
尼崎市民陸上競技選手権大会
入賞者一覧 平成26年11月3日(月) ～ 平成26年11月3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

共通男子１００ｍ 田口  竜也(2) 11"76 我如古  雅也(2) 12"19 松村  拓海(2) 12"52 久安　  瑠星(2) 12"53 平岡　雄也(2) 12"55 中西  冬偉(2) 12"59 江口　騰磨(1) 12"65

(11月3日) 園田東（大会新） +1.0 大成 +1.0 武庫 +1.0 武庫 +1.0 武庫 +1.0 小田南 +1.0 小園 +1.0

共通男子２００ｍ 田口  竜也(2) 23"60 我如古  雅也(2) 24"30 高木　一世(2) 24"82 田中　稜貴(2) 24"99 二谷  悠斗(2) 25"86 後藤  弘希(2) 25"91 宮城  力也(2) 26"03 中村　寛大(1) 26"41

(11月3日) 園田東（大会新） +1.1 大成 +1.1 園田東 +1.1 小田北 +1.1 小園 +1.1 立花 +1.1 園田 +1.1 小田北 +1.1

共通男子８００ｍ 大月  勇典(2) 2'11"28 吉崎　輝生(2) 2'17"66 福井  天基(2) 2'18"33 杉山  龍樹(2) 2'18"65 砂川　  能輝(2) 2'19"66 三栖  羽(2) 2'20"02 鈴木  孝志(2) 2'20"53 福井　雄基(1) 2'21"34

(11月3日) 小園（大会新） 小田北 大成 園田 武庫 大成 園田東 武庫

共通男子３０００ｍ 松隈  忠(2) 9'48"18 海部  爽(2) 9'48"31 鈴木  孝志(2) 9'55"00 福井  天基(2) 10'04"40 福井　雄基(1) 10'12"79 小林  快翔(2) 10'13"60 砂川　  能輝(2)10'13"75 奥村　凌我(1) 10'17"14

(11月3日) 常陽 常陽 園田東 大成 武庫 園田 武庫 小田北

共通男子１１０ｍＨ 田中　稜貴(2) 16"43 嘉勢　  太一(2) 18"48 久安　  瑠星(2) 18"86 林崎  晟也(2) 18"91 竹中  裕貴(2) 19"12 磯貝　幸翼(1) 19"33 二宮　陸(1) 21"60

(11月3日) 小田北 -0.7 立花 -0.7 武庫 -0.7 小園 -0.7 武庫東 -0.7 小田北 -0.7 園田 -0.7

共通男子４×１００ｍＲ 小園 48"08 武庫 48"33 大成 48"86 立花 49"32 武庫東 50"26 園田東 52"14 立花 53"08

(11月3日) 二谷  悠斗(2) 久安　  瑠星(2) 山本  舜(2) 花田  涼(2) 平  翔太(2) 島田　舜太(1) 吉田　圭太(1)

江口　騰磨(1) 平岡　雄也(2) 我如古  雅也(2) 嘉勢　  太一(2) 的野  竜也(2) 高木　一世(2) 清水　駿(1)

大月  勇典(2) 松村  拓海(2) 上中  洸暉(2) 久保田　歩夢(1) 蒲生　義隼(1) 佐藤　壮太(1) 阪本  凌也(2)

花倉  智哉(2) 桑田　  和哉(2) 都築　大和(2) 後藤  弘希(2) 竹中  裕貴(2) 鈴木  孝志(2) 西本  匠(2)

共通男子走高跳 嘉勢　  太一(2) 1m60 鈴木　優澄(2) 1m55 竹内　聖太(2) 1m45 辻　祐歩(1) 1m40 松原　健斗(1) 1m40

(11月3日) 立花 日新 小田北 日新 日新

中野  竣介(2) 1m45 内田  優真(2) 1m40

武庫 小田南

共通男子棒高跳 原  義人(2) 3m00 岸田  一成(2) 2m90 平井　勇気(2) 2m80 崎山　響喜(1) 2m60 蛭本  将裕(2) 2m40 松井  智哉(2) 2m40

(11月3日) 日新 日新 小田北 小田北 武庫 武庫

共通男子走幅跳 高木　一世(2) 5m70 中西  冬偉(2) 5m42 平  翔太(2) 5m12 都築　大和(2) 5m12 小田  竜也(2) 5m04 西山　陸斗(2) 4m99 宮城  力也(2) 4m90 西本  匠(2) 4m88

(11月3日) 園田東 +3.7 小田南 +1.0 武庫東 +0.9 大成 +1.6 日新 -0.7 小園 +3.7 園田 +0.2 立花 +1.6

共通男子砲丸投(5kg) 湧上  泰歩(2) 9m67 西口  正倫(2) 9m61 的野  竜也(2) 9m34 竹中  裕貴(2) 7m82 鬼頭  龍司(2) 7m66 大島　秀太(1) 7m24 大久保　直樹(1) 6m82 脇田  空(2) 6m00

(11月3日) 日新 武庫 武庫東 武庫東 日新 大成 園田 日新

共通男子円盤投(1.5㎏) 鬼頭  龍司(2) 27m95 湧上  泰歩(2) 27m53 西口  正倫(2) 23m52 的野  竜也(2) 23m23 脇田  空(2) 20m32 松元　春樹(1) 19m53 大島　秀太(1) 18m43 廣田　和也(1) 13m57

(11月3日) 日新 日新 武庫 武庫東 日新 小田北 大成 武庫東
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尼崎市民陸上競技選手権大会
入賞者一覧 平成26年11月3日(月) ～ 平成26年11月3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

