﾌｻﾔｽ ﾚｲ 鳥　取

6 2 320 成澤　愛翔(1) 鳥取育英高 12.55 6 2 329 房安　玲(1) 鳥取東高 13.22
ﾔｽﾏ ﾊﾙﾋｺ 鳥　取 ｶﾐｵ ﾚﾝ 鳥　取

7 3 264 安間　晴彦(1) 鳥取城北高 12.56 7 9 333 神尾　蓮(1) 鳥取東高 13.24
ﾀｹﾓﾘ ﾔﾏﾄ 鳥　取 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 鳥　取

8 1 345 竹森　大和(1) 鳥取東高 13.62 1 113 谷口　智哉(1) 鳥取城北高 DNS
ﾓﾄｲｹ ﾀｸﾑ 鳥　取 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 鳥　取

6 47 本池　拓夢(1) 境高 DNS 7 105 竹林　陽翔(1) 鳥取城北高 DNS

3組 (風:+1.5) 4組 (風:+3.2)

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
ｺﾀﾞﾆ ｸｳｶﾞ 鳥　取 ｶﾜﾓﾄ ｴﾙ 鳥　取

1 4 696 小谷　空我(3) 気高中 11.02 q 1 5 186 河本　英瑠(1) 倉吉東高 11.31 q
ｲｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 鳥　取 ﾓﾘﾀ ｾｲｺﾞｳ 鳥　取

2 6 50 伊澤　健斗(1) 境高 11.11 q 2 7 46 森田　征剛(1) 境高 11.44 q
ｼｵﾐ ﾕｳﾏ 鳥　取 ﾀｷﾔﾏ ﾀｲｾｲ 鳥　取

3 5 107 塩見　裕真(1) 鳥取城北高 11.96 q 3 6 332 滝山　泰生(1) 鳥取東高 12.05
ﾆｼｶﾜ ﾅﾙﾄ 鳥　取 ｼｹﾞﾉﾌﾞ ﾀｲﾁ 鳥　取

4 8 124 西川　成土(1) 鳥取城北高 12.03 4 3 191 重信　太壱(1) 倉吉東高 12.29
ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 鳥　取

5 3 331 新藤　雄大(1) 鳥取東高 12.16 5 4 325 田中　陽登(1) 鳥取西高 12.29
ｷﾇｶﾞｻ ｼﾝｲﾁ 鳥　取 ｲﾜｶﾞｷ ﾕｳ 鳥　取

6 7 187 衣笠　慎一(1) 倉吉東高 12.29 6 9 216 岩垣 佑(1) 倉吉総産高 12.41
ﾔｷﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 鳥　取 ﾜﾕ ﾘｸﾄ 鳥　取

7 9 193 矢木　翔太朗(1) 倉吉東高 12.60 7 8 286 和湯　陸斗(1) 鳥取育英高 12.45
ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ 鳥　取 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅｾ 鳥　取

8 1 263 安藤　快翔(1) 米子北高 12.80 8 2 106 渡辺　陽和世(1) 鳥取城北高 12.64
ｳｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 鳥　取

9 2 199 臼田　健太郎(1) 倉吉東高 13.29

決　勝　

(風:+2.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾀﾞﾆ ｸｳｶﾞ 鳥　取

1 4 696 小谷　空我(3) 気高中 10.99
ｲｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 鳥　取

2 7 50 伊澤　健斗(1) 境高 11.00
ｶﾜﾓﾄ ｴﾙ 鳥　取

3 6 186 河本　英瑠(1) 倉吉東高 11.21
ﾓﾘﾀ ｾｲｺﾞｳ 鳥　取

4 5 46 森田　征剛(1) 境高 11.36
ﾑﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 鳥　取

5 9 150 村口　誠仁(1) 鳥取東高 11.48
ﾀﾅｶ ｼｭﾝ 鳥　取

6 8 190 田中　旬(1) 倉吉東高 11.71
ﾊﾗﾀﾞ ﾃﾝﾁ 鳥　取

7 3 282 原田　辿地(1) 鳥取西高 11.79
ｼｵﾐ ﾕｳﾏ 鳥　取

8 2 107 塩見　裕真(1) 鳥取城北高 11.85

凡例  DNS:欠場



少年Ｂ男子3000m
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 13:20 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

ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 鳥　取 ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾀ 鳥　取

1 1 110 中島 和希(1) 鳥取城北高 9:33.02 1 10 27 橋本　蒼太(1) 八頭高 9:02.99
ﾂｼﾞ ﾘｮｳﾄ 鳥　取 ﾔﾌﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取

2 8 116 辻 亮斗(1) 鳥取城北高 9:33.32 2 15 194 矢吹　駿裕(1) 倉吉東高 9:09.25
ｱﾀﾗｼ ｶｲﾄ 鳥　取 ﾑﾗｵ ｷｮｳｽｹ 鳥　取

3 10 323 新　海人(1) 鳥取西高 9:44.75 3 4 109 村尾 恭輔(1) 鳥取城北高 9:10.23
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 鳥　取 ﾊｼﾓﾄ ﾆｼｷ 鳥　取

4 11 302 松原　佑樹(1) 岩美高 9:45.97 4 1 198 橋本　錦(1) 倉吉東高 9:12.45
ﾀｹﾍﾞ ﾃﾝﾏ 鳥　取 ﾎｿｶﾜ ﾅｵﾀﾛｳ 鳥　取

