
尼崎市民陸上競技選手権大会（尼崎市長旗杯）
入賞者一覧 平成21年11月3日(火）

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 浦壁　拓哉(2) 12"11 紺田　俊(2) 12"21 石嶺　赳(2) 12"21 村上　卓(2) 12"63 大原　優介(2) 12"64 金川　準也(1) 12"81 池田 嵩博(1) 12"82 荊尾　涼太(2) 13"43

小園 +0.4 園田 +0.4 常陽 +0.4 小園 +0.4 小田北 +0.4 園田 +0.4 大成 +0.4 大庄北 +0.4

中学男子４００ｍ 浦壁　拓哉(2) 55"91 紺田　俊(2) 56"27 今福　亮斗(2) 56"58 小野村　充(2) 58"68 村上　卓(2) 60"91 大西　耕平(2) 61"46 金川　準也(1) 63"73 新庄　寿規(1) 66"01

小園 園田 大庄北 常陽 小園 大庄北 園田 園田

中学男子３０００ｍ 加納　翔吏(1) 10'07"51 岸本　駿(2) 10'12"77 佐伯　大地(1) 10'24"64 家坂　奨(2) 10'32"53 森岡　翔一(2) 10'38"16 川嶋　佑希(1) 10'44"67 山下　遼(1) 10'50"85 金谷　拓海(1) 11'01"94

武庫東 園田 園田 日新 小田北 武庫東 常陽 園田

中学男子１１０ｍＨ 安田　大輔(1) 18"15 本田　夏彦(2) 19"01 谷口　慎太郎(2) 19"47 池田 嵩博(1) 20"06 吉兼　一成(1) 21"24 西方　良佑(1) 22"14 桑名 志(1) 22"39

大庄北 +0.7 武庫 +0.7 小園 +0.7 大成 +0.7 武庫 +0.7 大成 +0.7 大成 +0.7

中学男子４×１００ｍＲ 園田 49"40 大庄北 50"15 日新 50"66 小田北 52"19 武庫東 53"29 小園 55"41 園田 58"89 常陽 58"97

紺田　俊(2) 大西　耕平(2) 岩永　泰輝(2) 木内　正輝(2) 松岡　初輝(1) 木寅　隆之(1) 岸本　駿(2) 今中　綾志(1)

堀田　晃大(1) 荊尾　涼太(2) 板屋　幸太(2) 中路　誠哉(2) 木村　忠義(1) 齋藤　功樹(2) 金谷　拓海(1) 石田　貴一(1)

金川　準也(1) 西井　海斗(1) 江見　隆治(2) 森岡　翔一(2) 堺  勇太　　(1) 津田　龍之輔(1) 前田　翔太(1) 安藤　滉平(1)

新庄　寿規(1) 今福　亮斗(2) 濱崎　祥誠(2) 大原　優介(2) 後藤　真哉(1) 谷口　慎太郎(1) 佐伯　大地(1) 清水　竜哉(2)

中学男子走高跳 本田　夏彦(2) 1m55 木村　忠義(1) 1m50 中田　祐介(2) 1m45 鏡　誠一郎(1) 1m25

武庫 武庫東 日新 武庫

中学男子棒高跳 板屋　幸太(2) 3m20 植田　崇人(2) 2m20

日新 小田北

中学男子走幅跳 今福　亮斗(2) 5m47 岩永　泰輝(2) 5m37 森下　諒(2) 5m06 西井　海斗(1) 4m95 江見　隆治(2) 4m93 荊尾　涼太(2) 4m82 石嶺　赳(2) 4m67 後藤　真哉(1) 4m55

大庄北 +0.6 日新 +1.3 園田東 +0.2 大庄北 +1.3 日新 +0.6 大庄北 +0.8 常陽 +1.2 武庫東 +1.1

中学男子砲丸投(5kg) 時津　謙二(2) 8m95 堀田　晃大(2) 8m88 嘉藤　秀弥(2) 8m79 藤田　　啓義(2) 7m48 別宮　麻央(2) 7m41 成瀬　智也(2) 7m40 青木　弘太(2) 7m34 板屋　幸太(2) 7m01

大庄北 園田 大庄北 武庫東 日新 大成 日新 日新

中学男子円盤投 嘉藤　秀弥(2) 32m22 時津　謙二(2) 30m86 青木　弘太(2) 27m41 別宮　麻央(2) 24m63 今崎　　暁登(2) 23m34 中田　祐介(2) 13m93

大庄北 大庄北 日新 日新 武庫東 日新

審判長：Tr　廣安　忠敏
跳　高井　則彰
投　望月　　亮

記録主任：　　中川　　透
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尼崎市民陸上競技選手権大会（尼崎市長旗杯）
入賞者一覧 平成21年11月3日(火）