共通女子１００ｍ 上村 香菜絵(2) 13"50 西山 楓(2) 13"54 村上  ももか(2) 13"70 白間　広海(1) 13"74 細谷　奈花(1) 13"90 青野　星那(1) 13"93 桝  梨香子(2) 14"03

(11月3日) 小園 +1.1 小園 +1.1 立花 +1.1 中央 +1.1 日新 +1.1 大成 +1.1 立花 +1.1

共通女子２００ｍ 上村 香菜絵(2) 27"99 村上  ももか(2) 28"44 関　美幸里(1) 28"87 長尾  結莉(2) 29"17 青野　星那(1) 29"39 津村　乃衣(1) 29"54 塚本  怜央(2) 29"71 瀬野　綾那(1) 30"05

(11月3日) 小園 +1.5 立花 +1.5 武庫東 +1.5 武庫 +1.5 大成 +1.5 園田東 +1.5 小田南 +1.5 中央 +1.5

共通女子８００ｍ 橋本  未羽(2) 2'28"24 辻本  彩花(2) 2'29"55 兼安  百音(2) 2'30"50 米井　愛美(2) 2'36"74 富田　夏恋(1) 2'38"08 岡　千夏(2) 2'39"68 長尾　和鈴(1) 2'42"86 草留　真優(1) 2'43"34

(11月3日) 武庫東（大会新） 武庫東 武庫東 小園 立花 小田北 立花 武庫東

共通女子１５００ｍ 橋本  未羽(2) 5'12"38 辻本  彩花(2) 5'13"07 兼安  百音(2) 5'14"41 富田　夏恋(1) 5'16"04 井上　世那(1) 5'25"32 草留　真優(1) 5'40"78 米井　愛美(2) 5'45"87 松永　奈々(1) 5'46"44

(11月3日) 武庫東 武庫東 武庫東 立花 日新 武庫東 小園 武庫

共通女子１００ｍＨ 森松  美月(2) 16"79 家村  萌瑛子(2) 17"17 傳村  真央(2) 17"48 西岡　瞳(1) 17"52 田渕  瑚華(2) 17"68 櫻井  愛子(2) 17"73 今村　祐望(2) 18"19 土佐岡  樹羅(2) 19"63

(11月3日) 武庫東 +0.5 園田東 +0.5 武庫東 +0.5 園田東 +0.5 武庫 +0.5 立花 +0.5 小園 +0.5 武庫 +0.5

共通女子４×１００ｍＲ 小園 53"16 立花 53"47 園田東 54"70 中央 55"04 武庫東 55"12 大成 55"86 武庫 56"46 大成 56"87

(11月3日) 今村　祐望(2) 奥所  怜奈(2) 中村  瞳(2) 白間　広海(1) 桂  美羽(2) 南  里花(2) 奥原  実優(2) 谷川　晴希(1)

上村 香菜絵(2) 櫻井  愛子(2) 西岡　瞳(1) 瀬野　綾那(1) 関　美幸里(1) 青野　星那(1) 田渕  瑚華(2) 中村  愛美(2)

小林 茜里(2) 桝  梨香子(2) 津村　乃衣(1) 矢野　朱夏(1) 傳村  真央(2) 岩田　未夢(1) 長尾  結莉(2) 加藤  ななみ(2)

西山 楓(2) 村上  ももか(2) 家村  萌瑛子(2) 古川　珠莉(1) 森松  美月(2) 櫻井  日彩(2) 福井　杏(1) 北村　日菜(1)

共通女子走高跳 加藤  祐希(2) 1m46 加藤  ななみ(2) 1m43 奥所  怜奈(2) 1m40 後藤  菜々花(2) 1m40 西山 楓(2) 1m35 坂東  莉帆(2) 1m30 桐谷  いろり(2) 1m30 前川　涼風(1) 1m25

(11月3日) 大成 大成 立花 武庫東 小園 武庫東 小田南 大成

共通女子走幅跳 小林 茜里(2) 4m58 中村  瞳(2) 4m44 櫻井  日彩(2) 4m40 櫻井  愛子(2) 4m23 橋本  千鶴(2) 4m14 小西　菜夕(1) 4m14 山下　菜帆(1) 4m14 細谷　奈花(1) 4m11

(11月3日) 小園 +0.2 園田東 +1.8 大成 +1.6 立花 -0.4 日新 +0.2 武庫東 +1.5 武庫東 +1.0 日新 +0.4

共通女子砲丸投 傳村  真央(2) 9m04 福井　杏(1) 9m03 中村  涼凪(2) 8m73 八木　佑芽奈(1) 8m21 津川  祐葉(2) 7m73 藤原  七瀬(2) 7m68 田中  和佳子(2) 7m67 田中 千裕(2) 7m34

(11月3日) 武庫東 武庫 武庫東 武庫東 武庫 園田東 武庫東 小園

共通女子円盤投 中村  涼凪(2) 21m76 宮山　瑠華(2) 21m64 田中  和佳子(2) 20m84 田中 千裕(2) 18m48 津川  祐葉(2) 18m46 八木　佑芽奈(1) 18m39 藤原  七瀬(2) 17m53 重吉  成海(2) 13m98

(11月3日) 武庫東 小園 武庫東 小園 武庫 武庫東 園田東 大成

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

日新 武庫 園田東 小田北 大成 小園 武庫東 立花

４１．５点 ３７．５点 ２７点 ２６．５点 ２６点 １８点 １８点 １５点

武庫東 小園 立花 大成 園田東 武庫 中央 日新
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