
尼崎市民スポーツ祭　陸上競技の部　一般高校の部
入賞者一覧 平成20年5月4日(日) ～ 平成20年5月4日(日)

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

共通男子１００ｍ 岸田　晃人(3) 11"33 田丸　祐樹 11"47 下園　健大(3) 11"52 福岡　大生(1) 11"53 石橋　凌(3) 11"53 西村　達仁(3) 11"69 大塚　健広(2) 11"83 杭田　庸平(2) 12"07

(5月4日) 武庫荘総高ク -1.2 ＯＮＥ -1.2 尼崎小田高ク -1.2 大阪産業大 -1.2 武庫荘総高ク -1.2 尼崎産業高 -1.2 尼崎稲園高 -1.2 尼崎小田高ク -1.2

共通男子２００ｍ 井上　洋佑 22"10 中野　智典(3) 23"33 道植　弘幸 23"47 西村　達仁(3) 23"55 石橋　凌(3) 23"85 川崎　正法(3) 24"13 大江　淳平(1) 24"45

(5月4日) 武庫荘総高ク大会新 -1.8 尼崎稲園高 -1.8 尼崎小田高ク -1.8 尼崎産業高 -1.8 武庫荘総高ク -1.8 尼崎小田高ク -1.8 市尼崎高 -1.8

共通男子４００ｍ 瀬川　友紀(3) 50"45 濱畑　三(2) 52"89 深川　一人(3) 53"16 徳山　翔平(3) 53"30 中野　智典(3) 54"55 村田　兆次(2) 54"59 平　晃典(3) 55"57 小刀稱　豊(3) 56"78

(5月4日) 市尼崎高 武庫荘総高ク 武庫荘総高ク 尼崎北高 尼崎稲園高 市尼崎高 尼崎北高 武庫荘総高ク

共通男子８００ｍ 浅野　駿介(3) 1'59"85 藤木　歩(3) 2'00"54 桑原　大樹 2'01"60 村上　真哉(2) 2'06"30 合田　圭吾(3) 2'08"96 中路間一哉(1) 2'10"63 鈴木　広使(1) 2'13"02 上唐湊　清正 2'20"99

(5月4日) 武庫荘総高ク 尼崎北高 タイモスポーツ 市尼崎高 尼崎小田高ク 市尼崎高 尼崎小田高ク 尼崎陸協

共通男子１５００ｍ 藤木　歩(3) 4'21"31 村上　真哉(2) 4'21"75 桑原　大樹 4'22"38 合田　圭吾(3) 4'27"87 谷口　健吾(1) 4'29"46 有馬　秀(2) 4'33"04 田中　拓心(1) 4'33"49 大西　翔平(1) 4'34"76

(5月4日) 尼崎北高 市尼崎高 タイモスポーツ 尼崎小田高ク 市尼崎高 尼崎北高 市尼崎高 市尼崎高

共通男子５０００ｍ 田中　秀門(2) 1536"05 藤田　耕平(3) 1627"24 有馬　秀(2) 1643"25 松竹　友司(2) 1659"33 西岡　竜治 1701"46 木藤 大祐人(3) 1702"03 原口　朋也(3) 1704"20 阪本　良介(1) 1707"57

(5月4日) 大阪経済大 市尼崎高 尼崎北高 県尼崎工高 タイモスポーツ 県尼崎工高 市尼崎高 市尼崎高

共通男子１１０ｍＨ 登島　   亮(3) 16"84 山西　弘久(2) 17"07 深川　一人(3) 18"89 河合　信弘 21"11

(5月4日) 尼崎小田高ク -2.2 尼崎北高 -2.2 武庫荘総高ク -2.2 タイモスポーツ -2.2

共通男子４×１００ｍＲ 武庫荘総合高ク 43"36 市尼崎高 44"24 尼崎小田高ク 44"57 尼崎稲園高 45"00 武庫荘総高ク 45"30 ＯＮＥ 45"41 尼崎北高 45"66 尼崎小田高ク 46"34

(5月4日) 深川　一人(3) 松村　聖也(3) 登島　   亮(3) 大塚　健広(2) 濱畑　三(2) 島田　龍也 徳山　翔平(3) 岡部　将大(3)

岸田　晃人(3) 大江　淳平(1) 川崎　正法(3) 安部　　豊(2) 浅野　駿介(3) 田丸　祐樹 平　晃典(3) 森　　 和典(2)

石橋　凌(3) 北山　純平(2) 中村　祐輔(3) 中嶋　幸平(2) 盆子原　健太(3) 山口　恭平 阪本　佑太(3) 森山　翔平(2)

仙台　裕也(2) 大会新 川俣　豊(2) 下園　健大(3) 中野　智典(3) 林　義弘(3) 水口　雄太 森山　晴生(3) 杭田　庸平(2)

共通男子走高跳 盆子原　健太(3) 1m85 影山　明博 1m80 森田　智比呂 1m80 森　亮太朗 1m70 藤田　椋 1m70 松岡　祥太(2) 1m70 森　将司 1m60