5 13 192 竹部　槙馬(1) 倉吉東高 9:46.69 5 16 122 細川 直太朗(1) 鳥取城北高 9:16.19
ｵｵｼﾏ ｿｳｽｹ 鳥　取 ﾓﾘﾀ ﾘﾂ 鳥　取

6 16 111 大島 宗介(1) 鳥取城北高 9:54.82 6 13 108 盛田 颯(1) 鳥取城北高 9:29.46
ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 鳥　取 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 鳥　取

7 2 328 山田　慶太朗(1) 鳥取西高 10:09.14 7 5 118 竹内 優貴(1) 鳥取城北高 9:30.21
ﾅｶﾞﾐ ﾅｷﾞﾄ 鳥　取 ｵｵﾓﾘ ｾﾅ 鳥　取

8 6 321 永見　凪翔(1) 鳥取育英高 10:17.99 8 9 112 大森 世梛(1) 鳥取城北高 10:25.99
ﾂｷﾀﾆ ｼﾝﾉｽｹ 鳥　取 ﾔﾏﾈ ｺｳﾖｳ 鳥　取

9 15 314 月谷　槙之介(1) 境高 10:33.88 2 8 山根　紅葉(1) 米子松蔭高 DNS
ｻｻｷ ｶｲﾄ 鳥　取 ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾐ 鳥　取

10 7 275 佐々木　海斗(1) 米子東高 10:38.31 3 10 川上　拓海(1) 米子松蔭高 DNS
ﾔﾏﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ 鳥　取 ﾃｳﾁ ﾀｲｷ 鳥　取

11 5 308 山本　耀平(1) 岩美高 10:46.48 6 7 手打　大樹(1) 米子松蔭高 DNS
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾐﾁ 鳥　取 ﾓﾘﾀ ｳｷｮｳ 鳥　取

12 14 285 田中 陽道(1) 鳥取城北高 10:59.26 7 5 森田　佑京(1) 米子松蔭高 DNS
ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｼﾝ 鳥　取 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 鳥　取

13 4 280 足立　隆心(1) 鳥取育英高 11:32.18 8 12 松山　稜平(1) 米子松蔭高 DNS
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 鳥　取 ｵｵｼﾀ ﾄﾓﾔ 鳥　取

3 11 遠藤　駿(1) 米子松蔭高 DNS 11 9 大下　智矢(1) 米子松蔭高 DNS
ﾐﾂﾓﾄ ｼｭﾝｺﾞ 鳥　取 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｸﾄ 鳥　取

9 4 光本　隼梧(1) 米子松蔭高 DNS 12 28 山本　光空(1) 八頭高 DNS
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 鳥　取 ｼﾓｾｷ ｿｳﾄ 鳥　取

12 117 山本 遥稀(1) 鳥取城北高 DNS 14 6 下関　創大(1) 米子松蔭高 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

ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾀ 鳥　取

1 27 橋本　蒼太(1) 八頭高 9:02.99
ﾔﾌﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 鳥　取

2 194 矢吹　駿裕(1) 倉吉東高 9:09.25
ﾑﾗｵ ｷｮｳｽｹ 鳥　取

3 109 村尾 恭輔(1) 鳥取城北高 9:10.23
ﾊｼﾓﾄ ﾆｼｷ 鳥　取

4 198 橋本　錦(1) 倉吉東高 9:12.45
ﾎｿｶﾜ ﾅｵﾀﾛｳ 鳥　取

5 122 細川 直太朗(1) 鳥取城北高 9:16.19
ﾓﾘﾀ ﾘﾂ 鳥　取

6 108 盛田 颯(1) 鳥取城北高 9:29.46
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 鳥　取

7 118 竹内 優貴(1) 鳥取城北高 9:30.21
ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 鳥　取

8 110 中島 和希(1) 鳥取城北高 9:33.02

凡例  DNS:欠場



少年Ｂ男子110mH(0.991m)
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 15:30 決　勝

決　勝　

(風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾅｶ ﾅｷﾞﾄ 鳥　取

1 9 48 山中　梛斗(1) 境高 15.09
ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ 鳥　取

2 8 331 新藤　雄大(1) 鳥取東高 17.61



少年Ｂ男子走幅跳
審 判 長：湊　英之
記録主任：安達　暢

7月17日 10:00 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

ﾓﾘﾀ ｾｲｺﾞｳ 鳥　取 6m11 × － 6m51 6m11 6m43 6m51
1 4 46 森田　征剛(1) 境高 +2.8 +3.1 +0.4 +1.9 +3.1

ﾀﾅｶ ｼｭﾝ 鳥　取 6m28 × － 6m21 × 5m38 6m28
2 2 190 田中　旬(1) 倉吉東高 +1.6 +3.3 +1.3 +1.6

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 鳥　取 5m62 5m62 5m57 5m92 × 5m61 5m92
3 1 113 谷口　智哉(1) 鳥取城北高 +1.4 +0.8 +0.2 +2.5 +0.3 +2.5

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ 鳥　取 × 5m56 5m73 × × × 5m73
4 3 114 山下　紘輝(1) 鳥取城北高 +0.4 +0.3 +0.3

ｷﾇｶﾞｻ ｼﾝｲﾁ 鳥　取 5m62 5m66 － 3m51 5m59 5m56 5m66
5 7 187 衣笠　慎一(1) 倉吉東高 +1.3 +1.0 +2.7 +1.4 +1.4 +1.0

