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【女子】

日付 種目

清水　美京(1) 13.56 安本　奏海(1) 14.02 垣本　月海(1) 14.06 冨田　宥夏(1) 14.20 田中ひなの(1) 14.21 吉田 春菜(1) 14.30 田中  里菜(1) 14.32 麻木　菜々美(1) 14.34

鳥大附属 鳥大附属 八頭 桜ヶ丘 岩美 鳥取南 鳥取東 湖東

吉田　明香里(2) 12.16 尾﨑　星(2) 12.20 中口　心(2) 13.31 田中　アリア(2) 13.50 大田　絵恋(2) 13.76 谷口　真由(2) 13.96 岡村　紗那(2) 14.00 兵主　朱音(2) 14.02

河原 GR 鳥取西 GR 鳥取西 河原 桜ヶ丘 智頭 湖東 鹿野

上田　理湖(3) 12.18 瀬戸川　咲(3) 12.69 田中　萌香(3) 12.92 橋本　彩那(3) 13.41 横山　暦(3) 13.44 田中　優花(3) 13.60 村田　瑞希(3) 13.64 中谷　亜未(3) 13.75

河原 GR 鳥大附属 鳥取西 鳥大附属 桜ヶ丘 河原 中ノ郷 千代南

尾﨑　星(2) 25.08 吉田　明香里(2) 25.09 瀬戸川　咲(3) 26.53 田中　萌香(3) 27.12 大田　絵恋(2) 28.16 橋本　彩那(3) 28.20 三原　絵利奈(3) 28.67 山下  里奈(3) 28.91

鳥取西 GR 河原 GR 鳥大附属 鳥取西 桜ヶ丘 鳥大附属 湖東 鳥取東

泥方　彩華(1) 2:27.99 森本　愛菜(1) 2:30.66 小泉　百華(1) 2:32.55 森岡  美羽(1) 2:35.07 吉田 春菜(1) 2:36.10 森本　結名(1) 2:38.84 福政　日菜多(1) 2:39.98 矢部　夏実(1) 2:40.78

高草 高草 国府 鳥取東 鳥取南 国府 鳥取北 八頭

岸本　百桃(2) 2:16.89 湯川　令奈(3) 2:20.53 政田　愛梨(2) 2:24.44 鈴木　奏楽(2) 2:25.69 福田　りつか(3) 2:30.39 奥村　日向(3) 2:30.75 浅田　海生(3) 2:31.58 吉田　瞳美(3) 2:36.54

鳥取西 GR 湖東 GR 鳥大附属 八頭 国府 八頭 鳥取北 気高

湯川　令奈(3) 4:49.44 岸本　百桃(2) 4:50.19 西尾　香乃(3) 4:56.14 政田　愛梨(2) 4:56.20 杉村　和香(3) 4:59.81 中西　美愛(3) 4:59.96 福田　りつか(3) 5:00.29 小谷　彩乃(3) 5:00.87

湖東 GR 鳥取西 GR 湖東 鳥大附属 智頭 八頭 国府 八頭

渡邉　かんな(3) 15.85 竹内　くらら(3) 16.33 清水　美郷(2) 16.40 吉澤　美月(3) 17.08 尾﨑　菜都美(2) 17.65 谷繁　愛美(3) 18.33 森本　愛菜(1) 18.73 戸田　菜々香(3) 18.77

鳥取西 八頭 気高 湖東 青谷 河原 高草 湖東

河原 49.89 鳥取西 50.03 鳥大附属 52.63 八頭 54.53 中ノ郷 54.56 湖東 54.65 桜ヶ丘 54.78 智頭 55.16

田中　優花(3) GR 中口　心(2) GR 橋本　彩那(3) 岡村　玲奈(3) 河﨑　　玲(3) 山根　礼奈(3) 松田　若菜(3) 德永　瑞希(3)

吉田　明香里(2) 尾﨑　星(2) 瀬戸川　咲(3) 竹内　くらら(3) 村田　瑞希(3) 吉澤　美月(3) 横山　暦(3) 谷口　真由(2)

