
尼崎市民陸上競技選手権大会
入賞者一覧 平成25年11月4日(月) ～ 平成25年11月4日(月)

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 吉田　遊悟(2) 12"12 松田　知樹(2) 12"18 前田　尚輝(2) 12"19 中島　岳穂(2) 12"20 山本　龍人(2) 12"24 井川　拓(2) 12"26 宮園　拓真(2) 12"27 入口　歩(2) 12"33

(11月4日) 園田東 +0.8 小園 +0.8 立花 +0.8 園田東 +0.8 園田東 +0.8 立花 +0.8 小田南 +0.8 小田南 +0.8

中学男子２００ｍ 松田　知樹(2) 24"75 前田　尚輝(2) 24"99 田口  竜也(1) 25"04 富田　真心(2) 25"10 白石　凌大(2) 25"38 中川　海斗(2) 25"61 宮園　拓真(2) 25"68 入口　歩(2) 25"71

(11月4日) 小園 +1.2 立花 +1.2 園田東 +1.2 小園 +1.2 園田 +1.2 大成 +1.2 小田南 +1.2 小田南 +1.2

中学男子８００ｍ 大畠　和也(2) 2'17"42 山田  隆太(2) 2'17"83 魚井　修司(2) 2'18"03 萩原　康貴(2) 2'20"36 吉崎　輝生(1) 2'20"50 仲谷  育樹(2) 2'21"34 藤田　泰樹(2) 2'22"78 松原　葵(2) 2'22"86

(11月4日) 小園 小田北 園田 立花 小田北 小田北 園田東 小園

中学男子３０００ｍ 後藤　武人(2) 9'57"30 井上　龍一(2) 10'08"75 藤田　泰樹(2) 10'17"94 岩﨑　大知(2) 10'20"87 石原　滉也(2) 10'22"01 田中　駿(2) 10'22"14 松原　葵(2) 10'29"64 山田　駿斗(2) 10'41"66

(11月4日) 武庫東 園田東 園田東 立花 園田東 日新 小園 大成

中学男子１１０ｍＨ 新庄　樹(2) 16"53 山本　龍人(2) 16"78 森本　太喜(2) 18"14 尾﨑　颯馬(2) 18"23 礒村　優一(2) 19"24 津川　拓人(2) 19"37 山田　勇気(2) 19"63 田中　浩志(2) 20"04

(11月4日) 園田 +1.2 園田東 +1.2 武庫東 +1.2 立花 +1.2 武庫 +1.2 小園 +1.2 小園 +1.2 大庄北 +1.2

中学男子４×１００ｍＲ 園田東 46"95 立花 47"90 園田 48"28 小園 48"70 園田東 49"20 大成 50"24 日新 50"24 武庫東 50"70

(11月4日) 中島　岳穂(2) 井川　拓(2) 小倉　立樹(2) 津川　拓人(2) 米盛　光希(2) 山﨑　隆世(2) 大西　勇人(2) 竹中  裕貴(1)

山本　龍人(2) 前田　尚輝(2) 白石　凌大(2) 松田　知樹(2) 藤田　勇樹(2) 菊井　育樹(2) 大石　天斗(2) 森本　太喜(2)

田口  竜也(1) 廣渡　祐也(2) 長尾　俊二(2) 大月  勇典(1) 高木　一世(1) 山田　駿斗(2) 大山　星夜(2) 三浦  宏士朗(2)

吉田　遊悟(2) 大会新 尾﨑　颯馬(2) 新庄　樹(2) 富田　真心(2) 佐治　寛尚(2) 中川　海斗(2) 木和田　博貴(2) 日根野　薫(2)

中学男子走高跳 青木　息吹(2) 1m66 新庄　樹(2) 1m63 三浦  宏士朗(2) 1m60 丸尾　陸(2) 1m45 天徳　一成(2) 1m35 長坂　圭悟(2) 1m35

(11月4日) 武庫東 園田 武庫東 日新 小園 武庫

嘉勢　  太一(1) 1m35

立花

中学男子棒高跳 大山　星夜(2) 3m00 丸尾　陸(2) 2m40 岸田  一成(1) 2m00

(11月4日) 日新 日新 日新

中学男子走幅跳 中島　岳穂(2) 5m66 井川　拓(2) 5m54 大月  勇典(1) 5m44 小倉　立樹(2) 5m41 日根野　薫(2) 5m13 藤田　勇樹(2) 5m09 佐々木　貴之(2) 5m02 仲地　暁洋(2) 4m91

(11月4日) 園田東 0.0 立花 +1.2 小園 +1.4 園田 +1.3 武庫東 0.0 園田東 -1.2 園田東 +1.9 園田東 +0.6

中学男子砲丸投(5kg) 二木　皐介(2) 11m33 末次　裕斗(2) 10m65 村上　朋幸(2) 9m66 津川　拓人(2) 9m47 中村　慧(2) 8m94 武部　光(2) 8m75 樋口　直人(2) 8m56 岡　幹(2) 8m08

(11月4日) 武庫 若草 立花 小園 園田東 武庫東 小田南 小田南

中学男子円盤投(1.5㎏) 末次　裕斗(2) 32m70 武部　光(2) 29m71 二木　皐介(2) 28m52 中村　慧(2) 26m74 柴田  恭希(2) 26m69 薮田　新平(2) 25m89 大石　天斗(2) 25m00 村上　朋幸(2) 24m77

(11月4日) 若草 武庫東 武庫 園田東 小田北 園田東 日新 立花
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尼崎市民陸上競技選手権大会
入賞者一覧 平成25年11月4日(月) ～ 平成25年11月4日(月)