ｶﾒｲ ｴｲﾀ 鳥　取 × 5m33 － × 2m25 5m07 5m33
6 6 195 亀井　瑛太(1) 倉吉東高 +2.2 +1.5 +2.8 +2.2

ﾀｷﾔﾏ ﾀｲｾｲ 鳥　取 4m83 3m42 － 5m15 5m05 4m24 5m15
7 8 332 滝山　泰生(1) 鳥取東高 +2.7 +1.7 +1.9 +2.2 +1.8 +1.9

ﾀﾏｷ ﾗｲｷ 鳥　取

5 43 玉木  來輝(1) 境高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ｂ男子円盤投(1.500kg)
審 判 長：山下　美乃里

記録主任：安達　暢

7月17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

ｺﾀﾞｹ ﾊﾔﾄ 鳥　取

1 4 210 小竹 颯人(1) 倉吉総産高 25m31 × 24m38 25m31 27m57 × 26m61 27m57
ﾄｸﾓﾄ ﾖｳｾｲ 鳥　取

2 2 309 德本　耀星(1) 岩美高 25m29 × 27m18 27m18 23m35 × 26m01 27m18
ｳｴｼﾞﾏ ｶｲｾｲ 鳥　取

3 3 318 植嶋　海成(1) 鳥取湖陵高 17m46 16m57 17m73 17m73 19m52 17m21 17m21 19m52
ﾌｼﾞｵｶ ｺｳﾀ 鳥　取

4 1 317 藤岡　孝太(1) 鳥取湖陵高 15m04 14m16 × 15m04 17m95 18m59 × 18m59
ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 鳥　取

5 214 濱田 悠希(1) 倉吉総産高 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子四種競技(女子)
審 判 長：佐々木　誠

記録主任：安達　暢

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 100mH 走高跳 砲丸投 200m 総合 ｺﾒﾝﾄ

14.91 1m41 9m78 27.70
1 1 +1.7 +0.3 2547

(854) (523) (515) (655)
16.42 1m26 8m00 29.78

2 333 +1.7 +0.3 1930
(664) (369) (399) (498)
17.70 1m38 6m59 29.46

3 287 +1.7 +0.3 1840
(520) (491) (309) (520)
18.63 1m29 5m85 31.04

4 15 +1.7 +0.3 1498
(425) (399) (262) (412)
18.98 1m15 6m89 33.39

5 450 +1.7 +0.3 1258
(392) (266) (328) (272)(3)

(3)
ﾏﾂﾑﾗ ﾒｲ 鳥　取

松村  めい 鳥取北中

(3)
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾐ 鳥　取

松本　真実 境港第三中

(3)
ｾｾ ﾐｻｷ 鳥　取

世瀬　美咲 鴨川中

(3)
ﾏｴﾀ ﾘﾅ 鳥　取

前田 利菜 東伯中

氏名 所属

ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ 鳥　取

松本　葵 弓ヶ浜中

凡例 



中学女子四種競技(女子) 100mH(0.762m)
審 判 長：佐々木　誠

記録主任：安達　暢

7月17日 09:30 決　勝

(風:+1.7)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ 鳥　取

1 7 1 松本　葵(3) 弓ヶ浜中 14.91 854
ﾏｴﾀ ﾘﾅ 鳥　取

2 6 333 前田 利菜(3) 東伯中 16.42 664
ｾｾ ﾐｻｷ 鳥　取

3 8 287 世瀬　美咲(3) 鴨川中 17.70 520
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾐ 鳥　取

4 5 15 松本　真実(3) 境港第三中 18.63 425
ﾏﾂﾑﾗ ﾒｲ 鳥　取

5 9 450 松村  めい(3) 鳥取北中 18.98 392



中学女子四種競技(女子) 走高跳
審 判 長：佐々木　誠

記録主任：安達　暢

7月17日 11:30  1組

ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ 鳥　取 － － － － ○ × ○ ○ × × ○

1 4 1 松本　葵(3) 弓ヶ浜中 ○ × ○ × × × 1m41 523
ｾｾ ﾐｻｷ 鳥　取 － － － ○ ○ ○ ○ × ○

2 5 287 世瀬　美咲(3) 鴨川中 ○ × × × 1m38 491
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾐ 鳥　取 － ○ ○ ○ × ○ ○ × × ×

3 1 15 松本　真実(3) 境港第三中 1m29 399
ﾏｴﾀ ﾘﾅ 鳥　取 － ○ × ○ ○ × ○ × × ×

4 2 333 前田 利菜(3) 東伯中 1m26 369
ﾏﾂﾑﾗ ﾒｲ 鳥　取 × × ○ × × ○ × × ×

5 3 450 松村  めい(3) 鳥取北中 1m15 266

1m29 1m32 1m35
記録 得点 ｺﾒﾝﾄ

1m15

1m41

1m20

1m44

1m23 1m26
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m10

1m38



中学女子四種競技(女子) 砲丸投(2.721kg)
審 判 長：佐々木　誠

記録主任：安達　暢

7月17日 13:30  1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ 鳥　取

1 3 1 松本　葵(3) 弓ヶ浜中
ﾏｴﾀ ﾘﾅ 鳥　取

2 5 333 前田 利菜(3) 東伯中
ﾏﾂﾑﾗ ﾒｲ 鳥　取

3 1 450 松村  めい(3) 鳥取北中
ｾｾ ﾐｻｷ 鳥　取

4 2 287 世瀬　美咲(3) 鴨川中
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾐ 鳥　取

5 4 15 松本　真実(3) 境港第三中

1回目 2回目 3回目 記録 得点

9m18 9m78 6m76 9m78 515

8m00 7m50 7m72 8m00 399

5m65 6m89 6m85 6m89 328

5m84 6m59 5m67 6m59

262

309

5m29 5m62 5m85 5m85



中学女子四種競技(女子) 200m
審 判 長：佐々木　誠

記録主任：安達　暢

7月17日 15:45 決　勝

(風:+0.3)

