
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

＜男子＞ 記 録 主 任 伊田　敬哲
日付 種目

佐川　竜斗(1) 12.21 前田　健太朗(1) 12.31 大石　直徹(1) 12.43 吹野　文哉(1) 12.63 吉多　真吾(1) 12.67 真島　颯汰(1) 12.77 山下　嘉幾(1) 12.79 松本　雄大(1) 12.94

鳥取・中山 鳥取・鳥取東 鳥取・後藤ヶ丘 鳥取・福米 鳥取・鳥取西 鳥取・名和 鳥取・河北 鳥取・箕蚊屋

米澤  尚宏(2) 11.68 森本　尚基(2) 11.80 猪迫  慧二朗(2) 11.84 濵本　康平(2) 11.92 藤原　大輝(2) 12.09 宇野田  翔太(2) 12.10 東岡　晃生(2) 12.22 小泉　健(2) 12.29

鳥取・鳥大附属 鳥取・湊山 鳥取・鳥大附属 鳥取・中ノ郷 鳥取・高草 鳥取・河原 鳥取・鳥大附属 鳥取・鳥取南

坂田　育斗(3) 10.99 村上  拓哉(3) 11.24 山嵜　琉暉(3) 11.31 伊藤　睦希(3) 11.59 山崎　利洋(3) 11.73 平尾　希望(3) 11.84 谷本　恵太郎(3) 11.97 中原　健登(3) 12.01

鳥取・河北 鳥取・鳥大附属 鳥取・鳥取西 鳥取・鳥取東 鳥取・倉吉東 鳥取・智頭 鳥取・箕蚊屋 鳥取・北溟

坂田　育斗(3) 22.49 住谷　俊亮(3) 22.86 塩川　圭吾(3) 23.99 小泉　健(2) 24.37 平尾　希望(3) 24.38 岩本　恭平(3) 24.39 以下無し

鳥取・河北 鳥取・鳥取西 鳥取・倉吉東 鳥取・鳥取南 鳥取・智頭 鳥取・智頭

住谷　俊亮(3) 52.15 河上  昌宏(3) 53.70 德永　怜央(3) 54.12 臼井　健太(3) 54.61 前田　隆冶　(3) 55.32 厨子　悠樹(3) 56.72

鳥取・鳥取西 鳥取・河原 鳥取・鴨川 鳥取・青谷 鳥取・東伯 鳥取・赤碕

臼井　健太(3) 2:02.93 德永　怜央(3) 2:05.45 芦田　航一(3) 2:08.49 寺谷　悠人(3) 2:10.19 市村　教馬(2) 2:23.24 以下無し

鳥取・青谷 鳥取・鴨川 鳥取・中央 鳥取・湖東 鳥取・鳥大附属

田中　悠大(1) 4:34.81 北脇　秀人(1) 4:37.95 伊達　一馬(1) 4:38.94 中島　滉貴(1) 4:44.52 森下  歩(1) 4:47.61 横山　優(1) 4:51.27 西川　雄貴(1) 4:52.29 森本　凌(1) 4:53.30

鳥取・大栄 鳥取・鳥取南 鳥取・鳥大附属 鳥取・桜ヶ丘 鳥取・鳥取東 鳥取・東伯 鳥取・鳥取南 鳥取・北溟

梅谷　順平(2) 4:24.34 三浦　尚也(2) 4:28.26 吉田　寛治(2) 4:29.73 川上  柾尚(2) 4:30.09 西尾　将樹(2) 4:33.02 清水　寛大(2) 4:37.93 平原　光星(2) 4:39.86 谷本　真(2) 4:41.19

鳥取・鴨川 鳥取・桜ヶ丘 鳥取・鳥取西 鳥取・河原 鳥取・高草 鳥取・尚徳 鳥取・鳥取南 鳥取・鳥取北

杉村　宗哉(3) 4:08.84 若原　怜汰(3) 4:12.52 手嶋　海斗(3) 4:26.20 中土居侑己(3) 4:30.89 小原　北斗(3) 4:32.64 今度  雅貴(3) 4:32.97 山本　悠貴(3) 4:33.68 影井　友哉(3) 4:33.90

鳥取・智頭 鳥取・中ノ郷 鳥取・東伯 鳥取・中央 鳥取・福米 鳥取・鳥大附属 鳥取・船岡 鳥取・湖東

大森　太楽(3) 9:14.82 梅谷　順平(2) 9:19.97 前嶋　昂宏(3) 9:38.44 秋山 立樹(3) 9:39.11 植田　達輝(3) 9:41.08 徳田　大祐(3) 9:44.06 伊藤　　直(3) 9:50.26 西田　到生(3) 9:50.71

鳥取・岩美 鳥取・鴨川 鳥取・福部 鳥取・三朝 鳥取・青谷 鳥取・高草 鳥取・気高 鳥取・河北

山崎　利洋(3) 15.47 進木　康汰(3) 15.81 小林　陸丘登(2) 16.28 牧田　悠佑(3) 16.39 本城　和貴(3) 16.73 松本　省吾(3) 17.11 西藤　星(3) 17.15 谷尻　友也(3) 17.23

鳥取・倉吉東 鳥取・河北 鳥取・倉吉東 鳥取・三朝 鳥取・鳥取西 鳥取・鳥取南 鳥取・後藤ヶ丘 鳥取・青谷

鳥取東 49.26 中山 49.72 高草 50.34 福米 50.52 中央 50.71 後藤ヶ丘 51.17 以下無し

前田　健太朗(1) 吉谷　洋輝(1) 木原　颯太(1) 生田　二千翔(2) 井上　裕人(1) 林　建汰(1)

