
フリガナ テライ　カズマサ・ショウヘイ

ボート
親子での出場
寺井一正：少年女子監督
寺井昇平：成年男子ダブルスカル：選手寺井　一正・昇平

フリガナ トットリケンセンバツ

ボート
成年男子

ダブルスカル

第７３回福井国体：５位
第７２回愛媛国体：６位
第７１回岩手国体：６位鳥取県選抜

フリガナ トットリケンセンバツ ボート
成年女子
舵手付き

クォドルプル

第７２回愛媛国体：４位
第７１回岩手国体：４位鳥取県選抜

フリガナ オグラ　ケンジ

陸上競技
成年男子
やり投

第７３回福井国体：２位
第７２回愛媛国体：２位
２０１９年日本選手権：２位
２０１８年日本選手権：６位

小椋　健司

フリガナ テラテニ　サトミ

陸上競技
成年女子
走高跳

第７１回岩手国体：５位
第７０回和歌山国体：７位
第６９回長崎国体：４位寺谷　諭美

選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）

フリガナ カジキ　リョウ

陸上競技
成年男子

４００mH

第７３回福井国体：１位
第７１回岩手国体：８位
２０１８年日本選手権：４位
２０１７年世界陸上出場

鍜治木　崚

ホッケー

フリガナ 八頭高校

少年女子は中国ブロック大会２年連続突破しており、令和元年度イン
ターハイでは、３位入賞。国体では、優勝を狙う。八頭高校

話題性のある選手・有望選手

コメント

※選手団のＰＲなど

「スタバはないけど、スナバ（砂場）はある」で一躍有名になった鳥取県です。鳥取県は、日本
最大級の砂場である、鳥取砂丘を有し、夜空を見上げれば星に手が届きそなくらい自然豊かであ
ることから、星取県と名乗っています。日本一人口の少ない県ですが、チーム鳥取としてベスト
パフォーマンスを出して頑張ります。
そして、鳥取の選手へエールを送ります。「Ｍay the Tottori power be with you!!」