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 得点 ｺﾒﾝﾄ
ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ 鳥　取

1 4 1 松本　葵(3) 弓ヶ浜中 27.70 655
ｾｾ ﾐｻｷ 鳥　取

2 6 287 世瀬　美咲(3) 鴨川中 29.46 520
ﾏｴﾀ ﾘﾅ 鳥　取

3 5 333 前田 利菜(3) 東伯中 29.78 498
ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾐ 鳥　取

4 7 15 松本　真実(3) 境港第三中 31.04 412
ﾏﾂﾑﾗ ﾒｲ 鳥　取

5 8 450 松村  めい(3) 鳥取北中 33.39 272



少年女子共通走高跳
審 判 長：湊　英之
記録主任：安達　暢

7月17日 09:45 決　勝

決　勝　

ｲﾄｳ ﾕｲ 鳥　取 － － ○ ○ × ○ × × ×

1 2 37 井東　結(2) 境高 1m55
ﾅｶﾑﾗ ｶｺ 鳥　取 × ○ ○ × × ×

2 1 131 中村　香子(3) 倉吉東高 1m40
ﾀｶﾏﾂ ｱﾔ 鳥　取 ○ × × ×

3 4 150 髙松 亜弥(1) 倉吉総産高 1m35
ｶﾜｼﾏ ﾘﾝｶ 鳥　取

3 151 川嶋 凛華(1) 倉吉総産高 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m35

ｺﾒﾝﾄ
1m40 1m45 1m50 1m55 1m60

記録

凡例  DNS:欠場



少年女子共通走幅跳
審 判 長：湊　英之
記録主任：安達　暢

7月17日 10:00 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

ﾜｷﾀ ﾁﾎ 鳥　取 × 5m01 5m28 5m06 5m07 5m33 5m33
1 12 117 脇田　千穂(2) 倉吉東高 +0.7 +2.3 +0.4 +1.5 +0.9 +0.9

ｸﾆｲｼ ｶｽﾐ 5m25 5m21 5m30 5m27 5m21 5m11 5m30
2 13 50 國石　香純(3) 鳥取城北高 +2.7 +1.3 +2.4 +0.7 +3.4 -0.4 +2.4

ﾄｲﾀ ﾐﾎ 鳥　取 × 5m03 4m99 5m04 4m61 4m90 5m04
3 6 87 戸板　実穂(2) 鳥取東高 +1.7 +1.9 +2.2 0.0 +0.5 +2.2

ﾆｼｵ ﾐﾕｳ 鳥　取 5m00 × 4m74 4m86 4m80 4m66 5m00
4 7 156 西尾　心優(3) 鳥取育英高 +2.7 +2.0 +1.4 +2.4 +0.5 +2.7

ｲﾜﾉ ﾏﾅ 鳥　取 4m99 × 4m66 4m85 × × 4m99
5 9 130 岩野　真南(1) 倉吉東高 +2.0 +2.0 -0.3 +2.0

ｽｷｻﾞｷ ﾉｱ 鳥　取 4m45 4m71 4m68 4m51 4m34 × 4m71
6 1 123 鋤崎　希歩(1) 倉吉東高 +1.0 +1.7 +2.8 -0.8 +0.1 +1.7

ｸﾗﾏｽ ｻｷ 鳥　取 4m58 4m24 4m60 3m91 4m54 4m31 4m60
7 5 138 藏増　彩希(1) 倉吉東高 +0.7 +1.3 +1.5 +1.5 +1.6 +2.2 +1.5

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 鳥　取 × 4m35 4m32 － － － 4m35
8 8 199 松本　春香(1) 米子東高 +1.2 +1.9 +1.2

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 鳥　取 4m05 × × 4m05
9 4 55 谷口　陽向(2) 鳥取城北高 +0.2 +0.2

ｽｹﾀﾆ ﾏｲｺ 鳥　取 × 3m30 3m81 3m81
10 10 186 助谷　舞子(1) 鳥取育英高 +1.9 +2.4 +2.4

ｲｼﾀﾞ ﾁｮｳｶ 鳥　取 3m65 3m75 3m58 3m75
11 3 181 石田　蝶華(1) 鳥取育英高 +1.5 +1.8 +2.1 +1.8

ｻﾀﾞﾂﾈ ﾜｶｺ 鳥　取

2 132 定常　和歌子(3) 倉吉東高 DNS
ﾏｽｲ ﾐﾊﾙ 鳥　取

11 124 増井　海遥(1) 倉吉東高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年女子共通三段跳
審 判 長：湊　英之
記録主任：安達　暢

