
尼崎市民スポーツ祭　陸上競技の部
入賞者一覧 ベイコム陸上競技場

平成２５年５月４日（土）

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

中学男子１００ｍ 竹内  輝冬(3) 12"23 水渡  蒼一郎(3) 12"23 岸田  一聡(3) 12"36 紺田  祐(3) 12"37 松田　知樹(2) 12"51 谷脇  巧弥(3) 12"64 青柳  元也(3) 12"70 宮園　拓真(2) 12"95

(5月4日) 武庫東 -2.2 武庫東 -2.2 日新 -2.2 園田 -2.2 小園 -2.2 園田東 -2.2 小園 -2.2 小田南 -2.2

中学男子２００ｍ 水渡  蒼一郎(3) 23"74 紺田  祐(3) 24"10 竹内  輝冬(3) 24"30 吉田  直樹(3) 24"76 谷脇  巧弥(3) 24"89 青柳  元也(3) 24"89 松田　知樹(2) 24"95 山﨑  和也(3) 25"20

(5月4日) 武庫東 +1.7 園田 +1.7 武庫東 +1.7 立花 +1.7 園田東 +1.7 小園 +1.7 小園 +1.7 立花 +1.7

中学男子８００ｍ 奥村　数馬(3) 2'08"43 松永　  一真(3) 2'09"26 永見  太一(3) 2'12"88 竹尾  和也(3) 2'13"87 吉田  直樹(3) 2'14"40 河原  大樹(3) 2'14"55 大山  健太郎(3) 2'15"61 出口  和貴(3) 2'17"50

(5月4日) 小田北 大会新 小園 武庫東 小園 立花 日新 小田南 小園

中学男子３０００ｍ 永見  太一(3) 9'46"41 後藤　武人(2) 9'54"86 松永　  一真(3) 9'57"50 安井　聡一朗(2)10'03"55 福原  大地(3) 10'05"97 阿部  匠良(3) 10'07"06 出口  和貴(3) 10'18"36 山田  隆太(2) 10'20"96

(5月4日) 武庫東 武庫東 小園 常陽 武庫 日新 小園 小田北

中学男子１１０ｍＨ 中野  健介(3) 16"34 中村  晃平(3) 16"48 細田　  一成(3) 16"86 猪俣  覚(3) 17"02 屋宜  太一(3) 17"91 山本　龍人(2) 18"19 小野　隆志(3) 18"49 尾﨑　颯馬(2) 19"43

(5月4日) 武庫 -2.9 園田 -2.9 小園 -2.9 小園 -2.9 日新 -2.9 園田東 -2.9 若草 -2.9 立花 -2.9

中学男子４×１００ｍＲ 武庫東A 47"34 小園A 47"35 園田 47"43 園田東B 47"71 日新 47"79 立花A 48"45 武庫A 49"35

(5月4日) 平川  和真(3) 三原  一輝(3) 長尾　俊二(2) 上別府  健(3) 佐藤　翼(3) 井川　拓(2) 櫻井  謙大(3)

竹内  輝冬(3) 青柳  元也(3) 紺田  祐(3) 岩戸  孝平(3) 新谷  啓吾(3) 山﨑  和也(3) 中野  健介(3)

雪野  大河(3) 細田　  一成(3) 白石　凌大(2) 山本　龍人(2) 屋宜  太一(3) 尾﨑　颯馬(2) 戸田  将弥(3)

水渡  蒼一郎(3) 松田　知樹(2) 中村  晃平(3) 谷脇  巧弥(3) 木和田　博貴(2) 吉田  直樹(3) 松山  浩太(3)

中学男子走高跳 猪俣  覚(3) 1m65 中村  晃平(3) 1m65 井延  明人(3) 1m60 青木　息吹(2) 1m55 丸尾　陸(2) 1m50 三浦  宏士朗(2) 1m50 杢内  大樹(3) 1m50 安田  圭佑(3) 1m50

(5月4日) 小園 園田 日新 武庫東 日新 武庫東 小田南 小田北

中学男子棒高跳 新谷  啓吾(3) 3m10 大山  郁弥(3) 2m80 後藤  悠斗(3) 2m60 大城  優斗(3) 2m40 島　健太郎(3) 2m40

(5月4日) 日新 日新 小田北 小田北 日新

中学男子走幅跳 増田　  陸斗(3) 5m42 小野　隆志(3) 5m40 細田　  一成(3) 5m38 上別府  翔(3) 5m26 平川  和真(3) 5m23 中島　岳穂(2) 5m23 日根野　薫(2) 5m22 杢内  大樹(3) 5m17

(5月4日) 小園 +2.4 若草 +1.4 小園 +1.1 園田東 +1.0 武庫東 +2.8 園田東 +0.4 武庫東 +1.9 小田南 +0.7

中学男子砲丸投 岩戸  孝平(3) 12m56 黒岩  拓巨(3) 9m53 末次　裕斗(2) 9m32 中山　享(3) 9m22 二木　皐介(2) 9m19 藤原  雅稀(3) 9m18 津川　拓人(2) 9m07 永田  龍(3) 8m53

(5月4日) 園田東 大会新 武庫東 若草 大庄北 武庫 小田南 小園 若草

中学男子円盤投 岩戸  孝平(3) 38m23 末次　裕斗(2) 30m00 中山　享(3) 28m07 永田  龍(3) 27m07 北野  暁士(3) 23m59 中村　慧(2) 23m36 大石　天斗(2) 22m70 山田  仁貴(3) 22m05