小倉　大貴(1) 井上　夏輝(2) 藤原　大輝(2) 吹野　文哉(1) 中村　優真(2) 坂金　颯(2)

谷口　直也(2) 佐川　竜彦(2) 伊賀　龍也(2) 恩部　義弘(1) 櫻井　亮輔(1) 大石　直徹(1)

谷口　飛翔(2) 佐川　竜斗(1) 桐林　真南斗(1) 住田　英祐(2) 絹見　利来(2) 大井　惇誠(2)

鳥大附属 45.17 箕蚊屋 46.06 鳥取西 46.19 河北 46.55 鳥取東 46.62 智頭 47.36 以下無し

河藤  相真(3) 松原　大地(3) 山嵜　琉暉(3) 進木　康汰(3) 川村　拓矢(3) 河村　太陽(3)

村上  拓哉(3) 谷本　恵太郎(3) 吉多　真吾(1) 菊井　大輝(3) 伊藤　睦希(3) 平尾　希望(3)

米澤  尚宏(2) 吉岡　征輝(3) 本城　和貴(3) 秋山　友輝(2) 中嶋　一貴(3) 岩本　恭平(3)

猪迫  慧二朗(2) 檜　拓哉(3) 住谷　俊亮(3) 坂田　育斗(3) 小倉　正悟(3) 石川　拓哉(2)

檜　拓哉(3) 1m79 橋井　勇磨(3) 1m73 森元　虎一郎(3) 1m73 秋山　智彦(3) 1m65 山根　真央(3) 1m60 大西　遥人(2) 1m55 長谷川　迅平(1) 1m55 橘　　明誉(2) 1m50

鳥取・箕蚊屋 鳥取・中山 鳥取・箕蚊屋 鳥取・福生 鳥取・智頭 鳥取・大栄 鳥取・中ノ郷 鳥取・日南

鍬本　聡大(2) 3m40 進木　康汰(3) 2m80 菊井　大輝(3) 2m40 以下無し

鳥取・大栄 鳥取・河北 鳥取・河北

小倉　正悟(3) 6m08(+0.6) 吉岡　征輝(3) 5m94(+0.9) 米田　渉(2) 5m89(+2.3) 森田　大希(3) 5m79(+2.4) 木村　海登(3) 5m77(+0.5) 鍬本　聡大(2) 5m76(+1.5) 西村　誠悟(3) 5m69(+2.4) 福枡　晃甫(3) 5m67(+1.3)

鳥取・鳥取東 鳥取・箕蚊屋 鳥取・岩美 公認5m78(+0.9) 鳥取・中央 公認5m68(+0.4) 鳥取・後藤ヶ丘 鳥取・大栄 鳥取・青谷 公認5m61(+0.6) 鳥取・北溟

木村　海登(3) 11m68(-0.3) 加藤　柳世(2) 10m89(+0.4) 勇　拓馬(3) 10m66(+0.2) 山根　一真(2) 10m09(+0.7) 村田　頼昭(2) 10m05(+1.6) 吉木　哲平(3) 9m49(+0.2) 冨山　竣大(2) 9m28(+0.3) 岩崎　晃大(1) 9m08(0.0)

鳥取・後藤ヶ丘 鳥取・弓ヶ浜 鳥取・加茂 鳥取・大山 鳥取・中ノ郷 鳥取・箕蚊屋 鳥取・河北 鳥取・河北

河村　太陽(3) 11m26 川村　拓矢(3) 10m91 山本　将希(3) 10m83 太田　尚吾(3) 9m71 山田　丞真(3) 9m35 福井　樹人(3) 9m20 前田　裕介(3) 8m94 山根　富貴(2) 8m89

鳥取・智頭 鳥取・鳥取東 鳥取・後藤ヶ丘 鳥取・中山 鳥取・尚徳 鳥取・河北 鳥取・東郷 鳥取・智頭

角　　海成(3) 54m30 筏津　太一(3) 50m34 田淵  風雅(3) 47m10 前田　裕介(3) 46m79 岸本 浩貴(3) 45m53 田中　健悟(3) 44m65 冨山　竣大(2) 42m11 安藤　優汰(2) 42m07

鳥取・弓ヶ浜 鳥取・鴨川 鳥取・鳥大附属 鳥取・東郷 鳥取・北溟 鳥取・鴨川 鳥取・河北 鳥取・箕蚊屋

7月21日
中学男子砲丸投
(5.000kg)

7月21日
中学１年男子
100m風：+0.5

7月21日
中学２年男子
100m風：+2.0

7月21日
中学３年男子
100m風：+1.3

7月21日
中学３年男子
1500m

7月21日
中学２年男子
1500m

7月21日
中学男子低学年
4X100mR

7月20日
中学男子110mH
(0.914m)風：+1.1

7月21日 中学男子400m

7月21日
中学男子
4X100mR

7月21日
中学１年男子
1500m

7月21日 中学男子3000m

7月20日 中学男子800m

7月20日
中学男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯ
ｸｽﾛｰ

7月20日 中学男子三段跳

7月20日 中学男子走高跳

7月21日 中学男子棒高跳

7月21日 中学男子走幅跳

7月20日
中学男子200m
風：+0.7

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

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 
   鳥取市教育委員会 