7月17日 14:30 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 ﾏﾐ 鳥　取 11m08 10m88 10m97 11m36 11m47 11m20 11m47
1 1 166 後藤　真実(3) 鳥取西高 +0.9 +0.8 +1.8 +0.8 +0.7 -0.3 +0.7

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｺ 鳥　取 10m81 11m04 × 10m88 11m11 11m19 11m19
2 4 48 小林　美心(3) 鳥取城北高 +1.5 +1.4 +2.0 +1.3 -0.2 -0.2

ﾄｲﾀ ﾐﾎ 鳥　取 10m86 10m78 10m66 10m77 10m99 10m65 10m99
3 2 87 戸板　実穂(2) 鳥取東高 +1.9 +1.4 +0.7 +0.3 0.0 -0.4 0.0

ﾅｶｼﾏ ｱﾔﾈ 鳥　取 10m81 10m74 10m51 10m50 10m33 × 10m81
4 3 69 中嶋　彩音(1) 鳥取城北高 +1.4 +1.8 +1.5 +0.4 -0.1 +1.4



少年女子Aやり投(0.600kg)
審 判 長：山下　美乃里

記録主任：安達　暢

7月17日 10:00 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

ｸﾜﾓﾄ ﾁﾅ 鳥　取

1 3 116 桑本　茅奈(3) 倉吉東高 35m07 39m06 35m72 39m06 28m75 32m84 37m26 39m06
ﾀｶﾀ ﾊﾙﾅ 鳥　取

2 2 146 高田　陽菜(2) 鳥取敬愛高 28m77 27m87 27m68 28m77 25m53 21m26 24m23 28m77
ｻﾜﾀﾞ ﾋﾅｺ 鳥　取

3 5 145 澤田　姫菜子(2) 鳥取敬愛高 15m69 16m37 16m28 16m37 16m68 × × 16m68
ﾜｶﾊﾗ ﾙｱ 鳥　取

1 135 若原　琉天(2) 倉吉東高 DNS
ｱｶｸﾏ ｺﾄ 鳥　取

4 149 赤熊 琴(2) 倉吉総産高 DNS

凡例  DNS:欠場



成年女子100m
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 12:55 決　勝

決　勝　

(風:+2.8)

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 6 148 角　良子(1) 立命館大 11.98
ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ 鳥　取

2 5 482 前田　夏美(4) 甲南大 12.33
ｵｻｷ ｱｶﾘ 鳥　取

3 8 496 尾崎　星(2) 甲南大 12.55
ﾄﾞｲ ｱｶﾘ 鳥　取

4 7 1204 土井 あかり(2) 環太平洋大 12.89
ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｵ 鳥　取

5 9 765 川口　梨央 NPOかがやき 13.45



成年女子走高跳
審 判 長：湊　英之
記録主任：安達　暢

7月17日 09:45 決　勝

決　勝　

ｶｶﾞﾜ ﾚｲﾅ 鳥　取 × × ×

1 1240 加河 鈴菜(1) 環太平洋大 NM

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



成年女子棒高跳
審 判 長：湊　英之
記録主任：安達　暢

7月17日 10:00 決　勝

決　勝　

ｻｻｷ ｱｲ 鳥　取 － － － － － － － －

1 1 134 佐々木　愛(3) 倉吉東高 × ○ ○ ○ ○ × × × 3m10
ｼﾐｽﾞ ｱｵｲ 鳥　取 － － － － － － ○ －

2 2 111 清水　葵(1) 倉吉総産高 ○ ○ × ○ × × × 3m00
ﾀｶﾏﾂ ｱﾔ 鳥　取 × ○ － ○ ○ × × ×

3 3 150 髙松 亜弥(1) 倉吉総産高 2m30
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙｶ 鳥　取 － － － － － × × ×

4 180 岡田 はるか(1) 倉吉総産高 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m00

2m80

2m10

2m90

2m20

3m00

2m30

3m10
ｺﾒﾝﾄ

2m40

3m20

2m50 2m60 2m70
記録

凡例  NM:記録なし



成年女子走幅跳
審 判 長：湊　英之
記録主任：安達　暢

7月17日 10:00 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

ｱﾘﾓﾄ ﾘﾘ 鳥　取 5m90 5m69 5m84 5m64 5m78 × 5m90
1 1 280 有本　吏里(3) びわこ成蹊スポーツ大 +0.9 +2.1 +2.3 -0.2 +0.9 +0.9

ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｵ 鳥　取 × 4m85 4m89 4m50 4m78 × 4m89
2 2 765 川口　梨央 NPOかがやき +2.8 +3.0 +2.0 +2.7 +3.0



成年女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：山下　美乃里

記録主任：安達　暢

7月17日 10:00 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

ｶｶﾞﾜ ﾚｲﾅ 鳥　取

1 1 1240 加河 鈴菜(1) 環太平洋大 7m86 8m19 8m03 8m19 7m04 × 7m81 8m19



成年女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：山下　美乃里

記録主任：安達　暢

7月17日 14:30 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

ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾊ 鳥　取

1 1 840 多田　一葉 まなびや園 54m06 53m54 × 54m06 × × × 54m06



成年女子やり投(0.600kg)
審 判 長：山下　美乃里

記録主任：安達　暢

7月17日 10:00 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

ｺﾞﾄｳ ﾘﾘｶ 鳥　取

1 1 10010 後藤　莉々果(2) 日本大学 39m71 × 36m70 39m71 39m89 38m46 40m03 40m03



少年Ａ女子100m
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 11:00 予　選
7月17日 12:45 決　勝