(5月4日) 武庫荘総高ク ＡＣアトレタス タイモスポーツ 武庫荘総高ク タイモスポーツ 武庫荘総高ク ＯＮＥ

徳山　翔平(3) 1m70

尼崎北高

共通男子棒高跳 川俣　豊(3) 4m10 森田　航太朗(2) 4m00 山方　涼平(1) 3m60 古本　優貴(2) 2m40

(5月4日) 市尼崎高 尼崎稲園高 市尼崎高 市尼崎高

共通男子走幅跳 石川　隆和 6m57 川俣　豊(3) 6m33 登島　   亮(3) 6m30 岸田　晃人(3) 6m28 安部　　豊(3) 6m19 盆子原　健太(3) 6m02 森山　翔平(2) 5m79 村田　光(1) 5m59

(5月4日) 武庫荘総高ク +0.7 市尼崎高 +1.3 尼崎小田高ク +2.4 武庫荘総高ク +2.9 尼崎稲園高 +2.1 武庫荘総高ク +1.7 尼崎小田高ク +1.6 尼崎小田高ク +2.6

共通男子砲丸投 ディーン　元気(2) 14m07 栗木　隼人(3) 13m12 笹本　義志(3) 11m75 中村　大介(2) 11m35 三野　恭平(2) 10m98 山内　大希(3) 10m49 森田　仁(2) 10m28 大原　弘宣 10m17

(5月4日) 市尼崎高 市尼崎高 武庫荘総高ク 市尼崎高 市尼崎高 市尼崎高 市尼崎高 タイモスポーツ

共通男子円盤投 ディーン　元気(2) 48m42 栗木　隼人(3) 37m75 森田　仁(2) 33m59 大月　翔太(3) 33m58 篠原　拓真(2) 31m06 久保　将也(2) 29m86 山内　大希(3) 28m51 花岡　達也(3) 28m03

(5月4日) 市尼崎高 市尼崎高 市尼崎高 尼崎小田高ク 尼崎北高 尼崎小田高ク 市尼崎高 武庫荘総高ク

共通男子やり投 片岡　秀丸(4) 53m18 中村　大介(2) 53m05 吉江　明広 51m63 五百尾　元貴(2) 51m15 仙石　裕也(2) 48m03 岡本　淳一 45m58 上之浦　一樹(3) 45m57 上冶　隆太 44m00

(5月4日) 近畿医療福祉大 市尼崎高 タイモスポーツ 尼崎北高 武庫荘総高ク 尼崎小田高ク 県尼崎高 タイモスポーツ

男子総合 市尼崎高 137 武庫荘総高ク 106 尼崎小田高ク 62 尼崎北高 52.5 タイモスポーツ 38.5 尼崎稲園高 29 ONE 11 尼崎産業高 8

(本大会独自のクラブ登録チームの正式登録名)

武庫荘総高ク 井上　洋佑　→　茗友クラブ、　石川　隆和・森　亮太朗　→　武庫荘総合AC 左記以外はすべて武庫荘総合高

尼崎小田高ク 道植　弘幸　→　大阪商業大(4)、　岡本　淳一　→　尼崎市陸協 左記以外はすべて尼崎小田高

審判長　　ＴＲ　今城憲之介
ＦＥ　廣安　忠敏

記録主任　　　　中川　　透
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尼崎市民スポーツ祭　陸上競技の部　一般高校の部
入賞者一覧 平成20年5月4日(日) ～ 平成20年5月4日(日)

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

審判長　　ＴＲ　今城憲之介
ＦＥ　廣安　忠敏

記録主任　　　　中川　　透

共通女子１００ｍ 立澤　典子(2) 12"78 坂元　衣利香(2) 12"91 永井　美帆(3) 13"20 平松　沙希子(1) 13"29 石倉　夏菜(3) 13"55 垣内　優(2) 13"57 永尾　美樹(1) 13"66 大石　菜紬(1) 13"73

(5月4日) 武庫荘総高ク -1.4 市尼崎高 -1.4 園田学園高 -1.4 園田学園高 -1.4 尼崎稲園高 -1.4 園田学園高 -1.4 市尼崎高 -1.4 園田学園高 -1.4

共通女子２００ｍ 大田垣　満依(3) 25"83 立澤　典子(2) 26"39 栁井　千尋(2) 27"26 坂元　衣利香(2) 27"37 野渥　麻衣(2) 27"75 垣内　優(2) 27"90 冨高　千紗都(1) 29"12

(5月4日) 園田学園高 -1.6 武庫荘総高ク -1.6 園田学園高 -1.6 市尼崎高 -1.6 園田学園高 -1.6 園田学園高 -1.6 尼崎北高 -1.6

共通女子８００ｍ 鷲見　真実子(2) 2'22"02 谷口　舞子(2) 2'23"85 赤堀なつみ(1) 2'33"50 久保田　真帆(2) 2'34"56 高橋　希望(1) 2'35"39 中堂　綾子(2) 2'37"84 岡田　舞歌(1) 2'38"21