(5月4日) 園田東 大会新 若草 大庄北 若草 武庫東 園田東 日新 小田南

　審判長　ﾄﾗｯｸ　高井則彰
　　　　　跳躍　前田道明
　　　　　投擲　望月　亮
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尼崎市民スポーツ祭　陸上競技の部
入賞者一覧 ベイコム陸上競技場

平成２５年５月４日（土）

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

　審判長　ﾄﾗｯｸ　高井則彰
　　　　　跳躍　前田道明
　　　　　投擲　望月　亮

中学女子１００ｍ 今村　芹加(2) 13"35 山本　紗也夏(2) 13"45 桑原　綾子(2) 13"76 田中  日向子(3) 13"87 窪田  優花(3) 13"91 田中  万琴(3) 14"06 廣瀬  百恵(3) 14"30 加藤  茉奈(3) 15"63

(5月4日) 常陽 -2.1 立花 -2.1 園田 -2.1 小園 -2.1 武庫東 -2.1 園田東 -2.1 園田東 -2.1 小園 -2.1

中学女子２００ｍ 今村　芹加(2) 27"21 山本　紗也夏(2) 27"63 桑原　綾子(2) 27"78 山田  佑香(3) 27"92 木下　栞里(2) 28"91 窪野  冴香(3) 29"02 梅内  珠希(3) 29"08 神保　茉柚(2) 29"35

(5月4日) 常陽 +2.1 立花 +2.1 園田 +2.1 武庫東 +2.1 立花 +2.1 立花 +2.1 小園 +2.1 若草 +2.1

中学女子８００ｍ 英  ののみ(3) 2'24"45 小幡  瑞希(3) 2'30"78 片原　歩香(3) 2'31"91 茂  百花(3) 2'32"86 木下　栞里(2) 2'34"56 後藤　成葉(2) 2'34"99 藤原　奈々(2) 2'35"36 難波  朋世(3) 2'36"98

(5月4日) 小田北 小田北 常陽 小園 立花 小田南 小田南 武庫

中学女子１００ｍＨ 杉山  里奈(3) 15"92 窪田  優花(3) 16"37 田中  万琴(3) 16"52 三井　琴未(2) 17"09 窪野  冴香(3) 17"29 田中  日向子(3) 17"40 山田  佑香(3) 17"62 宇野　美玖(2) 18"09

(5月4日) 園田 -3.3 武庫東 -3.3 園田東 -3.3 武庫 -3.3 立花 -3.3 小園 -3.3 武庫東 -3.3 武庫 -3.3

中学女子４×１００ｍＲ 武庫東A 52"31 立花A 52"37 小園A 53"92 園田東 53"98 武庫B 54"34 小田南A 56"12

先田  朝香(3) 武田  さくら(3) 茂  百花(3) 國本  里奈(3) 山本　みやび(2) 大島　さやか(2)

山田  佑香(3) 木下　栞里(2) 加藤  茉奈(3) 廣瀬  百恵(3) 三井　琴未(2) 大中　杏優(2)

蔵本  涼(3) 窪野  冴香(3) 梅内  珠希(3) 島田　眞帆(2) 松崎　咲良(2) 山本　未優(3)

窪田  優花(3) 山本　紗也夏(2) 田中  日向子(3) 田中  万琴(3) 関　茜音(2) 大田  由依奈(3)

中学女子１５００ｍ 片原　歩香(3) 5'13"90 小幡  瑞希(3) 5'14"05 薮内　ひなの(2) 5'15"71 大山  瑞貴(3) 5'16"98 安田  里奈(3) 5'32"26 五井　萌香(3) 5'32"50 左貫　朱莉(2) 5'34"03 久本  楓(2) 5'35"74

常陽 大会新 小田北 大会新 武庫 武庫 武庫 立花 若草 小田北

中学女子走高跳 平田　里奈(2) 1m51 松本　あゆみ(2) 1m51 三井　琴未(2) 1m40 廣瀬  百恵(3) 1m40 泉  愛佳(3) 1m35 先田  朝香(3) 1m35 長木  里乃(3) 1m30 島田　眞帆(2) 1m30

(5月4日) 立花 立花 武庫 園田東 小園 武庫東 大成 園田東

中学女子走幅跳 加藤  茉奈(3) 4m98 蔵本  涼(3) 4m80 小林  澪里(3) 4m58 廣田  百合香(3) 4m55 東　  未彩(3) 4m44 松崎　咲良(2) 4m27 中村  春花(3) 4m23 平田　梨花(2) 4m17

(5月4日) 小園 +1.7 武庫東 +1.3 小園 +2.2 武庫 +1.5 小園 +1.1 武庫 +0.9 大成 -0.2 武庫東 +1.7

中学女子砲丸投 大谷  優華(3) 11m52 宗像  里歩(3) 10m65 中井  菜月(3) 9m46 日高　友樹(2) 8m97 横山  由茉(3) 8m97 玉城　瑠音(2) 8m66 山本  愛菜(3) 8m49 海陸　萌々香(2) 8m27

(5月4日) 武庫 武庫 武庫東 武庫 日新 立花 日新 武庫

中学女子円盤投 大谷  優華(3) 26m40 横山  由茉(3) 24m29 山本  愛菜(3) 24m13 中井  菜月(3) 23m87 宗像  里歩(3) 23m71 永石  奈津美(3) 23m01 麻田　菜央(2) 20m72 海陸　萌々香(2) 20m34

(5月4日) 武庫 日新 日新 武庫東 武庫 武庫 武庫東 武庫

武庫東 小園 日新 園田東 園田 若草 小田北 武庫
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