予　選　2組0着＋8

1組 (風:+1.4) 2組 (風:+1.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾒﾔﾏ ｳﾗﾗ 鳥　取 ｻｻｷ ﾏﾎ 鳥　取

1 5 155 亀山　うらら(3) 鳥取育英高 12.14 q 1 6 154 佐々木　真歩(3) 鳥取育英高 12.17 q
ﾜｷﾀ ﾁﾎ 鳥　取 ﾌｸｼﾏ ﾋﾅﾀ 鳥　取

2 6 117 脇田　千穂(2) 倉吉東高 12.62 q 2 4 153 福嶋　ひなた(3) 鳥取育英高 12.47 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁ 鳥　取 ｸﾛｲﾜ ｱﾏﾈ 鳥　取

3 8 127 山口　紗知(2) 倉吉東高 13.05 q 3 7 64 黒岩　あまね(3) 鳥取城北高 12.58 q
ﾀﾑﾗ ﾘｺ 鳥　取 ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ 鳥　取

4 1 96 田村　倫子(3) 米子東高 13.07 4 5 11 内田　美咲(3) 八頭高 12.65 q
ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾔﾈ 鳥　取 ｲﾀﾐ ｼﾞｭﾘ 鳥　取

5 2 165 宮川　彩音(3) 鳥取西高 13.73 5 8 147 伊丹　樹里(3) 倉吉東高 12.89 q
ﾅｶﾑﾗ ｶｺ 鳥　取 ｻﾀﾞﾂﾈ ﾜｶｺ 鳥　取

6 3 131 中村　香子(3) 倉吉東高 13.99 6 3 132 定常　和歌子(3) 倉吉東高 14.30
ﾕﾑﾗ ｻﾗ 鳥　取 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉ 鳥　取

7 9 57 湯村　沙羅(2) 鳥取城北高 14.22 7 2 160 田中　遥乃(2) 鳥取育英高 14.49
ﾉﾂﾞ ﾅﾅﾐ 鳥　取 ｻﾈｼｹﾞ ﾊﾙﾅ 鳥　取

4 162 野津　七海(3) 鳥取育英高 DNS 9 119 實繁　悠菜(2) 倉吉東高 DNS
ﾆｼｸﾞﾁ ｿﾗ 鳥　取

7 159 西口　そら(2) 鳥取育英高 DNS

決　勝　

(風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾒﾔﾏ ｳﾗﾗ 鳥　取

1 4 155 亀山　うらら(3) 鳥取育英高 11.94
ｻｻｷ ﾏﾎ 鳥　取

2 5 154 佐々木　真歩(3) 鳥取育英高 12.04
ﾌｸｼﾏ ﾋﾅﾀ 鳥　取

3 7 153 福嶋　ひなた(3) 鳥取育英高 12.35
ｸﾛｲﾜ ｱﾏﾈ 鳥　取

4 6 64 黒岩　あまね(3) 鳥取城北高 12.37
ﾜｷﾀ ﾁﾎ 鳥　取

5 8 117 脇田　千穂(2) 倉吉東高 12.38
ｳﾁﾀﾞ ﾐｻｷ 鳥　取

6 9 11 内田　美咲(3) 八頭高 12.62
ｲﾀﾐ ｼﾞｭﾘ 鳥　取

7 3 147 伊丹　樹里(3) 倉吉東高 12.82
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁ 鳥　取

8 2 127 山口　紗知(2) 倉吉東高 12.89

凡例  DNS:欠場



少年Ａ女子800m
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 11:50 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾌﾞｷ ﾐｿﾗ 鳥　取

1 8 148 矢吹　美宙(3) 倉吉東高 2:12.21
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾅｺ 鳥　取

2 9 52 土橋　日菜子(2) 鳥取城北高 2:20.31
ｲﾁﾀﾆ ﾃﾝﾘ 鳥　取

3 7 58 市谷　天李(2) 鳥取城北高 2:37.64



少年Ａ女子3000m
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 13:05 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜﾓﾄ ｵﾄｶ 鳥　取

1 9 61 河本　乙花(2) 鳥取城北高 10:22.42
ﾊﾏｶﾞﾐ ｺｺﾐ 鳥　取

2 1 49 濱上　小杏実(3) 鳥取城北高 10:28.53
ｶﾜｼﾏ ｺｺﾛ 鳥　取

3 5 53 川島　心蕗(2) 鳥取城北高 10:52.21
ﾀｹﾓﾄ ﾎﾉｶ 鳥　取

4 8 133 竹本　ほのか(3) 倉吉東高 10:53.49
ｶﾜﾀ ﾘｺ 鳥　取

5 17 120 河田　理子(2) 倉吉東高 10:58.25
ｳｴﾉ ｽｽﾞｶ 鳥　取

6 7 163 上野　涼夏(2) 鳥取育英高 11:04.32
ｷﾀｻｺ ﾊﾅ 鳥　取

7 13 121 北迫　花(2) 倉吉東高 11:10.32
ﾔﾏｼﾀ ｲﾁｺﾞ 鳥　取

8 14 63 山下　甘紅香(3) 鳥取城北高 11:16.43
ﾀｹﾓﾄ ﾚﾌ 鳥　取

9 12 62 竹本　れふ(3) 鳥取城北高 11:16.77
ｳﾁﾀﾞ ｱｶﾘ 鳥　取

10 11 2 内田　あかり(3) 八頭高 11:23.47
ｽﾐ ﾓｴ 鳥　取

11 16 157 鷲見　萌(3) 鳥取育英高 11:33.41
ﾀｶﾞﾜ ﾕｷﾅ 鳥　取

12 6 65 田川　雪菜(2) 鳥取城北高 11:47.84
ｱﾘﾓﾄ ｶﾚﾝ 鳥　取

13 18 6 有本　佳蓮(2) 八頭高 12:20.71
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝｽﾞ 鳥　取

