
第39回尼崎市小学生陸上競技大会
入賞者一覧

平成23年10月23日(日) 

ベイコム陸上競技場（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

４年生男子１００ｍ 川上　颯斗 16"28 豊島　大輝 16"69 大西　瑛士 16"90 谷口 宗一郎 17"05 島田　昂治 17"09 森本　勝心 17"13 福薗　壮一郎 17"23 山下　翔平 17"25

(10月23日) 園和北 -1.3 園和 -1.3 金楽寺 -1.3 園和北 -1.3 園和 -1.3 名和 -1.3 園和北 -1.3 園和北 -1.3

５年生男子１００ｍ 福富 康樹 16"06 瀬古 翔暉 16"16 岩元 悠祐 16"63 室屋　陽貴 16"70 久保田　勇優 17"64 山本 陸人 17"71 仁戸田　侑哉 18"37

(10月23日) 園和北 -1.0 園和北 -1.0 園和北 -1.0 立花北 -1.0 立花北 -1.0 園和北 -1.0 立花北 -1.0

６年生男子１００ｍ 吉田　遊悟 13"90 月野　七星 14"61 山本 龍人 14"69 藤川　楽人 15"06 壽賀野 凌也 15"34 岩田　太一 15"36 廣田　智希 15"37 中村　慧 15"57

(10月23日) 園田東 -1.1 園和 -1.1 園和北 -1.1 園和 -1.1 園和北 -1.1 園和 -1.1 園和 -1.1 園和 -1.1

共通男子１５００ｍ 木村 拳己(6) 5'39"74 井上　龍一(6) 5'39"77 山田　駿斗(6) 5'39"81 長谷川　達也(4) 5'43"18 石原　滉也(6) 5'50"94 松久　尋(6) 5'52"56 篠原　邦旗(5) 5'57"95 越智　悠平(5) 6'02"63

(10月23日) 園和北 大会新 園和 大会新 名和 大会新 園田南 大会新 園田東 大会新 園田南 大会新 園田南 園和

共通男子４×１００ｍＲ 園和B 58"37 園和北C 1'01"30 園和北A 1'04"10 園和A 1'07"54 園和北B 1'08"51 園和C 1'10"68 名和 1'10"73

(10月23日) 中村　慧(6) 壽賀野 凌也(6) 瀬古 翔暉(5) 高見　崚真(6) 宿南　拓杜(4) 日置　慶(4) 北本　悠哉(4)

藤川　楽人(6) 山本 龍人(6) 岩元 悠祐(5) 遠藤　空(6) 福薗　壮一郎(4) 島田　昂治(4) 森本　勝心(4)

廣田　智希(6) 木村 拳己(6) 福富 康樹(5) 岩田　太一(6) 瀬古　竜暉(4) 志賀谷　周平(4) 遠藤　次穂(4)

月野　七星(6) 山下　翔平(4) 新　源太(6) 井上　龍一(6) 籠池 大輝(6) 島田　舜太(4) 伊藤　翔(4)

共通男子走幅跳 吉田　遊悟(6) 4m09 山本 龍人(6) 4m01 藤川　楽人(6) 3m80 石原　滉也(6) 3m73 月野　七星(6) 3m67 壽賀野 凌也(6) 3m62 中村　慧(6) 3m54 籠池 大輝(6) 3m48

(10月23日) 園田東 +0.1 園和北 +1.0 園和 0.0 園田東 +0.7 園和 0.0 園和北 +0.7 園和 +0.7 園和北 +0.4

共通男子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ投 遠藤　空(6) 56m39 新　源太(6) 53m76 高見　崚真(6) 50m18 吉田　武仁(6) 46m48 大西　瑛士(4) 40m08 日置　慶(4) 37m56 岩名　颯太郎(5) 36m78 泉 彩斗(4) 32m98

(10月23日) 園和 大会新 園和北 園和 園和 金楽寺 園和 園田南 園和北

４年生女子１００ｍ 布柴　加奈子 15"89 讃岐　凪音 16"71 安井　莉々子 16"73 高橋　まいか 17"09 松本　奈緒 17"18 青野　星那 17"20 崔　美裕 17"23 山田　胡桃 17"34

