
尼崎市民スポーツ祭　陸上競技の部 令和元年5月4日(土)

入賞者一覧 尼崎市記念公園陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

中学男子１００ｍ 竹内　璃空弥(3) 11"49 頼富　颯人(3) 11"95 下中　祐惺(2) 12"18 細田　悠斗(3) 12"22 盛　貴喜(3) 12"23 麦生田　有輝(3) 12"24 島瀬　裕次(2) 12"33 南口　海(3) 12"40

(5月4日) 小園　　　　大会新 -2.0 園田東 -2.0 園田東 -2.0 常陽 -2.0 園田 -2.0 小田 -2.0 小園 -2.0 立花 -2.0

中学男子２００ｍ 竹内　璃空弥(3) 23"13 藤原　琉暉(3) 24"02 岡本　祥孝(3) 24"45 細田　悠斗(3) 24"69 松村　侑祐(3) 25"26 佐久間　陽光(2) 25"26 小松　宙生(3) 25"27 稲津　磨凪人(3) 25"36

(5月4日) 小園 -1.7 小田 -1.7 武庫東 -1.7 常陽 -1.7 武庫 -0.6 小園 -0.6 小田北 -0.6 小園 -0.6

大会新 川嶋　浩斗(2) 25"36

小田北 -3.5

中学男子４００ｍ 藤原　琉暉(3) 54"29 岡本　祥孝(3) 55"22 西田　楓真(3) 56"10 岩本　優光(3) 56"22 髙谷　望巳(3) 56"34 中田　陸斗(3) 57"98 中島　悠斗(3) 59"29 大長　勇斗(3) 100"04

(5月4日) 小田 武庫東 武庫 園田 小田 武庫 小園 日新

中学男子８００ｍ 山下　慶馬(3) 2'02"75 平野　圭人(3) 2'04"68 西森　市直(3) 2'06"49 西田　楓真(3) 2'08"73 髙谷　望巳(3) 2'09"72 中田　陸斗(3) 2'11"96 河内　天(3) 2'12"32 松井　智幹(2) 2'12"82

(5月4日) 立花 大会新 園田 大会新 園田 武庫 小田 武庫 武庫東 園田

中学男子３０００ｍ 山下　慶馬(3) 9'21"88 西森　市直(3) 9'35"97 平野　圭人(3) 9'37"24 河内　天(3) 9'42"99 大井　廉(2) 9'55"92 松井　智幹(2) 9'57"09 塚元　琳太郎(3) 10'14"04 金岡　由徒(2) 10'31"02

(5月4日) 立花 園田 園田 武庫東 小園 園田 武庫 園田東

中学男子１１０ｍＨ 石沢　侑雅(3) 16"78 國井　大翔(2) 18"11 新屋　鷹斗(3) 18"36 麦生田　有輝(3) 18"48 八木　新太(3) 18"56 細川　海斗(3) 18"66 楠　颯太(2) 19"06 北野　陽士(2) 19"12

(5月4日) 日新 -0.4 小田北 -0.8 小田 -0.8 小田 -0.8 武庫 -0.8 園田東 -0.8 園田 -0.8 園田東 -0.4

中学男子４×１００ｍＲ 小園 45"23 小田 46"57 武庫 46"95 園田東 46"96 園田 47"05 小田北 47"76 日新 48"42 武庫東 48"58

(5月4日) 佐久間　陽光(2) 麦生田　有輝(3) 大西　凌央(3) 細川　海斗(3) 野山　裕人(2) 宮本　恵成(3) 山口　颯太(3) 川﨑　俊祐(2)

島瀬　裕次(2) 藤原　琉暉(3) 菊池　晴空(3) 頼富　颯人(3) 光元　陽(2) 小松　宙生(3) 新井　睦也(2) 小西　天弥(3)

西山　颯人(3) 上辻　拓生(3) 中田　陸斗(3) 下中　祐惺(2) 岩本　優光(3) 川嶋　浩斗(2) 大川　涼輔(3) 谷本　壮司朗(3)