上田　理湖(3) 渡邉　かんな(3) 清水　美京(1) 鈴木　奏楽(2) 前田　花奈(3) 戸田　菜々香(3) 森本　桃華(2) 山本　菜瑠(3)

田中　アリア(2) 田中　萌香(3) 安本　奏海(1) 野田　みやび(3) 井上　佳乃(3) 三原　絵利奈(3) 大田　絵恋(2) 大谷　愛奏鈴(3)

八頭 55.44 湖東 56.20 鳥取東 56.93 青谷 57.43 鳥取南 57.89 気高 58.00 智頭 58.11 鳥取北 58.14

垣本　月海(1) 居地　可鈴(1) 森本  諒音(1) 土橋　心暖(1) 村岡 祐衣(2) 鈴木　愛(2) 谷口　暖(1) 小谷　清野(1)

森木　まゆ(2) 麻木　菜々美(1) 小嶋  留奈(2) 中島　心(2) 吉田 春菜(1) 森本　彩月(1) 横田　裕理(2) 苗村　裕希乃(1)

佐々木　彩奈(1) 元場　ねね(2) 田中  里菜(1) 尾﨑　菜都美(2) 大原 梓(1) 森本　綺星(1) 寺坂　茉愛(2) 玉木　凛(2)

川口　美月(2) 岡村　紗那(2) 馬渕  愛子(2) 遠藤　彩華(1) 稲塚 来羅(2) 杉川　美月(2) 畠田　真有(1) 川口　梨央(2)

野田　みやび(3) 1m36 川上 舞(3) 1m30 吉田　真菜(3) 1m25 谷繁　愛美(3) 1m25

八頭 鳥取南 湖南学園 河原

尾崎　莉沙(1) 1m25 大谷　愛奏鈴(3) 1m25

中ノ郷 智頭

大崎　杏那(3) 1m25 川本　ゆきな(3) 1m25

湖東 鳥取北

細田　ひかり(1) 1m25

鳥大附属

竹内　くらら(3) 4m73(0.0) 吉澤　美月(3) 4m61(0.0) 岡村　紗那(2) 4m51(0.0) 安本　奏海(1) 4m46(0.0) 德永　瑞希(3) 4m43(0.0) 河﨑　　玲(3) 4m39(0.0) 小林　乃愛(3) 4m32(0.0) 森本　ことみ(2) 4m25(0.0)

八頭 湖東 湖東 鳥大附属 智頭 中ノ郷 千代南 鳥取西

有田　早希(3) 11m57 岡村　玲奈(3) 10m76 河﨑　　玲(3) 9m47 中澤　夏海(3) 8m54 田口　由依(3) 8m26 田中　朱莉(2) 8m22 木下　亜美(3) 8m20 小谷　梨花子(3) 7m89

河原 八頭 中ノ郷 高草 鳥取西 八頭 中ノ郷 湖東

対抗得点 女子総合 鳥取西 67点 八頭 65点 鳥大附属 62.5点 湖東 60.5点 河原 51点 高草 22点 中ノ郷 21.5点 桜ヶ丘 19点

対抗得点 男女総合 八頭 152点 鳥大附属 106.5点 鳥取西 98点 湖東 73.5点 鳥取南 65.5点 鳥取東 64点 鳥取北 61.5点 河原 51点

凡例  GR:大会記録

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

6月14日
中学１年女子100m

風：0.0

6月14日
中学２年女子100m

風：0.0

6月14日
中学３年女子100m

風：0.0

6月14日
中学女子200m

風：0.0

6月14日 中学１年女子800m

6月14日 中学２・３年女子800m

6月14日 中学女子1500m

6月14日
中学女子100mH(0.762m)

風：0.0

6月14日 中学女子4X100mR

6月14日 中学女子砲丸投(2.721kg)

6月14日 中学女子低学年4X100mR

6月14日 中学女子走高跳

6月14日 中学女子走幅跳


