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日付 種目

相生敦海(3) 23.00 大峯　敬俊(3) 23.12 廣瀬　歩真(3) 23.23 石飛　　秀(3) 23.29 高田　　龍(3) 23.57 増田　貴也(3) 23.67 西山　夏都(3) 23.82 田口　大二朗(3) 24.42
三朝中 箕蚊屋中 福米中 境港第一中 大山中 鳥取西中 鳥取南中 鳥取西中
安田　翔太(3) 2:00.33 並河　秀太(3) 2:00.64 小林　凌也(3) 2:00.80 小林　匠(3) 2:05.48 山根　寛大(3) 2:06.69 森　一将(3) 2:06.70 木下　天響(3) 2:08.21 牧田倫太郎(3) 2:08.65
中ノ郷中 鳥取北中 鳥大附属中 大栄中 久米中 鳥大附属中 鳥取南中 三朝中
市村　知弘(3) 14.44 杉信　光(3) 14.89 田中　光(3) 14.99 衣笠　功一(3) 15.82 諸遊　呂偉(3) 16.15 箕浦　颯人(3) 16.23 森安　優輝(3) 16.50 中山　敬太(2) 16.96
河北中 久米中 鴨川中 鴨川中 大山中 箕蚊屋中 中山中 八頭中
角　啓汰(3) 1m80 多賀　慎之介(3) 1m70 西村　優人(2) 1m65 金澤　友生(3) 1m60 衣笠　功一(3) 1m60 大塚　磨周(3) 1m60 村上　将太(3) 1m55 上野  文也(3) 1m50
境港第二中 日野中 河北中 後藤ヶ丘中 鴨川中 境港第一中 岩美中 鳥取東中
加藤　広晃(3) 11m42(+3.1) 奥村　悠介(2) 10m74(+1.7) 広橋　龍弥(2) 9m67(+1.8) 宮部　稔仁(2) 9m09(+2.1) 伊木　拓朗(2) 8m76(+1.7)
河北中 公認11m28(+2.0) 倉吉西中 久米中 河北中 公認記録なし 久米中
田中　颯磨(3) 51m12 児玉　壮志(3) 47m79 後小路　朔也(3) 46m51 中村　京介(3) 45m91 濵本　洸明(2) 45m18 松岡　宥磨(3) 44m99 岩本　輝星(3) 44m44 中谷　颯人(2) 44m23
東山中 河北中 久米中 東郷中 青谷中 久米中 倉吉西中 中ノ郷中
角　良子(1) 12.90 岸本　結郁(1) 13.16 薮本　香倫(1) 13.27 藤原　華穂(1) 13.50 細田　葵生(1) 13.56 松﨑　瑠奈(1) 13.71 河本　美祐(1) 13.75 吉岡　佑菜(1) 13.94
美保中 福米中 河北中 加茂中 尚徳中 美保中 倉吉西中 河北中
吉田　明香里(2) 12.27 尾﨑　星(2) 12.30 土井　あかり(2) 12.75 亀居　紗楓(2) 12.98 西小野　莉子(2) 13.08 中口　心(2) 13.22 原　あゆり(2) 13.25 渡邉　佳穏(2) 13.31
河原中 GR 鳥取西中 =GR 河北中 湊山中 福生中 鳥取西中 後藤ヶ丘中 加茂中
上田　理湖(3) 12.17 瀬戸川　咲(3) 12.69 田中　萌香(3) 12.73 西村　穗花(3) 12.75 和泉 優里(3) 12.99 北窓　莉央(3) 13.28 吉田　舞(3) 13.37 岡田　舞菜香(3) 13.37
河原中 GR 鳥大附属中 鳥取西中 名和中 境港第三中 尚徳中 後藤ヶ丘中 米子北斗中
有本　吏里(3) 5m42(+1.9) 西小野　莉子(2) 5m26(+2.1) 坂本　琴(3) 5m16(+1.6) 杉本　鈴夏(2) 5m16(+1.2) 吉田　萌衣(3) 4m79(+1.4) 妹原　七虹(3) 4m72(+0.5) 北窓　玲奈(2) 4m66(+0.9) 景山　杏海(2) 4m65(+2.1)
中山中 福生中 公認5m19(+1.2) 河北中 赤碕中 河北中 湊山中 尚徳中 日野中 公認4m58(+1.4)

岡村　玲奈(3) 11m25 濱本　さくら(3) 11m07 有田　早希(3) 10m76 高塚陽菜(3) 10m13 本池　美穂(3) 9m30 河崎　玲(3) 9m20 田中　朱莉(2) 9m15 田口　由依(3) 8m95
八頭中 北溟中 河原中 中山中 美保中 中ノ郷中 八頭中 鳥取西中

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録

7月23日
中学３年女子100m

風：+0.9

7月23日 中学女子走幅跳

7月23日 中学女子砲丸投(2.721kg)

7月23日 中学男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

7月23日
中学１年女子100m

風：+1.1

7月23日
中学２年女子100m

風：+1.7

7月23日
中学男子110mH(0.914m)

風：+1.0

7月23日 中学男子走高跳

7月23日 中学男子三段跳

7位 8位

7月23日
中学男子200m

風：+1.9

7月23日 中学男子800m

1位 2位 3位 4位 5位 6位


