
日時 地区 競技 開始時間 専門委員長 所属 連絡先 場所
10:00 コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク球技場

10:00 若葉台第１グラウンド
ボート 12:00 永島有樹 鳥取東 0857-22-8495 湖山池ボートコース
テニス 9:30 冨林紀之 鳥取東 0857-22-8495 コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパークテニス場

バレー 9:00 長谷川啓一 境 0859-44-0441 男子：鳥取湖陵高校、女子：鳥取商業高校

中部 カヌー 9:30 金田裕之 倉総産 0858-26-2851 東郷湖カヌーコース
10:00 米子球技場
10:00 弓浜コミュニティー

登山 10:00 西　洋史 境総合 0859-45-0441 大山
卓球 9:00 寺垣智文 鳥取西 0857-22-8281 倉吉体育文化会館

レスリング 10:00 井勢智則 倉総産 0858-26-2851 倉吉総合産業高校
サッカー 10:00 山本康彦 米子西 0859-22-7421 米子球技場
バレー 9:00 長谷川啓一 境 0859-44-0441 男子：米子工業高校、女子：米子西高校・米子南高校

10:00 男子：コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク球技場

10:00 女子：若葉台第1グラウンド
ウエイトリフティング 9:30 升田友也 岩美 0857-72-0474 岩美高校
フェンシング 12:00 山田和行 鳥湖陵 0857-28-0250 鳥取工業高校

男子：赤碕総合運動公園テニスコート
女子：東郷湖羽合臨海公園南谷テニスコート

ウエイトリフティング 9:30 升田友也 岩美 0857-72-0474 米子工業高校

サッカー
10:00３決
14:00決勝 山本康彦 米子西 0859-22-7421 米子球技場（西部決勝・3位決定戦）

サッカー 10:00 山本康彦 米子西 0859-22-7421 Axlsバードスタジアム
フェンシング 9:00 山田和行 鳥湖陵 0857-28-0250 鳥取工業高校
ソフトテニス 10:00 柿本琢也 八頭 0858-72-0022 男子：コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパークテニス場

西部 ソフトテニス 10:00 柿本琢也 八頭 0858-72-0022 女子：どらドラパーク米子庭球場
陸上競技 9:30 永代浩孝 鳥育英 0858-37-3211 コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク陸上競技場

相撲 10:00 井上俊男 鳥城北 0857-23-3502 鳥取城北高校
7月5日（日） 東部 陸上競技 9:30 永代浩孝 鳥育英 0858-37-3211 コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク陸上競技場

バドミントン 9:20 高塚宏一 米北斗 0859-29-6000 鳥取産業体育館
硬式野球 8:15開会式 田村嘉庸 倉吉東 0858-22-5205 コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク野球場（開会式・第1日目）

水泳 10:30 本田義志 鳥取東 0857-22-8495 県営東山水泳場
軟式野球 10:00 門脇亮一 米子東 0859-22-2178 どらやきドラマチックパーク米子市民球場

東部 硬式野球 9:00 田村嘉庸 倉吉東 0858-22-5205 コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク野球場（第2日目）

中部 自転車 9:00 村出真一朗 倉吉西 0858-28-1811 倉吉市立高城小学校周辺
水泳 10:00 本田義志 鳥取東 0857-22-8495 県営東山水泳場
体操 10:30 北村貴宏 米松蔭 0859-27-0421 米子産業体育館

軟式野球 10:00 門脇亮一 米子東 0859-22-2178 どらやきドラマチックパーク米子市民球場
7月18日（土） 9:00 コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク野球場（第3日目）

7月19日（日） 9:00 コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク野球場（第4日目）

7月20日（月） 10:00 コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク野球場（第5日目）

7月23日（木） 10:00 コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク野球場（第6日目）

7月24日（金） 10:00 コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク野球場（第7日目）

7月26日（日） 10:00 コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク野球場（第8日目）

7月27日（月） 10:00 コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク野球場（第9日目）

7月25日（土） 西部 剣道 10:00 石上豊明 倉吉農 0858-28-1341 県立武道館
東部 柔道 10:00 竹本　弘 八頭 0858-72-0022 鳥取市武道館

倉吉東高校
倉吉総合産業高校
倉吉東高校
倉吉総合産業高校

8月9日（日） 西部 ライフル射撃 未定 靏谷龍一 日野 0859-72-0365 県営ライフル射撃場
9月5日（土） 10:25
9月6日（日） 9:55

日時 地区 競技 開始時間 専門委員長 所属 連絡先 場所
5月下旬～7月 東中西 バスケットボール 中澤雅樹 鳥取西 0857-22-8281 東・中・西部地区で練習試合
6月21日までに 各学校 弓道 小山英男 米工業 0859-22-9211 各学校で6月21日までに記録を取り集計
8月上旬 西部 空手道 水口正弘 境総合 0859-45-0411 西部地区

未定 東部 ホッケー 矢澤光介 八頭 0858-72-0022 八頭高校で紅白戦

0859-24-5000

0858-22-5205

東部

0858-22-5205

0858-22-5205西田太郎 倉吉東

柿本琢也10:00 八頭 0858-72-0022

山本康彦 米子西 0859-22-7421

中部

東部

わかとり夢の特別大会
～「２０２０夏　仲間とともに、それぞれの夢への挑戦」～

米子西 0859-22-7421

0859-22-7421

東部

山本康彦

山本康彦 米子西

鳥取県教育委員会は、上記のキャッチフレーズを掲げ全面的に大会を応援しています。

6月20日（土）

サッカー

サッカー

6月13日（土）

中部

西部

西部

中部 ソフトテニス

サッカー

6月14日（日）

7月12日（日）

6月21日（日）

開催日程がはっきりしない競技

7月4日（土）

8月1日（土）

8月2日（日） 中部 ソフトボール

西部

東部
7月11日（土）

西部

境港公共マリーナヨット西部

東部

西部

西田太郎 倉吉東

青砥正彦 米高専

未定

未定

田村嘉庸 倉吉東硬式野球

東部

ソフトボール

6月18日現在