15 5 小林　杏(2) 八頭高 DNF
ﾔﾌﾞｷ ﾐｿﾗ 鳥　取

2 148 矢吹　美宙(3) 倉吉東高 DNS
ﾋﾉ ｽｽﾞﾅ 鳥　取

3 1 樋野　紗凪(3) 八頭高 DNS
ﾌｸﾗ ﾅｺﾞﾐ 鳥　取

4 158 福羅　和(2) 鳥取育英高 DNS
ﾖﾘﾌｼﾞ ﾁｱﾘ 鳥　取

10 59 依藤　知愛(2) 鳥取城北高 DNS
ｲｿｵ ﾏﾘｺ 鳥　取

19 164 磯尾　真理子(3) 鳥取西高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



少年Ａ女子100mH(0.840m)
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 15:20 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
ﾌｸｼﾏ ﾋﾅﾀ 鳥　取

1 6 153 福嶋　ひなた(3) 鳥取育英高 14.11
ﾌｶﾀﾞ ｱﾔﾅ 鳥　取

2 7 54 深田　彩名(2) 鳥取城北高 15.17
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鳥　取

3 8 56 中村　朱里(2) 鳥取城北高 15.41
ﾆｼｸﾞﾁ ｿﾗ 鳥　取

9 159 西口　そら(2) 鳥取育英高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ａ女子300ｍ
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 14:55 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾎ 鳥　取

1 1 60 門脇　志歩(2) 鳥取城北高 40.66
ｻｻｷ ﾏﾎ 鳥　取

2 5 154 佐々木　真歩(3) 鳥取育英高 41.80
ｲﾀﾐ ｼﾞｭﾘ 鳥　取

3 7 147 伊丹　樹里(3) 倉吉東高 41.96
ﾀﾑﾗ ﾘｺ 鳥　取

4 2 96 田村　倫子(3) 米子東高 43.18
ﾔﾏｳﾁ ｱﾔﾒ 鳥　取

5 8 10 山内　郁芽(3) 八頭高 43.48
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 鳥　取

6 6 16 小林　愛実(2) 八頭高 44.06
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁ 鳥　取

7 4 127 山口　紗知(2) 倉吉東高 44.30
ｷﾉｼﾀ ﾏﾅ 鳥　取

3 15 木下　真那(2) 八頭高 DNS
ｸﾛｲﾜ ｱﾏﾈ 鳥　取

9 64 黒岩　あまね(3) 鳥取城北高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ａ女子300ｍH（0.762ｍ）
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 14:40 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｼﾞｲｴ ｲﾂｶ 鳥　取

1 9 51 氏家　慈香(3) 鳥取城北高 47.67
ﾀﾅｶ ﾕﾗ 鳥　取

6 167 田中　ゆら(2) 鳥取西高 DNS
ｻﾈｼｹﾞ ﾊﾙﾅ 鳥　取

7 119 實繁　悠菜(2) 倉吉東高 DNS
ﾌｶﾀﾞ ｱﾔﾅ 鳥　取

8 54 深田　彩名(2) 鳥取城北高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ｂ女子100m
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 10:30 予　選
7月17日 12:35 決　勝

予　選　3組0着＋8

1組 (風:+2.4) 2組 (風:+2.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵﾊｼ ﾘﾝ 鳥　取 ﾏｴﾀ ｻｸﾗ 鳥　取

1 7 74 大橋　凛(1) 鳥取城北高 12.57 q 1 5 535 前田　さくら(3) 中ノ郷中 12.31 q
ｺｴﾀｶ ﾐﾗｲ 鳥　取 ﾔｽﾀﾞ ｾﾘﾊ 鳥　取

2 5 67 聲高　未来(1) 鳥取城北高 13.34 q 2 4 129 保田　芹葉(1) 倉吉東高 13.44 q
ﾅｶﾀ ﾐｳ 鳥　取 ｸﾗﾏｽ ｻｷ 鳥　取

3 3 179 中田　実羽(1) 鳥取敬愛高 13.63 q 3 9 138 藏増　彩希(1) 倉吉東高 13.93
ﾀﾅｶ ｶｴﾃﾞ 鳥　取 ｵｵﾀﾆ ﾏﾘ 鳥　取

4 4 125 田中　楓(1) 倉吉東高 13.72 4 8 183 大谷　茉莉(1) 鳥取西高 13.95
ﾆｼﾓﾄ ﾋｶﾘ 鳥　取 ｶﾀﾔﾏ ｱﾝｼﾞｭ 鳥　取

