
第41回尼崎市小学生陸上競技大会
入賞者一覧 平成25年10月12日(土) 

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 木谷　勇斗 15"59 奥田　晃大 15"72 佐野　瑠星 15"94 逢坂　友斗 16"23 宮本 大雅 16"64 増田　明将 16"65 保坂　丞勇 16"66 松浦　剛 17"07

(10月12日) 尼崎北小 +0.7 園和 +0.7 名和 +0.7 園和 +0.7 尼崎北小 +0.7 武庫東 +0.7 尼崎北小 +0.7 名和 +0.7

５年生男子１００ｍ 下総　佑眞 15"42 坂元　貴人 15"76 長谷川　弥市 16"46 長野　天星 16"59 川村　匠生 16"72 粟田　侑磨 17"35 和田　健吾 17"59 石原　魁晟 17"60

(10月12日) 園和北 -1.8 園和北 -1.8 武庫東 -1.8 園和北 -1.8 園和北 -1.8 園和北 -1.8 園和北 -1.8 園和北 -1.8

６年生男子１００ｍ 石塚　一斗 14"48 川上　颯斗 14"69 藤田　崚雅 14"75 時岡　航大 14"81 佐々木　惟人 15"28 増井　健人 15"59 瀬子　竜暉 15"62 島田　舜太 16"02

(10月12日) 武庫東 -0.2 園和北 -0.2 武庫東 -0.2 園和 -0.2 園和北 -0.2 園和 -0.2 園和北 -0.2 園和 -0.2

共通男子１５００ｍ 毛利　海仁(6) 5'16"64 高橋　潤矢(6) 5'40"57 奥村　凌我(6) 5'42"35 堀田　圭吾(6) 5'56"66 小林　亮太(5) 5'57"09 瀬子　竜暉(6) 6'03"36 清水　竜成(6) 6'03"58 戸山　陽太(4) 6'10"13

(10月12日) 難波 難波 下坂部 難波 園和北 園和北 難波 名和

共通男子４×１００ｍＲ 難波 100"75 園和北 101"00 園和 101"43 園和北 103"36 難波 104"08 武庫東 107"83 名和 108"87 園和 109"98

(10月12日) 堀田　圭吾(6) 瀬子　竜暉(6) 戎　堅士朗(6) 長野　天星(5) 毛利　海仁(6) 石上　健也(4) 向井　未来翔(4) 逢坂　友斗(4)

清水　竜成(6) 川上　颯斗(6) 島田　舜太(6) 粟田　侑磨(5) 高橋　潤矢(6) 栗城　亮平(4) 飯山　大輝(4) 佐野　祐大(4)

鮎川　大輝(6) 大久保　直樹(6) 増井　健人(6) 坂元　貴人(5) 多川　千宙(6) 山崎　颯人(4) 川畑　孝介(4) 天野　悟佑(4)

今藤　力(6) 佐々木　惟人(6) 時岡　航大(6) 下総　佑眞(5) 井出　翔太(6) 増田　明将(4) 戸山　陽太(4) 比嘉　啓太(4)

共通男子走幅跳 時岡　航大(6) 4m01 森山　辰宏(6) 3m90 大久保　直樹(6) 3m81 佐々木　惟人(6) 3m70 坂元　貴人(5) 3m43 増井　健人(6) 3m41 長谷川　弥市(5) 3m32 粟田　侑磨(5) 3m29

(10月12日) 園和 +0.9 難波 +2.5 園和北 +1.1 園和北 +0.6 園和北 +0.1 園和 +1.2 武庫東 +0.2 園和北 +1.4

共通男子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ投 川満　優一郎(4) 41m09 今藤　力(6) 40m53 堀田　圭吾(6) 38m98 佐藤　誠仁(4) 35m98 中尾　亮誠(6) 35m89 中村　晃大(5) 34m97 長野　天星(5) 34m80 上　太陽(4) 34m79