竹内　璃空弥(3) 新屋　鷹斗(3) 西田　楓真(3) 江刺　祥貴(3) 盛　貴喜(3) 國井　大翔(2) 大長　勇斗(3) 岡本　祥孝(3)

中学男子走高跳 小松　宙生(3) 1m70 西山　颯人(3) 1m60 小川　七斗(3) 1m55 樋口　篤志(3) 1m45 川﨑　俊祐(2) 1m45 國井　大翔(2) 1m45 細川　海斗(3) 1m45

(5月4日) 小田北 小園 武庫 小田 武庫東 小田北 園田東

中学男子棒高跳 稲津　磨凪人(3) 2m60 八木　新太(3) 2m60 川嶋　恒輝(2) 2m40

(5月4日) 小園 武庫 小園

中学男子走幅跳 大川　涼輔(3) 5m91 小西　天弥(3) 5m62 安居　真沙斗(3) 5m56 宮本　恵成(3) 5m50 谷本　壮司朗(3) 5m27 松村　侑祐(3) 5m26 重久　怜央(3) 5m24 川嶋　浩斗(2) 5m04

(5月4日) 日新 +1.3 武庫東 +2.9 大成 +2.7 小田北 +0.4 武庫東 +1.5 武庫 +2.7 大成 +2.2 小田北 +1.2

中学男子砲丸投(5kg) 中西　火々良(3) 10m86 大西　凌央(3) 10m80 上原　諒己(3) 10m14 阪上　孝聖(3) 9m90 大川　涼輔(3) 9m58 松原　生(3) 9m39 鄭　眞友(2) 9m37 土生田　翔平(2) 8m78

(5月4日) 武庫 武庫 小田北 武庫東 日新 小園 武庫東 小園

中学男子円盤投 中西　火々良(3) 34m21 大西　凌央(3) 32m35 土生田　翔平(2) 30m18 上原　諒己(3) 30m01 松原　生(3) 28m00 大内　優哉(3) 26m53 湯浅　友哉(3) 25m42 鄭　眞友(2) 22m60

(5月4日) 武庫 武庫 小園 小田北 小園 常陽 園田東 武庫東
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中学女子１００ｍ 山本　和華(3) 13"41 小寺山　莉沙(3) 13"47 荒川　媛香(2) 13"55 内之丸　実穂(3) 13"68 徳永　真衣(3) 13"71 鈴木　心琴(2) 13"82 永岡　彩那(2) 13"90 森田　葵(2) 14"15

(5月4日) 日新 -1.0 園田 -1.0 大成 -1.0 小園 -1.0 小園 -1.0 日新 -1.0 園田東 -1.0 園田 -1.0

中学女子２００ｍ 吉村　心(3) 27"60 内之丸　実穂(3) 27"79 岩﨑　夏希(3) 28"01 徳永　真衣(3) 28"31 山本　和華(3) 28"43 藤岡　優希菜(2) 29"24 今北　彩楓(2) 29"43 髙橋　穂華(3) 29"58

(5月4日) 武庫東 +1.2 小園 +1.2 園田 +1.2 小園 +1.2 日新 +1.2 小田 -1.5 小園 -1.5 武庫東 +1.2

中学女子８００ｍ 安田　瑠捺(2) 2'18"56 西村　光冬(3) 2'24"11 宮園　綾佳(3) 2'30"09 長﨑　葵(2) 2'30"29 長嶋　セーラ(3) 2'32"81 大崎　佑奈(2) 2'33"56 中村　優(3) 2'33"88 村田　和花(2) 2'34"77

(5月4日) 小田北 大会新 武庫東 小田 立花 小田北 立花 小田北 日新

中学女子１５００ｍ 安田　瑠捺(2) 4'45"91 西村　光冬(3) 5'07"98 行安　亜芽莉(2) 5'13"78 長﨑　葵(2) 5'15"91 當銘　愛琉(2) 5'17"52 大崎　佑奈(2) 5'19"53 宮園　綾佳(3) 5'25"26 山口　音色(3) 5'25"97

