
尼崎市民スポーツ祭　陸上競技の部
入賞者一覧 平成26年5月4日(日) 

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 井川　拓(3) 12"11 松田　知樹(3) 12"13 前田　尚輝(3) 12"23 田口  竜也(2) 12"28 白石　凌大(3) 12"29 山本　龍人(3) 12"32 吉田　遊悟(3) 12"37 中島　岳穂(3) 12"59

(5月4日) 立花 -2.0 小園 -2.0 立花 -2.0 園田東 -2.0 園田 -2.0 園田東 -2.0 園田東 -2.0 園田東 -2.0

中学男子２００ｍ 松田　知樹(3) 24"49 白石　凌大(3) 24"54 前田　尚輝(3) 24"74 小倉　立樹(3) 24"79 宮園　拓真(3) 25"15 佐治　寛尚(3) 26"07 浦田　祐輝(3) 26"19

(5月4日) 小園 -1.4 園田 -1.4 立花 -1.4 園田 -1.4 小田南 -1.4 園田東 -1.4 常陽 -1.4

中学男子８００ｍ 山本　風太(3) 2'08"40 安井　聡一朗(3) 2'09"04 大月  勇典(2) 2'09"60 山田  隆太(3) 2'11"07 大畠　和也(3) 2'12"25 藤田　泰樹(3) 2'12"34 魚井　修司(3) 2'14"11 佐々木　貴之(3) 2'15"46

(5月4日) 日新 大会新 常陽 小園 小田北 小園 園田東 園田 園田東

中学男子３０００ｍ 後藤　武人(3) 9'35"46 安井　聡一朗(3) 9'39"54 井上　龍一(3) 9'50"30 石原　滉也(3) 10'04"85 藤田　泰樹(3) 10'09"73 鈴木  孝志(2) 10'14"87 大西　耕平(3) 10'27"31 岩﨑　大知(3) 10'28"29

(5月4日) 武庫東 常陽 園田東 園田東 園田東 園田東 大成 立花

中学男子１１０ｍＨ 山本　龍人(3) 16"41 森本　太喜(3) 16"86 新庄　樹(3) 16"97 田中　稜貴(2) 17"17 尾﨑　颯馬(3) 18"18 礒村　優一(3) 18"72 嘉勢　  太一(2) 18"90 津川　拓人(3) 20"67

(5月4日) 園田東 -1.9 武庫東 -1.9 園田 -1.9 小田北 -1.9 立花 -1.9 武庫 -1.9 立花 -1.9 小園 -1.9

中学男子４×１００ｍＲ 園田東 46"55 立花 46"67 小園 47"84 小田南 48"20 日新 48"51 園田 49"07 武庫東 49"24 立花 49"89

(5月4日) 中島　岳穂(3) 岡村　奈哉(3) 花倉  智哉(2) 宮園　拓真(3) 大山　星夜(3) 小倉　立樹(3) 青木　息吹(3) 萩原　康貴(3)

田口  竜也(2) 井川　拓(3) 大月  勇典(2) 程野　洸平(3) 大石　天斗(3) 白石　凌大(3) 三浦  宏士朗(3) 嘉勢　  太一(2)

山本　龍人(3) 尾﨑　颯馬(3) 大畠　和也(3) 後藤　広樹(3) 大西　勇人(3) 宮城  力也(2) 竹中  裕貴(2) 廣渡　祐也(3)

吉田　遊悟(3) 前田　尚輝(3) 松田　知樹(3) 入口　歩(3) 木和田　博貴(3) 新庄　樹(3) 森本　太喜(3) 後藤  弘希(2)

中学男子走高跳 三浦  宏士朗(3) 1m70 新庄　樹(3) 1m65 青木　息吹(3) 1m55 丸尾　陸(3) 1m55 嘉勢　  太一(2) 1m50 鈴木　優澄(2) 1m45 長坂　圭悟(3) 1m40

(5月4日) 武庫東 園田 武庫東 日新 立花 日新 武庫

阪倉　涼太(3) 1m45

日新

中学男子棒高跳 丸尾　陸(3) 2m60 阪倉　涼太(3) 2m20 岸田  一成(2) 2m20

(5月4日) 日新 日新 日新

中学男子走幅跳 小倉　立樹(3) 5m84 入口　歩(3) 5m48 仲地　暁洋(3) 5m47 井川　拓(3) 5m46 大月  勇典(2) 5m31 藤田　勇樹(3) 5m27 福永　遙風(3) 5m21

(5月4日) 園田 -0.3 小田南 -0.8 園田東 -0.4 立花 +0.9 小園 +0.1 園田東 +0.4 日新 0.0

高木　一世(2) 5m31

園田東 +0.4

中学男子砲丸投 二木　皐介(3) 11m70 武部　光(3) 10m81 津川　拓人(3) 10m22 中村　慧(3) 9m76 西口  正倫(2) 8m93 岡　幹(3) 8m90 樋口　直人(3) 8m75 濱口  周仁(3) 8m73

(5月4日) 武庫 武庫東 小園 園田東 武庫 小田南 小田南 小田北

中学男子円盤投 末次　裕斗(3) 35m88 武部　光(3) 28m41 中村　慧(3) 28m29 柴田  恭希(3) 27m92 二木　皐介(3) 26m96 文珠　晴人(3) 25m34 湧上  泰歩(2) 23m55 濱口  周仁(3) 22m72

(5月4日) 若草 武庫東 園田東 小田北 武庫 武庫東 日新 小田北
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尼崎市民スポーツ祭　陸上競技の部
入賞者一覧 平成26年5月4日(日) 