(5月4日) 園田学園高 園田学園高 市尼崎高 園田学園高 園田学園高 武庫荘総高ク 園田学園高

共通女子３０００ｍ 井上　麗(2) 10'27"30 山本　まみこ(3)10'38"12 赤堀なつみ(1) 11'15"36 西山　詩乃(1) 11'18"84 江上　真央(1) 11'30"33 山口　加奈恵(3)11'56"20 坂本　悠樹(2) 12'32"97 加川　未希(3) 13'20"93

(5月4日) 市尼崎高 園田学園高 市尼崎高 園田学園高 園田学園高 園田学園高 尼崎北高 尼崎東高

共通女子１００ｍＨ 川原　未希(3) 15"67 丸山　結花(2) 15"78 花川　亜都美(1) 15"99 廣里　悠紗(1) 16"72 田中　景子(1) 17"56 竹内　美和(2) 17"93 中北　萌香(2) 18"27 長江　紗也加(2) 19"19

(5月4日) 園田学園高 -1.5 園田学園高 -1.5 園田学園高 -1.5 園田学園高 -1.5 園田学園高 -1.5 尼崎産業高 -1.5 尼崎稲園高 -1.5 武庫荘総高ク -1.5

共通女子４×１００ｍＲ 園田学園高 50"71 市尼崎高 51"20 園田学園高 51"50 園田学園高 52"20 武庫荘総高ク 52"55 園田学園高 53"30 尼崎北高 57"91

(5月4日) 丸山　結花(2) 松下　由季(3) 富久保　明(1) 畑　千晶(2) 向　美穂(2) 山﨑　愛(2) 中井　果奈(2)

野渥　麻衣(2) 永尾　美樹(3) 平松　沙希子(1) 片岡　久美(2) 小野　瞳(3) 大石　菜紬(1) 冨高　千紗都(1)

栁井　千尋(2) 前田　愛純(3) 廣里　悠紗(1) 大木　彩香(2) 長江　紗也加(2) 田中　景子(1) 中西　優実子(1)

畑中　友希(2) 坂元　衣利香(2) 花川　亜都美(1) 垣内　優(2) 立澤　典子(3) 東　紗希(2) 高石　優希(1)

共通女子走高跳 前田　愛純(3) 1m65 津谷　侑花(1) 1m55 永尾　美樹(1) 1m55 松下　由季(3) 1m50 石倉　夏菜(3) 1m45 廣里　悠紗(1) 1m45 水田佳寿美(1) 1m40 内藤　慎理(2) 1m40

(5月4日) 市尼崎高 市尼崎高 市尼崎高 市尼崎高 尼崎稲園高 園田学園高 市尼崎高 園田学園高

共通女子走幅跳 畑　千晶(2) 5m19 小野　瞳(3) 4m93 富久保　明(1) 4m91 前田　愛純(3) 4m89 水田佳寿美(1) 4m87 松下　由季(3) 4m69 福岡　梓(1) 4m68

(5月4日) 園田学園高 -0.1 武庫荘総高ク +2.7 園田学園高 +2.9 市尼崎高 +1.3 市尼崎高 +1.2 市尼崎高 +0.8 市尼崎高 +0.4

共通女子砲丸投 原田　千恵子(2) 12m52 奥野　緑(3) 11m23 増田たまみ(1) 11m21 谷口　紗和子(2) 10m74 福富　栄莉奈(1) 10m72 鈴木　春香(2) 9m97 向　美穂(2) 8m84 安田　栞(2) 6m89

(5月4日) 園田学園高 園田学園高 市尼崎高 園田学園高 園田学園高 市尼崎高 武庫荘総高ク 尼崎東高

共通女子円盤投 鈴木　春香(2) 38m68 奥野　緑(3) 35m29 原田　千恵子(2) 35m14 阿曽　良幸(3) 34m91 福富　栄莉奈(1) 34m75 増田たまみ(1) 31m23 清水　優希歩(2) 29m27 赤崎　愛帆(1) 25m56

(5月4日) 市尼崎高 園田学園高 園田学園高 園田学園高 園田学園高 市尼崎高 武庫荘総高ク 園田学園高

共通女子やり投 中井　果奈(2) 32m16 小森　茜 31m95 谷口　紗和子(2) 31m56 中尾　美希(3) 31m50 波多野　志帆(3) 27m14 高鍋　あづさ(3) 21m81

(5月4日) 尼崎北高 タイモスポーツ 園田学園高 武庫荘総高ク 園田学園高 武庫荘総高ク

総合 園田学園高 212 市尼崎高 105 武庫荘総合高ク 42 尼崎北高 12 タイモスポーツ 7 尼崎稲園高 6 尼崎産業高 3 尼崎東高 2

(本大会独自のクラブ登録チームの正式登録名)

武庫荘総高ク 井上　洋佑　→　茗友クラブ、　石川　隆和・森　亮太朗　→　武庫荘総合AC 左記以外はすべて武庫荘総合高

尼崎小田高ク 道植　弘幸　→　大阪商業大(4)、　岡本　淳一　→　尼崎市陸協 左記以外はすべて尼崎小田高
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