都道府県で特別に力を入れている競技
競技種目 紹介したい選手名 具体的な内容（理由など）

目標順位
男女総合成績 30 位台

女子総合成績 20 位

第74回国民体育大会（本大会）
選手団コメント

都道府県名 鳥取県



ﾌﾘｶﾞﾅ ヤマネ　ショウタ

自転車
成年男子
ケイリン

第７３回福井国体：２位
第７２回愛媛国体：３位（スプリント）
第７１回岩手国体：８位（スプリント）
第５９回全日本学生選手権トラック自転車競技大会ケイリン：２位

山根　将太

フリガナ シライシ　サヤカ・モモカ

セーリング
４２０級

姉妹での出場
白石　桜華・桃香

フリガナ イセダ　メグミ
セーリング
成年女子

国体ウインド
サーフィン級

第７３回福井国体：１位（福井）
第６９回長崎国体：３位（滋賀）
第６８回東京国体：２位（滋賀）伊勢田　愛

フリガナ セガワ　カズマサ・イセダ　メグミ

セーリング
夫婦での出場
瀬川和正：成年男子レーザー級選手
井勢田愛：成年女子国体ウインドサーフィン級選手瀬川　和正・伊勢田　愛

フリガナ セガワ　カズマサ

セーリング
成年男子

レーザー級

２０２０東京オリンピック候補、特別強化選手
第７３回福井国体：１位
第７２回愛媛国体：１位
第７１回岩手国体：２位

瀬川　和正

フリガナ トットリケンセンバツ
セーリング
成年女子

セーリング
スピリッツ級

第７３回福井国体：２位
第７２回愛媛国体：４位鳥取県選抜

フリガナ スギタニ　シノブ・コウマ

レスリング
親子での出場
杉谷忍：成年男子監督
杉谷康真：少年男子グレコローマンスタイル７１ｋｇ級選手杉谷　忍・康真

フリガナ イソエ　ハルカ・ダイセイ

レスリング
姉弟での出場
磯江はるか：女子フリースタイル５３ｋｇ級選手
磯江大成：少年男子グレコローマンスタイル９２ｋｇ級選手磯江　はるか・大成

フリガナ オカ　タイチ
レスリング
成年男子

グレコローマンスタイル

９７㎏級

２０１１年世界選手権出場
２０１４アジア大会出場
第７３回福井国体：１位
第７２回愛媛国体：２位

岡　太一

フリガナ イセ　トモノリ・シュイ

レスリング
親子での出場
井勢智則：少年男子監督
井勢珠維：成年男子フリースタイル65ｋｇ級選手井勢　智則・珠維

フリガナ トットリケンセンバツ

ホッケー
少年女子

令和元年度インターハイ３位
2年連続中国ブロック突破鳥取県選抜

フリガナ マエタ　ユウヤ
レスリング
成年男子

グレコローマンスタイル

７７㎏級

２０１５年、２０１７年世界選手権出場
第７３回福井国体：２位
第７２回愛媛国体：２位
第７１回岩手国体：２位

前田　祐也



フリガナ いわもと　さとし

トライアスロン
成年男子

第７３回福井国体：７位
岩本　敏

フリガナ オバラ　タクミ・チエ・ホクト

トライアスロン

親子・夫婦での出場
小原工：成年男子監督
小原千絵：成年女子監督
小原北斗：成年男子選手

小原　工・千絵・北斗

フリガナ おばら　ほくと

トライアスロン
成年男子

第７３回福井国体：２位
小原　北斗

フリガナ フクマ　ツバサ
カヌー

成年女子
スラローム

カナディアンシングル

第７３回福井国体C-１ ２５G：５位
第７３回福井国体C-１ １５G：５位
第７２回愛媛国体C-１ ２５G：２位
第７２回愛媛国体C-１ １５G：２位
201８ICFカヌースラロームジュニア＆U23世界選手権大会出場

福馬　つばさ

フリガナ フクモト　カナコ

カヌー
成年女子

ワイルドウォーター
カヤックシングル

K-1 スプリント種目、第７４回和歌山国体から４連覇。５連覇を目
指し、また、１５００ｍも悲願の優勝を目指し、ダブル優勝を狙う。
第７３回福井国体K-1 スプリント：１位
第７３回福井国体K-1 1500ｍ：２位
第７２回愛媛国体K-1 スプリント：１位
第７２回愛媛国体K-1 　1500ｍ：２位

福本　かな子

フリガナ ナカグチ　ハルカ

ライフル射撃
成年女子

第７３回福井国体：７位
第７２回愛媛国体：３位
第７１回岩手国体：７位中口　遥

フリガナ エンドウ　エリコ
カヌー

成年女子
スラローム

カヤックシングル

第７３回福井国体K-１ ２５G：４位
第７３回福井国体K-１ １５G；５位
第７２回愛媛国体K-１ ２５G：３位
第７２回愛媛国体K-１ １５G；１位

遠藤　絵里子

フリガナ トットリケンセンバツ

相撲
少年男子

２０１９年インターハイ：２位
２０１８年インターハイ：２位
２０１７年インターハイ：２位
第７３回福井国体：個人５位（アリューナーダワーニンジ）、団体：
３位
第７２回愛媛国体：個人４位（石岡弥輝也）
第７０回和歌山国体：５位

鳥取県選抜

フリガナ トットリケンセンバツ

弓道
成年女子

第７３回福井国体近的：６位
鳥取県選抜

フリガナ ヤマネ　ショウタ・ケイタ

自転車
兄弟での出場
山根将太：成年男子ケイリン・チームスプリント
山根慶太：成年男子１ｋｍタイムトライアル・チームスプリント山根　将太・慶太

フリガナ トットリケンセンバツ

相撲
成年男子

第７２回愛媛国体：個人３位（西郷智博）
第７１回岩手国体：個人１位（西郷智博）、団体５位鳥取県選抜

ﾌﾘｶﾞﾅ トットリケンセンバツ

自転車
男子

チームスプリント

第７３回福井国体：４位
鳥取県選抜



フリガナ ギオンサユリ・ヤマモトハジメ

馬術
姉弟での出場
祗園小百合：成年女子二段階障害飛越
山本一：成年男子ダービー祗園　小百合・山本　一

フリガナ ヤスモト　ケンジ・ユウセイ

空手道
親子での出場
安本賢史：全種別監督
安本雄星：少年男子組手選手安本　賢史・雄星