(5月4日) 小田北 大会新 武庫東 武庫東 立花 小園 立花 小田 園田

中学女子１００ｍＨ 吉村　心(3) 15"22 荒川　媛香(2) 16"11 黒田　華代(2) 16"55 小寺山　莉沙(3) 17"03 中川　芽衣(2) 17"71 北村　美咲希(3) 17"84 渡辺　ノア(3) 17"85 廣瀬　心音(3) 18"01

(5月4日) 武庫東 -2.4 大成 -2.4 武庫東 -2.4 園田 -2.4 武庫 -2.4 小田 -2.4 小園 -2.4 大成 -2.4

中学女子４×１００ｍＲ 園田 51"68 小園 52"23 武庫東 52"73 日新 53"76 立花 54"68 小田 54"69 大成 54"80 園田東 55"01

(5月4日) 谷名　優月(3) 正垣　鈴菜(3) 鏡園　七海(2) 鈴木　心琴(2) 桝谷　芽生(2) 前田　莉奈(3) 廣瀬　心音(3) 戸谷　心春(2)

岩﨑　夏希(3) 笠谷　莉恋(2) 黒田　華代(2) 村田　和花(2) 東野　京桜(2) 井上　涼巴(3) 荒川　媛香(2) 永岡　彩那(2)

森田　葵(2) 徳永　真衣(3) 髙橋　穂華(3) 山本　和華(3) 伊永　彩音(3) 河谷　ゆら(3) 鍬田　莉緒(3) 栗山　結衣(2)

小寺山　莉沙(3) 内之丸　実穂(3) 吉村　心(3) 保科　一葉(3) 安井　天音(2) 角戸　碧藻(3) 堤　美聖(3) 田村　玲(2)

中学女子走高跳 葛原　凜(3) 1m51 松本　千佳(3) 1m35 上田　鈴(2) 1m35 伊永　彩音(3) 1m35 國元　桜(2) 1m35 田中　彩葉(3) 1m30

(5月4日) 小田 常陽 武庫東 立花 小田北 小田北

服部　美咲(2) 1m35 口丸　陽菜(2) 1m35

日新 小園

中学女子走幅跳 山﨑　百葉(2) 4m56 髙橋　穂華(3) 4m44 本田　紗羅(2) 4m36 谷名　優月(3) 4m27 前田　莉奈(3) 4m18 四方　彩菜(3) 4m16 正垣　鈴菜(3) 4m14 大中　未優(3) 4m09

(5月4日) 大成 +0.1 武庫東 -0.2 小園 0.0 園田 -0.6 小田 -0.6 小園 -0.6 小園 -1.3 小田 -0.5

中学女子砲丸投 岩瀬　循子(3) 11m95 松田　明香里(3) 11m38 大森　凛(3) 11m34 鏡園　七海(2) 10m35 東田　いろは(3) 10m21 角戸　碧藻(3) 9m84 谷相　柚季(3) 9m14 松原　彩夏(3) 9m11

(5月4日) 武庫東 小園 小田 武庫東 小田 小田 小田北 日新

中学女子円盤投 岩瀬　循子(3) 30m59 松田　明香里(3) 25m43 鏡園　七海(2) 25m06 角戸　碧藻(3) 25m04 谷相　柚季(3) 24m05 松原　彩夏(3) 23m16 仲西　花(3) 22m40 西岡　紗奈(3) 21m97

(5月4日) 武庫東 小園 武庫東 小田 小田北 日新 大成 大成

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

武庫 小園 小田 園田 武庫東 小田北 日新 園田東

48点 43点 31点 26点 24点 23点 14点 13点

武庫東 小園 小田 園田 日新 小田北 大成 立花

61.5点 36.5点 25点 21点 16.5点 16点 15点 11.5点 　
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