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(3) 12"58 桑原　綾子(3) 12"90 山本　紗也夏(3) 13"43 関　茜音(3) 13"60 上村　  香菜絵(2) 13"72 大島　さやか(3) 13"84 宗村　千夏(3) 13"89 島田　眞帆(3) 14"15

(5月4日) 常陽　　　　大会新 -1.5 園田 -1.5 立花 -1.5 武庫 -1.5 小園 -1.5 小田南 -1.5 立花 -1.5 園田東 -1.5

中学女子２００ｍ 桑原　綾子(3) 26"76 山本　紗也夏(3) 27"74 木下　栞里(3) 28"06 上村　  香菜絵(2) 28"63 長尾  結莉(2) 29"19 大島　さやか(3) 29"49 関　茜音(3) 29"51 溝部　雛乃(3) 29"92

(5月4日) 園田 +0.7 立花 +0.7 立花 +0.7 小園 +0.7 武庫 +0.7 小田南 +0.7 武庫 +0.7 立花 +0.7

中学女子８００ｍ 後藤　成葉(3) 2'27"80 橋本  未羽(2) 2'27"99 岡　千夏(2) 2'28"35 神山　凪(2) 2'30"37 米井　愛美(2) 2'32"61 木下　栞里(3) 2'32"78 辻本  彩花(2) 2'34"00 兼安  百音(2) 2'36"05

(5月4日) 小田南 武庫東 小田北 小田北 小園 立花 武庫東 武庫東

中学女子１００ｍＨ 三井　琴未(3) 15"65 蔵前　亜実(3) 16"28 平田　里奈(3) 16"67 宇野　美玖(3) 17"20 森松  美月(2) 17"40 山本　みやび(3) 17"78 湊　愛唯音(3) 18"53 田渕  瑚華(2) 18"61

(5月4日) 武庫 -0.5 大庄北 -0.5 立花 -0.5 武庫 -0.5 武庫東 -0.5 武庫 -0.5 日新 -0.5 武庫 -0.5

中学女子４×１００ｍＲ 立花 52"81 小園 54"50 立花 54"78 園田東 54"85 小田南 55"03 小園 55"61 武庫 55"68 武庫東 56"60

(5月4日) 宗村　千夏(3) 山崎　りょうか(3) 溝部　雛乃(3) 小瀬戸  美優(3) 大島　さやか(3) 茂　里花(3) 松崎　咲良(3) 星野　祐衣(3)

村上  ももか(2) 上村　  香菜絵(2) 平田　里奈(3) 家村  萌瑛子(2) 沖　真奈夏(3) 玉井　  千晴(2) 関　茜音(3) 森松  美月(2)

木下　栞里(3) 小林　  茜里(2) 桝  梨香子(2) 中村  瞳(2) 福田　茅乃(3) 東  桜花(2) 山本　みやび(3) 傳村  真央(2)

山本　紗也夏(3) 西山　  楓(2) 奥所  怜奈(2) 島田　眞帆(3) 大中　杏優(3) 今村　祐望(2) 三井　琴未(3) 平田　梨花(3)

中学女子１５００ｍ 橋本  未羽(2) 5'07"17 神山　凪(2) 5'08"28 辻本  彩花(2) 5'11"17 兼安  百音(2) 5'27"60 平田  光咲(2) 5'36"89 岡　千夏(2) 5'37"33 北口　葵(3) 5'43"43 登　みひ果(3) 5'46"09

(5月4日) 武庫東 小田北 武庫東 武庫東 常陽 小田北 日新 小田南

中学女子走高跳 松本　あゆみ(3) 1m51 平田　里奈(3) 1m48 三井　琴未(3) 1m45 加藤  ななみ(2) 1m40 加藤  祐希(2) 1m35 奥所  怜奈(2) 1m35 島田　眞帆(3) 1m30

(5月4日) 立花 立花 武庫 大成 大成 立花 園田東

大畑　七海(3) 1m30

武庫東

中学女子走幅跳 平田　梨花(3) 4m60 小林　  茜里(2) 4m46 宗村　千夏(3) 4m34 小瀬戸  美優(3) 4m33 松本　あゆみ(3) 4m31 松崎　咲良(3) 4m23 中村  瞳(2) 4m21 古澤　凪(3) 4m12

(5月4日) 武庫東 -1.0 小園 -0.2 立花 -0.9 園田東 -0.6 立花 +1.8 武庫 0.0 園田東 -0.9 武庫 -1.5

中学女子砲丸投 津曲  亜美(3) 10m22 日高　友樹(3) 9m58 玉城　瑠音(3) 9m51 海陸　萌々香(3) 9m25 麻田　菜央(3) 8m94 末原　真白(3) 8m51 武智　美悠(3) 8m35 中村  涼凪(2) 8m02

(5月4日) 小田北 武庫 立花 武庫 武庫東 立花 常陽 武庫東

中学女子円盤投 麻田　菜央(3) 27m14 武智　美悠(3) 25m86 上田　瑞季(3) 23m14 海陸　萌々香(3) 22m96 川﨑　沙月(3) 22m21 末原　真白(3) 20m88 池田　葵(3) 20m63 玉城　瑠音(3) 20m22

(5月4日) 武庫東 常陽 日新 武庫 日新 立花 園田東 立花

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

園田東 武庫東 日新 小園 園田 立花 武庫 小田南

４０．５点 ３２点 ２７点 ２６．５点 ２６点 ２６点 １１点 １１点

立花 武庫東 武庫 小田北 小園 常陽 園田 小田南

５２点 ３４点 ３１点 １９点 １８点 １３点 １１点 １０点 　

※同得点の順位は上位入賞者数によって決定。
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