
尼崎市民スポーツ祭　陸上競技の部　中学生の部
入賞者一覧 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

中学男子１００ｍ 町田　大地(3) 11"72 浦壁　拓哉(2) 12"07 島倉　優也(3) 12"08 温井　大覚(3) 12"19 時田　知幸(3) 12"22 石嶺　赳(2) 12"27 榮　　雄太(3) 12"27 日野　祐介(3) 12"30
(5月4日) 小田北 +1.0大会新 小園 +1.0 小園 +1.0 武庫東 +1.0 小田南 +1.0 常陽 +1.0 小田南 +1.0 小田北 +1.0
中学男子２００ｍ 浦壁　拓哉(2) 24"88 時田　知幸(3) 25"20 日野　祐介(3) 25"63 石嶺　赳(2) 25"69 久山　領太(2) 25"98 紺田　俊(2) 26"10 小野村　充(2) 26"52 西村　裕司(3) 27"08
(5月4日) 小園 +0.3 小田南 +0.3 小田北 +0.3 常陽 +0.3 小田南 +0.3 園田 +0.3 常陽 +0.3 大成 +0.3
中学男子８００ｍ 南　裕貴　(3) 2'13"17 長岡　拓海(3) 2'14"95 松本　侑也(3) 2'17"26 谷口　慎太郎(2) 2'19"78 齋藤　功樹(2) 2'20"66 松﨑　隆(3) 2'22"26 森岡　翔一(2) 2'22"52 橋本　裕樹(3) 2'27"03
(5月4日) 小園 小田北 小園 小園 小園 武庫東 小田北 武庫
中学男子３０００ｍ 長岡　拓海(3) 10'03"92 南　裕貴　(3) 10'07"26 中野　広夢(3) 10'08"31 小川　勝士(2) 10'12"86 竹内　　稜(3) 10'40"03 齋藤　功樹(2) 10'41"49 松木　悠一(3) 10'43"66 岸本　駿(2) 10'43"69
(5月4日) 小田北 小園 武庫東 園田東 小田南 小園 常陽 園田
中学男子１１０ｍＨ 美甘　哲也(3) 16"69 福田　純也(2) 18"30 宇治川　直輝(3) 18"76 西村　裕司(3) 18"85 嘉藤　秀弥(2) 18"91 久山　領太(2) 19"84 谷口　慎太郎(2) 20"35 本田　夏彦(2) 20"89
(5月4日) 小園 -0.9 小田南 -0.9 武庫 -0.9 大成 -0.9 大庄北 -0.9 小田南 -0.9 小園 -0.9 武庫 -0.9
中学男子４×１００ｍＲ 小田南 47"13 小園A 47"38 武庫東 49"00 常陽 50"42 武庫 50"70 大庄北 50"86 日新 50"88
(5月4日) 石田　智也(3) 南　裕貴　(3) 平岡　良介(3) 石嶺　赳(2) 宇治川　直輝(3) 今福　亮斗(2) 江見　隆治(2)

時田　知幸(3) 浦壁　拓哉(2) 祝　大知(3) 德山　誠人(2) 浅野　僚太(2) 嘉藤　秀弥(2) 濱崎　祥誠(2)
福田　純也(2) 島倉　優也(3) 酒井　英希(3) 細田  隼(3) 山田　拓弥(3) 時津　謙二(2) 中田　祐介(2)
榮　　雄太(3) 美甘　哲也(3) 温井　大覚(3) 小野村　充(2) 荒田　僚介(2) 大西　耕平(2) 岩永　泰輝(2)

