
（日時）　平成21年10月25日(日)
(場所)　尼崎市記念公園陸上競技場(競技場コード　281040)

(主催)　尼崎市陸上競技協会

第５１回尼崎市陸上競技選手権大会（尼崎市長旗杯）　兼　第37回尼崎市小学生陸上競技会　成績一覧表
(大会コード　09283765)

総　務　　　  　竹川 　　淳
審判長　　Tr.：廣安　忠敏

　　Fi.：望月　 　亮
記録主任　  　中川　　 透

種目
項目 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 学校･年 記録 氏名 学校･年 記録 風力 氏名 学校･年 記録

第１位 小室　宏和 園和北 15"92 鳥羽　侑翔 園和 15"02 菅　友和 園田南 14"25 浅田　忍 立花北6 5'53"68 井上　裕太 立花北6 3m81 +0.1 下吉　政信 園和北5 52m41

第２位 月野　七星 園和 16"22 水渡　蒼一郎 武庫東 15"29 福原　宗一郎 園和北 14"70 菅　友和 園田南6 5'53"98 下吉　政信 園和北5 3m65 +0.4 新　源太 園和北4 46m30

第３位 廣田　智希 園和 16"74 高平　虎太郎 立花北 15"46 井上　裕太 立花北 15"08 高平　虎太郎 立花北5 5'54"09 水渡　蒼一郎 武庫東5 3m52 +2.4 村上　佳那多 園和北5 38m91

第４位 新谷　大輝 園和北 17"72 山本　怜生 立花北 16"61 浅田　忍 立花北 15"28 南　涼斗 園田南6 5'58"68 上別府　健 園和5 3m42 -1.1 鳥羽　侑翔 園和5 38m03

第５位 山口　凌太朗 園和 18"16 上別府　健 園和 16"66 南　涼斗 園田南 15"51 野脇　京助 園和北5 6'17"49 北村　将太 園和6 3m38 +2.1 小倉　立樹 園和北4 36m75

第６位 渡瀬　敦 園和北 18"35 団　翔真 園和 16"90 古塚　弘樹 園和北 17"20 此上　裕太 園田南6 6'17"53 有村 璃音 梅香4 3m16 +0.2 団　翔真 園和5 34m36

第７位 早川　大進 園田南 18"63 工藤　拓海 立花北 17"97 津吉　順平 立花北5 6'25"02 川崎　雄太郎 立花北5 3m13 +0.1 北村　将太 園和6 32m86

第８位 竹村　勇哉 立花北 18"24 山本　怜生 立花北5 6'28"09 上別府　翔 園和5 2m99 -0.9 大西　美湧士 園和北4 28m77

種目
項目 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 学校･年 記録 氏名 学校･年 記録 風力 氏名 学校･年 記録

第１位 藤田　華穂 園和北 16"72 高橋あいり 百合学院 15"22 長谷川　玲奈 園和 15"19 寺澤　知海 園和北5 2'55"99 長谷川　玲奈 園和6 3m66 -0.1 岩本　沙耶 園和北6 35m11

第２位 朝賀　しお莉 園和 16"91 遠藤　杏美 園和北 15"41 小倉　里菜 園和北 15"70 染川真由 百合学院5 3'05"86 佐野真子 百合学院5 3m43 +0.0 小吹　菜摘 園和北5 32m54

第３位 海口梨々彩 百合学院 16"98 宮　麗奈 立花北 15"75 谷口　彩香 園和北 15"82 遠藤　杏美 園和北5 3'09"03 瀧川　栞莉 園和5 3m40 +2.9 甲斐田　春華 園田南4 32m18

第４位 平井美有 百合学院 17"28 佐野真子 百合学院 15"94 岡島さくら 百合学院 15"91 岡島さりい 百合学院5 3'11"07 谷口　佳子 園和北6 3m38 +2.0 野沢　怜加 園和北4 22m28

第５位 白井　瑞穂 園田南 17"49 田中　万琴 園和 16"27 荻野　穂乃香 園和北 15"96 岡島さくら 百合学院6 3'11"57 黒田　奈津子 園和北6 3m30 +1.9 若松　満月 園和6 20m91

第６位 香西　弥琴 園和 17"67 鈴木麻結 百合学院 16"34 松本涼佳 百合学院 16"01 藤井　なつき 園和5 3'12"00 高橋あいり 百合学院5 3m22 +2.4 有働　美月 園和5 20m90

第７位 甲斐田　春華 園田南 17"81 松森可奈 百合学院 16"43 藤田　咲希 園和北 16"50 吉田圭織 百合学院6 3'12"83 大林　はるか 立花北5 3m22 +0.4 藤井　なつき 園和5 16m43

第８位 上田七星 百合学院 17"82 瀧川　栞莉 園和 16"46 佐々木　萌子 園和北 16"51 林　菜々美 百合学院5 3'13"38 井上紗花 百合学院5 3m18 +2.4 塚田　さくら 園和4 13m68

4年男子100m 5年男子100m 共通男子1500m 共通男子走幅跳

男子種目

女子種目

6年男子100m

6年女子100m

共通男子ｿﾌﾄﾊﾞｰﾙ投

4年女子100m 5年女子100m 共通女子800m 共通女子走幅跳 共通女子ｿﾌﾄﾊﾞｰﾙ投