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

中学女子１００ｍ 今村　芹加(2) 13"07 山本　紗也夏(2) 13"24 桑原　綾子(2) 13"33 島田　眞帆(2) 13"77 関　茜音(2) 14"02 大島　さやか(2) 14"05 沖　真奈夏(2) 14"14 福田　茅乃(2) 14"34

(11月4日) 常陽 -0.6 立花 -0.6 園田 -0.6 園田東 -0.6 武庫 -0.6 小田南 -0.6 小田南 -0.6 小田南 -0.6

中学女子２００ｍ 山本　紗也夏(2) 27"18 今村　芹加(2) 27"58 桑原　綾子(2) 27"76 木下　栞里(2) 29"04 関　茜音(2) 29"30 大島　さやか(2) 29"58 高田　千帆(2) 29"70 星野　祐衣(2) 29"79

(11月4日) 立花 +1.2 常陽 +1.2 園田 +1.2 立花 +1.2 武庫 +1.2 小田南 +1.2 園田 +1.2 武庫東 +1.2

中学女子８００ｍ 神山　凪(1) 2'33"36 後藤　成葉(2) 2'33"94 米井　愛美(1) 2'35"16 茂　里花(2) 2'35"94 北口　葵(2) 2'38"26 辻本  彩花(1) 2'39"38 木村　美音(2) 2'39"40 兼安  百音(1) 2'39"72

(11月4日) 小田北 小田南 小園 小園 日新 武庫東 武庫 武庫東

中学女子１５００ｍ 神山　凪(1) 5'12"88 藤原　奈々(2) 5'18"09 北口　葵(2) 5'19"26 橋本  未羽(1) 5'22"60 辻本  彩花(1) 5'25"54 茂　里花(2) 5'33"63 兼安  百音(1) 5'34"98 木下　栞里(2) 5'35"74

(11月4日) 小田北 小田南 日新 武庫東 武庫東 小園 武庫東 立花

中学女子１００ｍＨ 三井　琴未(2) 16"21 蔵前　亜実(2) 16"51 沖　真奈夏(2) 17"37 湊　愛唯音(2) 17"46 宇野　美玖(2) 17"65 山本　みやび(2) 17"95

(11月4日) 武庫 +0.9 大庄北 +0.9 小田南 +0.9 日新 +0.9 武庫 +0.9 武庫 +0.9

中学女子４×１００ｍＲ 立花 53"56 武庫 54"78 園田東 55"12 小園 56"09 大成 56"17 常陽 56"35 武庫東 57"03 立花 57"08

(11月4日) 宗村　千夏(2) 山本　みやび(2) 辻　桃子(2) 小林　  茜里(1) 中澤　里菜(2) 武智　美悠(2) 田中  和佳子(1) 溝部　雛乃(2)

平田　里奈(2) 三井　琴未(2) 島田　眞帆(2) 上村　  香菜絵(1) 大島　あづみ(2) 今村　芹加(2) 平田　梨花(2) 村上  ももか(1)

木下　栞里(2) 松崎　咲良(2) 小瀬戸  美優(2) 茂　里花(2) 渡邊　美玖(2) 金川　夏菜(2) 伊福　さくら(2) 櫻井  愛子(1)

山本　紗也夏(2) 関　茜音(2) 大和　弥琴(2) 山崎　りょうか(2) 櫨山　結莉乃(2) 平田  光咲(1) 星野　祐衣(2) 奥所  怜奈(1)

中学女子走高跳 平田　里奈(2) 1m49 松本　あゆみ(2) 1m43 島田　眞帆(2) 1m43 三井　琴未(2) 1m30 西山　  楓(1) 1m25 奥所  怜奈(1) 1m20

(11月4日) 立花 立花 園田東 武庫 小園 立花

中澤　里菜(2) 1m20

大成

大畑　七海(2) 1m20

武庫東

中学女子走幅跳 伊福　さくら(2) 4m38 平田　梨花(2) 4m30 松本　あゆみ(2) 4m30 松崎　咲良(2) 4m26 小瀬戸  美優(2) 4m18 桂  美羽(1) 4m09 宗村　千夏(2) 4m03 梅本　唯(2) 3m93

(11月4日) 武庫東 +0.6 武庫東 +0.8 立花 +0.2 武庫 0.0 園田東 +0.3 武庫東 +0.2 立花 +0.2 小田南 +0.3

中学女子砲丸投 津曲  亜美(2) 9m51 海陸　萌々香(2) 9m15 日高　友樹(2) 8m76 玉城　瑠音(2) 8m19 麻田　菜央(2) 7m86 西岡  彩花(2) 7m69 武智　美悠(2) 7m38 中村  涼凪(1) 7m26

(11月4日) 小田北 武庫 武庫 立花 武庫東 小田北 常陽 武庫東

中学女子円盤投 麻田　菜央(2) 26m04 上田　瑞季(2) 25m69 海陸　萌々香(2) 24m15 武智　美悠(2) 23m94 松田　紗樹(2) 20m58 津曲  亜美(2) 19m73 永田  鈴音(1) 19m03 西岡  彩花(2) 18m96

(11月4日) 武庫東 日新 武庫 常陽 小田南 小田北 若草 小田北

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

園田東 立花 小園 武庫東 園田 日新 武庫 若草

52点 34.5点 32.5点 28点 24点 19点 12点 8点

立花 武庫 武庫東 小田北 小田南 常陽 日新 園田東

38.3点 37点 26.3点 20点 19点 15点 14点 13点 　
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