中学男子走高跳 美甘　哲也(3) 1m82 松岡　涼(3) 1m70 本田　夏彦(2) 1m55 山田　拓弥(3) 1m55 本屋　彌樹(3) 1m50 小野村　充(2) 1m45 德山　誠人(2) 1m45 中田　祐介(2) 1m40
(5月4日) 小園 大会新 大成 武庫 武庫 小田南 常陽 常陽 日新
中学男子棒高跳 町田　大地(3) 3m40 濱崎　優(3) 3m20 板屋　幸太(2) 3m00 板東　大樹(3) 2m80 富田　信司(2) 2m80 井堀　航(2) 2m20
(5月4日) 小田北 小田北 日新 小田南 小田南 武庫
中学男子走幅跳 松岡　涼(3) 5m71 榮　　雄太(3) 5m39 島倉　優也(3) 5m30 今福　亮斗(2) 5m13 酒井　英希(3) 5m10 岩永　泰輝(2) 5m08 宇治川　直輝(3) 5m00 荒田　僚介(2) 4m95
(5月4日) 大成 -0.4 小田南 +1.4 小園 -0.6 大庄北 +1.0 武庫東 -0.8 日新 -0.4 武庫 -0.3 武庫 +1.8
中学男子砲丸投 橋野　陽介(3) 10m08 温井　大覚(3) 9m89 長田　優也(3) 9m62 池原　貴敏(3) 9m35 小濱　吏騎(3) 9m21 浜崎　新(3) 8m14 佐藤　崇(3) 8m12 今村　圭斗(3) 7m29
(5月4日) 大成 武庫東 武庫 武庫 武庫 小園 小園 小田南
中学男子円盤投 森　天太(2) 36m37 長田　優也(3) 33m76 倉畑　孝幸(3) 31m80 小濱　吏騎(3) 31m29 本田　海斗(2) 31m06 池原　貴敏(3) 30m80 佐藤　崇(3) 26m96 守谷　貴志(3) 26m26
(5月4日) 大成 大会新 武庫 大会新 大成 大会新 武庫 大成 武庫 小園 武庫東
中学女子１００ｍ 神崎　恵利(3) 12"67 梅内　菜々子(2) 13"28 後藤　奈々(2) 13"47 今村　澪(2) 13"71 松元　里奈(3) 13"79 坂口　美代子(3) 13"84 吉田　実乃莉(2) 13"85 川口　智子(3) 13"85
(5月4日) 小田南 +0.8大会新 小園 +0.8 園田東 +0.8 大庄北 +0.8 小田南 +0.8 大成 +0.8 園田 +0.8 大成 +0.8
中学女子２００ｍ 神崎　恵利(3) 26"27 久保田　夏美(3) 27"51 絹田　清美(3) 28"26 古岡　茉莉花(2) 28"59 寺﨑　清美(2) 28"67 吉田　実乃莉(2) 28"71 酒井　帆乃香(2) 28"71 後藤　奈々(2) 28"77
(5月4日) 小田南 +0.7大会新 小園 +0.7 小園 +0.7 小田南 +0.7 園田 +0.7 園田 +0.7 園田 +0.7 園田東 +0.7
中学女子８００ｍ 江上　知沙(3) 2'24"68 加藤　美音流(2) 2'27"91 篠原　あこ(2) 2'27"99 矢部　真知子(3) 2'28"36 岸本　望美(2) 2'32"15 大西　璃歩(2) 2'32"83 竹村　美優(3) 2'33"83 森口  智沙(3) 2'35"52
(5月4日) 園田東 武庫 常陽 園田東 常陽 小田南 大成 常陽
中学女子１００ｍＨ 新川　涼香(3) 15"07 西川　愛弓(3) 16"19 古岡　茉莉花(2) 16"26 橋田　尚子(2) 16"55 久保田　夏美(3) 16"60 重信　真世(3) 17"58 三浦　桃子(2) 21"68
(5月4日) 小田南 -0.4大会新 小田南 -0.4 小田南 -0.4 常陽 -0.4 小園 -0.4 武庫 -0.4 大庄北 -0.4
中学女子４×１００ｍＲ 小田南A 51"25 小園B 52"50 大成 53"57 小田南B 54"58 日新 55"00 大庄北 55"71 園田東 55"85 常陽 66"03
(5月4日) 松元　里奈(3) 篠原　郁美(2) 出口　夏子(3) 久原　美紀(3) 福永　菜月(2) 今村　澪(2) 山本　愛子(2) 内田　有香(2)

新川　涼香(3) 梅内　菜々子(2) 長渕　茉奈美(3) 古岡　茉莉花(2) 寺田　つぐみ(2) 三浦　桃子(2) 野田　果杏(2) 大西　未来(2)
西川　愛弓(3) 絹田　清美(3) 川口　智子(3) 藤原　琴子(2) 杉本　葵(2) 永川　桃花(2) 橋本　愛美(2) 橋田　尚子(2)
神崎　恵利(3) 大会新 久保田　夏美(2) 坂口　美代子(3) 登　みひの(3) 早野　美里(2) 楠元　朊子(2) 後藤　奈々(2) 篠原　あこ(2)

中学女子走高跳 西川　愛弓(3) 1m51 松元　里奈(3) 1m40 渡邉　夕貴(2) 1m35 長木　絵里(3) 1m30 中森　楓(2) 1m25 井上　遥(2) 1m25
(5月4日) 小田南 小田南 武庫 大成 小田南 小園

山﨑　圭純(2) 1m30 上山　貴恵(3) 1m25
園田 小園

中学女子走幅跳 絹田　清美(3) 4m87 坂口　美代子(3) 4m45 野田　果杏(2) 4m42 金沢　早恵(3) 4m30 常川　紗良(2) 4m25 福永　菜月(2) 4m19 後藤　綾祐美(3) 4m18 片岡　桃子(3) 4m11
(5月4日) 小園 +1.4 大成 0.0 園田東 +0.6 小田北 +1.0 小園 -0.5 日新 +1.3 園田東 +0.4 小園 +0.8
中学女子砲丸投 祝迫　瞳(3) 11m81 新川　涼香(3) 10m92 阪本　莉星(2) 9m73 宇高　みなみ(3) 8m36 大西　未来(2) 8m32 橋本　愛美(2) 8m28 中村　美琴(2) 8m27 横山　千紗(2) 7m81
(5月4日) 武庫 小田南 小田北 小田南 常陽 園田東 大成 日新
中学女子円盤投 祝迫　瞳(3) 29m22 上甲　あかね(3) 25m26 阪本　莉星(2) 24m84 横山　千紗(2) 22m43 橋本　るみ(3) 20m52 百々　栞(2) 20m08 宇高　みなみ(3) 19m29 駒村　春菜(2) 17m83
(5月4日) 武庫 大会新 小田南 小田北 日新 小田北 小田北 小田南 小田南
男子総合 小園 小田南 小田北 大成 武庫 武庫東 常陽 大庄北
(5月4日) 58点 35点 32点(上位入賞差) 32点(上位入賞差) 32点(上位入賞差） 19点 8点 6点
女子総合 小田南 小園 武庫 園田東 小田北 大成 常陽 日新
(5月4日) 66，5点 29，5点 22点 18点 14点 12，5点 11点 6点
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審判長：Tr　高井　則彰
　　　　Fi　廣安　忠敏
記録主任：　中川　　透
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