(10月12日) 名和 難波 難波 名和 武庫東 名和 園和北 名和

４年生女子１００ｍ 細川　渚 16"36 鈴木　奈々 16"82 牛嶌　心優 16"85 坂田　美海 16"90 渡邊　莉奈 17"02 占野　美鈴 17"08 實　美音 17"11 早﨑　色映 17"14

(10月12日) 園和 +1.2 園和 +1.2 武庫東 +1.2 武庫東 +1.2 武庫東 +1.2 園和 +1.2 百合学院 +1.2 園和 +1.2

５年生女子１００ｍ 池永　久美梨 15"55 室田　ももは 16"12 藤屋　紅葉 16"18 奥本　夕海己 16"31 植村　日陽 16"59 細川　美咲 16"62 河合　咲希 17"15 高田　来海 17"45

(10月12日) 百合学院 -0.1 武庫東 -0.1 園和北 -0.1 百合学院 -0.1 百合学院 -0.1 百合学院 -0.1 園和北 -0.1 園和北 -0.1

６年生女子１００ｍ 布柴　加奈子 14"91 髙橋　まいか 15"11 西岡　瞳 15"40 重村　梨菜 15"66 日渡　鈴葉 15"69 津村　乃衣 15"74 日下　祐見 15"79 讃岐　凪音 15"82

(10月12日) 百合学院 -1.0 百合学院 -1.0 園和 -1.0 難波 -1.0 園和 -1.0 園和 -1.0 園和 -1.0 園和 -1.0

共通女子８００ｍ 林　日向子(6) 2'45"80 西岡　瞳(6) 2'50"39 宗藤　花(6) 2'57"80 重村　梨菜(6) 2'58"03 五熊　さくら(6) 3'00"31 島垣　瑠々花(6) 3'07"86 細川　渚(4) 3'08"56 畑中　泉美(6) 3'09"06

(10月12日) 百合学院 園和 園和 難波 百合学院 難波 園和 園和

共通女子４×１００ｍＲ 百合学院 101"06 園和 101"56 園和 103"61 難波 103"78 百合学院 104"79 難波 106"98 百合学院 107"00 難波 107"88

(10月12日) 髙橋　まいか(6) 西岡　瞳(6) 日渡　鈴葉(6) 村上　絢香(6) 松井　真弥(5) 江口　望恵(6) 細川　美咲(5) 金山　凪沙(6)

大西　萌日(6) 讃岐　凪音(6) 日下　祐見(6) 矢野　朱夏(6) 植村　日陽(5) 久保　麗奈(6) 實　美音(4) 高砂　ちな(6)

林　日向子(6) 宗藤　花(6) 畑中　泉美(6) 西出　美優(6) 池永　久美梨(5) 原　楓夏(6) 大浦　彩七(4) 高橋　梨織奈(6)

布柴　加奈子(6) 吉田　希咲(6) 津村　乃衣(6) 谷岡　怜奈(6) 奥本　夕海己(5) 山本　乃愛(6) 深谷　萌(5) 三原　千咲稀(6)

共通女子走幅跳 髙橋　まいか(6) 3m52 日下　祐見(6) 3m47 讃岐　凪音(6) 3m38 大浦　彩七(4) 3m29 池永　久美梨(5) 3m25 大西　萌日(6) 3m23 奥本　夕海己(5) 3m18 上地　樹里(6) 3m18

(10月12日) 百合学院 +1.6 園和 +0.9 園和 -2.3 百合学院 -0.8 百合学院 +1.8 百合学院 +1.4 百合学院 +0.7 難波 -0.8

共通女子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ投 上地　樹里(6) 35m30 渡邊　莉奈(4) 28m57 林　来夢(6) 26m94 高田　来海(5) 23m42 田中　純麗(6) 21m95 波多野　杏菜(6) 21m77 谷岡　怜奈(6) 20m11 高田　彩夏梨(4) 20m06

(10月12日) 難波 武庫東 難波 園和北 園和 難波 難波 園和北

審判長　　　Tr前田道明
　　　　　　　　Fe福井隆夫
記録主任　　竹田匡良
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