(10月23日) 百合学院 -1.0 園和 -1.0 尼崎北 -1.0 百合学院 -1.0 名和 -1.0 名和 -1.0 百合学院 -1.0 百合学院 -1.0

５年生女子１００ｍ 内村　真優 15"46 後藤　荘子 15"85 土橋　涼 16"40 岡本 紗和 16"44 竹原　千尋 16"57 藤原 七星 16"70 廣田　光香 16"74 服部　美咲 16"79

(10月23日) 百合学院 -1.1 百合学院 -1.1 園田南 -1.1 園和北 -1.1 百合学院 -1.1 園和北 -1.1 百合学院 -1.1 百合学院 -1.1

６年生女子１００ｍ 海口　梨々彩 15"79 香西　弥琴 16"11 上村　明日夏 16"12 島田　眞帆 16"20 山田　奈於 16"28 高橋　菜々子 16"38 古東　優美保 16"46 中込　麻里衣 16"49

(10月23日) 百合学院 -1.2 園和 -1.2 園和 -1.2 園和 -1.2 百合学院 -1.2 梅香 -1.2 百合学院 -1.2 百合学院 -1.2

共通女子８００ｍ 出口　華(5) 2'46"54 讃岐　澪音(6) 2'55"39 林　日向子(4) 3'07"27 良本　香絵(5) 3'09"22 讃岐　凪音(4) 3'12"64 布柴　加奈子(4) 3'15"23 松本　奈緒(4) 3'17"68 鈴木　華穂(4) 3'19"73

(10月23日) 園和 大会新 園和 大会新 百合学院 百合学院 園和 百合学院 名和 百合学院

共通女子４×１００ｍＲ 百合学院B 1'02"32 梅香 1'02"41 百合学院C 1'02"77 園和A 1'03"64 園和B 1'03"76 百合学院A 1'05"03 園和北 1'08"68 名和A 1'09"83

(10月23日) 日置　佳奈(6) 大友　和葉(6) 崔　美蘭(5) 香西　弥琴(6) 松本　莉紗(6) 高橋　まいか(4) 岡本 紗和(5) 荻野　百佳(4)

中込　麻里衣(6) 上畑　明日未(6) 後藤　荘子(5) 讃岐　澪音(6) 島田　眞帆(6) 崔　美裕(4) 高浪 理子(5) 菊井　玲杏(4)

山田　奈於(6) 高橋　菜々子(6) 服部　美咲(5) 神宮寺　彩夏(6) 森井　理紗子(6) 山田　胡桃(4) 岩脇 菜摘(5) 前川　涼風(4)

海口　梨々彩(6) 西脇　ほの香(6) 内村　真優(5) 上村　明日夏(6) 六車　香紀(6) 布柴　加奈子(4) 藤原 七星(5) 青野　星那(4)

共通女子走幅跳 内村　真優(5) 3m92 六車　香紀(6) 3m87 海口　梨々彩(6) 3m67 讃岐　澪音(6) 3m65 上畑　明日未(6) 3m58 森井　理紗子(6) 3m40 中口　七海(5) 3m32 島田　眞帆(6) 3m32

(10月23日) 百合学院 +1.9 園和 +1.8 百合学院 +0.6 園和 +3.0 梅香 +0.8 園和 +2.7 百合学院 +2.3 園和 +1.4

共通女子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ投 香西　弥琴(6) 42m24 中込　麻里衣(6) 42m00 奥村　優菜(5) 35m42 池田　菜稀(6) 34m44 西脇　ほの香(6) 31m74 畑　花奈(5) 26m21 上畑　明日未(6) 25m72 松本　莉紗(6) 23m43

(10月23日) 園和 大会新 百合学院 大会新 百合学院 園和 梅香 百合学院 梅香 園和

審判長　　　トラック　　　廣安忠敏
　　　　　　フィールド　　福井隆夫
記録主任　　　　　　　　　中川　透
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