
ト ラ ッ ク 審 判 長 松本　豊文
跳 躍 審 判 長 湊　　英之
投 て き 審 判 長 加嶋　　秀

＜女子＞ 記 録 主 任 伊田　敬哲
日付 種目

前田　夏美(1) 13.34 田上　雪乃(1) 13.37 岡﨑　汀(1) 13.58 安達　香奈(1) 13.65 宍戸　遥(1) 13.67 桑本　茉奈(1) 13.80 倉本　晏朱(1) 13.82 福山　遥(1) 14.06

鳥取・鳥取南 鳥取・倉吉西 鳥取・三朝 鳥取・弓ヶ浜 鳥取・境港第二 鳥取・河北 鳥取・桜ヶ丘 鳥取・鳥取東

相生　七海(2) 12.77 宇野　茜(2) 12.97 藤井　ほのか(2) 13.19 北垣　真夕(2) 13.27 足立　春奈(2) 13.39 井上　佳奈(2) 13.60 木村　早希(2) 13.60 守本　純良愛(2) 13.79

鳥取・三朝 鳥取・鳥取南 鳥取・倉吉西 鳥取・河北 鳥取・中ノ郷 鳥取・桜ヶ丘 鳥取・境港第二 鳥取・箕蚊屋

遠藤　菜々(3) 12.74 東上　紗耶(3) 12.97 樋野　真奈花(3) 13.07 山根　美紗(3) 13.21 上田  真悠(3) 13.40 谷口　涼香(3) 13.60 中島　莉々子(3) 13.78 鬼尾　夏実(3) 13.90

鳥取・後藤ヶ丘 鳥取・中ノ郷 鳥取・後藤ヶ丘 鳥取・大山 鳥取・河原 鳥取・倉吉東 鳥取・倉吉西 鳥取・鳥取西

遠藤　菜々(3) 26.41 曾田　凜子(3) 26.89 清水  文美(3) 27.00 東上　紗耶(3) 27.26 宇野　茜(2) 27.46 前田　夏美(1) 28.29 以下無し

鳥取・後藤ヶ丘 鳥取・後藤ヶ丘 鳥取・鳥大附属 鳥取・中ノ郷 鳥取・鳥取南 鳥取・鳥取南

德田　絢子(1) 2:25.66 入江　聖奈(1) 2:25.68 山枡　千夏(1) 2:28.16 赤堀　仁美(1) 2:30.30 井垣　広美(1) 2:30.43 以下無し

鳥取・鳥大附属 鳥取・後藤ヶ丘 鳥取・大栄 鳥取・智頭 鳥取・倉吉西

松下　小夜(3) 2:22.11 澤井　真菜(3) 2:22.19 井筒　結希(3) 2:22.57 伊賀  朱里(2) 2:26.56 竹内　遥(2) 2:27.56 山脇　千雅(2) 2:28.54 以下無し

鳥取・境港第一 鳥取・福生 鳥取・岩美 鳥取・鳥大附属 鳥取・中央 鳥取・倉吉東

宇田川　里奈(3) 4:55.47 小原　瑛花(3) 4:55.76 伊賀  朱里(2) 4:56.61 中村　美菜子(2) 4:58.40 角谷　充代(3) 5:04.61 和田　泉悠(3) 5:04.76 山脇　千雅(2) 5:07.84 坂田　こころ(2) 5:09.89

鳥取・東伯 鳥取・大栄 鳥取・鳥大附属 鳥取・大栄 鳥取・気高 鳥取・境港第一 鳥取・倉吉東 鳥取・高草

坂口　詩歩(2) 15.47 福嶋　沙耶(3) 15.70 谷岡　景子(3) 16.07 安達　香奈(1) 16.08 嶋本　茜(2) 16.40 北山　莉沙(3) 16.64 山本　　彩(3) 16.69 福井　向日葵(2) 17.28

鳥取・河北 鳥取・河北 鳥取・東伯 鳥取・弓ヶ浜 鳥取・福米 鳥取・中ノ郷 鳥取・船岡 鳥取・福米

鳥取南 53.06 桜ヶ丘 53.39 後藤ヶ丘 54.16 河北 54.43 境港第二 55.51 船岡 56.18 以下無し

坂本　理菜(2) 中島　恋(2) 三明　秋穂(2) 坂手　歩実(1) 花原　紗也加(1) 藤原　菜月(1)

木下　来海(1) 井上　佳奈(2) 山田　葵(2) 山本　千尋(2) 髙木　美羽(2) 岸田　清楓(2)