5 9 182 西本　光(1) 鳥取西高 13.90 5 3 92 片山　杏樹(1) 鳥取東高 14.09
ｷﾇｶﾞｻ ﾋﾅﾀ 鳥　取 ﾔﾏﾓﾄ ｺﾏｷ 鳥　取

6 2 108 衣笠　日陽(1) 鳥取東高 13.91 2 188 山本　小蒔(1) 鳥取西高 DNS
ﾅﾍﾞｼﾏ ﾉﾄﾞｶ 鳥　取 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾋﾛ 鳥　取

7 8 122 鍋島　のどか(1) 倉吉東高 14.39 6 66 宮本　真優(1) 鳥取城北高 DNS
ﾄﾐﾊﾞﾔｼ ﾜｶ 鳥　取

7 93 冨林　和花(1) 鳥取東高 DNS

3組 (風:+3.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾓﾄ ｲﾁｶ 鳥　取

1 4 178 中本　唯愛(1) 鳥取敬愛高 13.09 q
ｲﾜﾉ ﾏﾅ 鳥　取

2 5 130 岩野　真南(1) 倉吉東高 13.52 q
ﾅｶｼﾏ ｱﾔﾈ 鳥　取

3 8 69 中嶋　彩音(1) 鳥取城北高 13.62 q
ﾌｸﾀ ﾕﾗ 鳥　取

4 9 187 福田　友楽(1) 鳥取西高 13.86
ﾏｴﾀ ｲﾛﾊ 鳥　取

5 3 189 前田　彩羽(1) 鳥取東高 13.95
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｱ 鳥　取

6 2 171 渡邉　由彩(1) 米子北高 14.51
ﾅｶｵ ﾓﾓｶ 鳥　取

6 76 中尾　萌々果(1) 鳥取城北高 DNS
ﾏｽｲ ﾐﾊﾙ 鳥　取

7 124 増井　海遥(1) 倉吉東高 DNS

決　勝　

(風:+2.4)

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 鳥　取

1 6 535 前田　さくら(3) 中ノ郷中 12.29
ﾅｶﾓﾄ ｲﾁｶ 鳥　取

2 4 178 中本　唯愛(1) 鳥取敬愛高 12.99
ｺｴﾀｶ ﾐﾗｲ 鳥　取

3 5 67 聲高　未来(1) 鳥取城北高 13.22
ﾔｽﾀﾞ ｾﾘﾊ 鳥　取

4 9 129 保田　芹葉(1) 倉吉東高 13.39
ｲﾜﾉ ﾏﾅ 鳥　取

5 8 130 岩野　真南(1) 倉吉東高 13.47
ﾅｶｼﾏ ｱﾔﾈ 鳥　取

6 3 69 中嶋　彩音(1) 鳥取城北高 13.59
ﾅｶﾀ ﾐｳ 鳥　取

7 2 179 中田　実羽(1) 鳥取敬愛高 13.62
ｵｵﾊｼ ﾘﾝ 鳥　取

7 74 大橋　凛(1) 鳥取城北高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ｂ女子100mH(0.762m/8.5m)
審 判 長：田中　康史

記録主任：安達　暢

7月17日 15:15 決　勝

決　勝　

(風:-0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋﾗｲ ﾐﾕ 鳥　取

1 6 41 平井　美優(1) 境高 14.68
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 鳥　取

2 8 72 小林　日和(1) 鳥取城北高 15.77
ﾔｽﾀﾞ ｾﾘﾊ 鳥　取

3 5 129 保田　芹葉(1) 倉吉東高 15.81
ﾅｶﾀ ﾐｳ 鳥　取

4 3 179 中田　実羽(1) 鳥取敬愛高 17.46
ｲｹﾓﾄ ﾘｺ 鳥　取

5 9 17 池本　理子(1) 八頭高 17.54
ﾅﾍﾞｼﾏ ﾉﾄﾞｶ 鳥　取

6 7 122 鍋島　のどか(1) 倉吉東高 18.44
ﾄﾐﾊﾞﾔｼ ﾜｶ 鳥　取

4 93 冨林　和花(1) 鳥取東高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年A女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：山下　美乃里

記録主任：安達　暢

7月17日 10:00 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

ｲﾀｸﾗ ﾐﾅﾐ 鳥　取

1 109 板倉　南実(3) 倉吉北高 DNS

凡例  DNS:欠場



少年Ｂ女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：山下　美乃里

記録主任：安達　暢

7月17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

ｱﾘﾑﾗ ﾋﾏﾘ 鳥　取

1 6 75 有村　日万里(1) 鳥取城北高 × × × × 18m92 17m03 18m92
ﾌｼﾞｲ ﾊﾙ 鳥　取

2 3 126 藤井 はる(1) 倉吉東高 14m33 16m06 × 16m06 13m15 15m01 16m84 16m84
ﾏｴﾀ ｲﾛﾊ 鳥　取

3 5 189 前田　彩羽(1) 鳥取東高 × × 10m62 10m62 15m22 15m90 16m11 16m11
ﾀﾅｶ ｶｴﾃﾞ 鳥　取

4 1 125 田中　楓(1) 倉吉東高 12m08 12m60 13m11 13m11 13m50 16m04 13m63 16m04
ｶﾀﾔﾏ ｱﾝｼﾞｭ 鳥　取

5 2 92 片山　杏樹(1) 鳥取東高 13m28 12m20 × 13m28 11m56 12m18 13m50 13m50
ｶﾜｼﾏ ﾘﾝｶ 鳥　取

4 151 川嶋 凛華(1) 倉吉総産高 DNS

凡例  DNS:欠場