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　廣安　忠敏
跳　高井　則彰
投　望月　　亮

記録主任：　　中川　　透

中学女子１００ｍ 後藤　奈々(2) 13"38 今村　澪(2) 13"65 野間　友梨亜(1) 13"75 永川　桃花(2) 14"39 堀　菜摘(1) 14"40 永井　紗理奈(1) 14"43 楠元　朊子(2) 14"45 中澤　佑香(1) 15"01

園田東 +0.1 大庄北 +0.1 小田南 +0.1 大庄北 +0.1 大庄北 +0.1 園田東 +0.1 大庄北 +0.1 若草 +0.1

中学女子２００ｍ 後藤　奈々(2) 28"51 加藤　美音流(2) 28"72 早野　美里(2) 29"36 永川　桃花(2) 29"91 堀　菜摘(1) 30"24 杉本　葵(2) 30"58 福永　菜月(2) 30"88 村田　皐月(2) 30"89

園田東 +0.1 武庫 +0.1 日新 +0.1 大庄北 +0.1 大庄北 +0.1 日新 +0.1 日新 +0.1 日新 +0.1

中学女子１５００ｍ 篠原　あこ(2) 5'02"20 前田　穂南(1) 5'05"13 加藤　美音流(2) 5'23"52 山本　愛子(2) 5'24"85 谷内　春花(2) 5'36"91 筑紫　美葉(1) 5'38"10 井上　知美(1) 5'39"62 大野　樹(1) 5'47"78

常陽 園田東 武庫 園田東 園田 小田北 武庫 武庫東

中学女子１００ｍＨ 橋田　尚子(2) 15"67 村田　皐月(2) 16"94 今村　澪(2) 16"98 野間　友梨亜(1) 17"87 中澤　佑香(1) 19"31 池永 朱里(1) 20"41 住友 結衣(1) 21"00 前澤　育海(1) 21"01

常陽 +2.3 日新 +2.3 大庄北 +2.3 小田南 +2.3 若草 +2.3 園田東 +2.3 大成 +2.3 小田北 +2.3

中学女子４×１００ｍＲ 大庄北 54"84 園田東 55"36 日新 55"48 武庫東 59"67 小田北 61"43 若草 64"37

今村　澪(2) 田里　亜希子(1) 福永　菜月(2) 神谷　　菜月(2) 敷根　あすか(1) 大関　はるな(1)

楠元　朊子(2) 永井　紗理奈(1) 寺田　つぐみ(2) 船原　　菜摘(2) 川勝　美里(1) 中澤　佑香(1)

永川　桃花(2) 橋本　愛美(2) 杉本　葵(2) 泉　　有咲(2) 筑紫　美葉(1) 鈴木　夏美(1)

堀　菜摘(1) 後藤　奈々(2) 早野　美里(2) 大村　愛(2) 中村　あゆみ(1) 佐伯　智子(1)

中学女子走高跳 櫻井 日和(1) 1m35 川勝　美里(1) 1m25 中森　楓(2) 1m20 湊　裕夏(1) 1m15

大成 小田北 小田南 武庫

森下　里華(1) 1m15

園田東

池永 朱里(1) 1m15

園田東

中学女子走幅跳 早野　美里(2) 4m46 橋田　尚子(2) 4m40 楠元　朊子(2) 4m29 福永　菜月(2) 4m12 常川　紗良(2) 4m11 土井　千菜美(1) 4m07 徳山　栞菜(2) 4m05 鹿山　祐未(2) 4m03

日新 +0.7 常陽 -0.1 大庄北 +0.3 日新 -0.1 小園 +0.7 園田東 +1.2 小園 +1.6 小園 +0.5

中学女子砲丸投 横山　千紗(2) 8m87 橋本　愛美(2) 8m63 百々　栞(2) 8m12 池田　みづき(1) 7m76 田中　優希(1) 7m41 須賀　華凜(2) 7m38 三宅　花奈(2) 7m32 湊　裕夏(1) 7m28

日新 園田東 小田北 園田東 園田 小園 日新 武庫

中学女子円盤投 横山　千紗(2) 23m92 百々　栞(2) 22m80 船原　　菜摘(2) 17m70 駒村　春菜(2) 17m68 小椋　七海(2) 16m69

日新 小田北 武庫東 小田南 小田南

男子総合 大庄北 日新 園田 小園 武庫東 武庫 小田北 常陽

47点 34点 31点 22点 19点 16点 12点 7点

女子総合 園田東 日新 大庄北 常陽 小田北 小田南 武庫 武庫東

40点 35点 29点 17点 17点 16点 11点 7点
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