宇野　茜(2) 安田　花香(1) 坂本　恵美(1) 桑本　茉奈(1) 木村　早希(2) 大谷　夏希(1)

前田　夏美(1) 倉本　晏朱(1) 入江　聖奈(1) 宮坂　茉那(2) 宍戸　遥(1) 栗本　樹里(2)

後藤ヶ丘 50.33 河北 51.97 倉吉西 53.19 境港第一 53.49 河原 54.08 福生 54.25 以下無し

遠藤　菜々(3) 福嶋　沙耶(3) 鹿田　怜那(3) 和田　泉悠(3) 田中  美邑(3) 長谷川　咲希(3)

樋野　真奈花(3) 坂口　詩歩(2) 藤井　ほのか(2) 岡崎　穂乃香(3) 上田  真悠(3) 西小野　佳子(3)

曾田　凜子(3) 吉田　瑠花(3) 中島　莉々子(3) 松下　小夜(3) 松本  真奈(2) 橋口　真音(3)

大岩　千紘(3) 北垣　真夕(2) 田上　雪乃(1) 濵田　愛莉(2) 田中  凪(2) 谷川　晴香(3)

栗本　樹里(2) 1m54 髙木　美羽(2) 1m45 田村　帆野佳(3) 1m45 本多　桃花(2) 1m40 村島　果夏(3) 1m40 西山　江利奈(2) 1m35 田中　晴菜(1) 1m35

鳥取・船岡 鳥取・境港第二 鳥取・東伯 鳥取・河北 鳥取・河北 鳥取・福米 鳥取・大栄

松岡　日菜(3) 1m40 石賀　早紀(2) 1m35

鳥取・溝口 鳥取・東伯

吉田　瑠花(3) 5m25(+0.7) 岡崎　穂乃香(3) 5m15(+1.8) 牧野　里香(3) 4m94(+1.1) 谷本　望実(2) 4m90(+2.0) 中島　杏美(3) 4m54(+1.5) 木村　まりな(2) 4m54(+2.3) 黒田　莉子(3) 4m41(+1.8) 澤丸　陽佳(3) 4m33(+0.6)

鳥取・河北 鳥取・境港第一 鳥取・北溟 鳥取・三朝 鳥取・福生 鳥取・河北 *F1 鳥取・東伯 鳥取・福米

公認4m34(+1.0)

山本　　彩(3) 12m28 岩佐　彩夏(2) 11m70 平野　華奈(3) 9m24 北山　莉沙(3) 9m00 岩山　真子(3) 8m61 松井 琉夏(3) 8m60 藤原　花梨(3) 8m48 小倉　綾香(2) 8m22

鳥取・船岡 鳥取・三朝 鳥取・中ノ郷 鳥取・中ノ郷 鳥取・倉吉西 鳥取・国府 鳥取・北溟 鳥取・中山

岩佐　彩夏(2) 40m00 須美　桃香(1) 34m60 岡村　夏々(2) 33m60 大羽　杏奈(3) 30m70 松井 琉夏(3) 29m78 野間　和佳奈(3) 29m16 小谷　香夏(2) 26m57 山形　茉有花(3) 25m50

鳥取・三朝 鳥取・岸本 鳥取・船岡 鳥取・河北 鳥取・国府 鳥取・中山 鳥取・岸本 鳥取・箕蚊屋

凡例  *F1:１回目が公認最高

中学女子走高跳

中学女子1500m

7月21日
中学女子100mH
(0.762m)風：+1.1

7月21日
中学女子
4X100mR

7月21日

7月21日
中学女子低学年
4X100mR
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中学女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯ
ｸｽﾛｰ

7月21日
中学１年女子
800m

7月21日 中学女子800m

7月21日

7月21日

7月21日
中学女子
200m風：+1.7

7位1位 2位 3位 4位

7月20日 中学女子走幅跳

7月20日
中学女子砲丸投
(2.721kg)

7月20日
中学１年女子
100m風：+0.4

7月20日
中学２年女子
100m風：+1.6

7月20日
中学３年女子
100m風：+2.0

第３９回 鳥取県中学校総合体育大会 陸上競技の部 
 
日時 平成２５年７月２０日（土）・２１日（日） 
場所 コカ・コーラウエストスポーツパーク補助競技場 

主催 鳥取県中学校体育連盟 
   （一財）鳥取陸上競技協会 
 
後援 鳥取県教育委員会 
   （公財）鳥取県体育協会 


