
第42回尼崎市小学生陸上競技大会
入賞者一覧 平成26年10月11日(土) ～ 平成26年10月11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 滋野　絢心 15"46 上原　　稜 16"23 三宅　慶真 16"24 下元　遥翔 16"33 二神　颯茉 16"39 田邉　優斗 16"70 濱野　貫二 16"88

(10月11日) 園和北 +3.8 名和 +3.8 名和 +3.8 名和 +3.8 名和 +3.8 園田 +3.8 名和 +3.8

中野　耕汰 15"46

塚口 +3.8

５年生男子１００ｍ 田中　良尚 14"06 谷後　圭信 14"64 木谷　勇斗 14"96 川田　英資 15"23 大石　郁央 15"32 宮原　洸太朗 15"32 岸上　凌大 15"32 土井　景太 15"41

(10月11日) 塚口 +1.4 武庫庄 +1.4 尼崎北 +1.4 武庫庄 +1.4 難波 +1.4 塚口 +1.4 塚口 +1.4 武庫庄 +1.4

６年生男子１００ｍ 米倉　玄 14"08 竹森　翔英 14"45 長谷川　弥市 14"66 下総　佑眞 14"80 石原　魁晟 15"32 西森　燎 15"38 西森　遼 15"44 川村　匠生 15"47

(10月11日) 園田 +2.4 難波 +2.4 武庫東 +2.4 園和北 +2.4 園和北 +2.4 園田 +2.4 園田 +2.4 園和北 +2.4

共通男子１５００ｍ 久津輪　紘斗(6) 5'17"47 櫻井　頼之介(5) 5'21"47 德千代　大和(6) 5'29"39 河村　　爽(6) 5'30"89 増田　明将(5) 5'36"11 大跡　蓮(6) 5'36"70 西森　燎(6) 5'37"66 西森　遼(6) 5'37"71

(10月11日) 難波 難波 武庫庄 塚口 武庫東 武庫庄 園田 園田

共通男子４×１００ｍＲ 園和北 61"03 難波 61"06 武庫庄 61"57 園田 62"34 塚口 62"44 尼崎北 64"00 武庫庄 64"44 塚口 64"64

(10月11日) 石原　魁晟(6) 竹森　翔英(6) 酒井　柊輝(5) 西森　遼(6) 木下　康太(5) 木谷　勇斗(5) 福田　幸騎(6) 一ノ瀬　結介(6)

小林　亮太(6) 染川　順一郎(6) 川田　英資(5) 米倉　玄(6) 岸上　凌大(5) 角田　　琳(5) 宮武　幸矢(6) 佐伯　比呂(6)

川村　匠生(6) 西　　大翔(6) 土井　景太(5) 小西　一誠(6) 金山　慶人(5) 室　　拓磨(5) 天野　壮吾(6) 野村　幸隆(6)

下総　佑眞(6) 久津輪　紘斗(6) 谷後　圭信(5) 西森　燎(6) 宮原　洸太朗(5) 堀内　大徳(5) 山角　愼之介(6) 河村　　爽(6)

共通男子走幅跳 伊藤　誠也(6) 3m69 米倉　玄(6) 3m60 岸上　凌大(5) 3m52 松浦　　剛(5) 3m46 玉垣　　凌(6) 3m42 谷後　圭信(5) 3m40 小林　亮太(6) 3m39 川村　匠生(6) 3m36

(10月11日) 難波の梅 +2.4 園田 0.0 塚口 0.0 名和 +0.7 武庫東 +0.9 武庫庄 +1.0 園和北 +0.8 園和北 +1.2

共通男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 戸山　陽太(5) 55m25 河村　　爽(6) 53m49 染川　順一郎(6) 47m03 竹森　翔英(6) 46m85 田中　良尚(5) 46m19 久津輪　紘斗(6) 45m50 川田　英資(5) 44m60 加地　光尊(5) 43m17

(10月11日) 名和 塚口 難波 難波 塚口 難波 武庫庄 塚口

４年生女子１００ｍ 宮原　碧海 15"65 田中　愛香 16"02 速水　日暖 16"71 菊野　日奈 17"01 鈴木　美奈里 17"08 德永　真衣 17"21 當麻　　瞳 17"27 小坂　愛奏 17"51

(10月11日) 塚口 +0.5 名和 +0.5 百合学院 +0.5 百合学院 +0.5 百合学院 +0.5 園田南 +0.5 百合学院 +0.5 園田南 +0.5

５年生女子１００ｍ 坂田　美海 15"75 大浦　彩七 15"92 實　　美音 16"07 山本　伶菜 16"36 尾崎　颯華 16"37 牛嶌　心優 16"45 加賀田　玲歌 16"49 神田　千尋 16"64

(10月11日) 武庫東 +0.5 百合学院 +0.5 百合学院 +0.5 塚口 +0.5 塚口 +0.5 武庫東 +0.5 塚口 +0.5 百合学院 +0.5

６年生女子１００ｍ 河野　美海 14"51 福﨑　汐音 14"73 浦崎　彩花 15"26 藤屋　紅葉 15"55 細川　美咲 15"63 上原　真葵 15"78 田中　美紗 15"79 河合　咲希 15"89

(10月11日) 塚口 +1.3 武庫東 +1.3 百合学院 +1.3 園和北 +1.3 百合学院 +1.3 難波 +1.3 塚口 +1.3 園和北 +1.3

共通女子８００ｍ 福﨑　汐音(6) 2'43"60 藤屋　紅葉(6) 2'53"92 田中　愛香(4) 2'59"24 佐野　瑞希(6) 3'00"26 細川　美咲(6) 3'07"25 小谷　夏純(5) 3'12"97 實　　茉音(5) 3'13"13 大久保 有彩(5) 3'13"68

(10月11日) 武庫東 園和北 名和 園和北 百合学院 難波 百合学院 園和北

共通女子４×１００ｍＲ 難波 63"96 塚口 64"69 園和北 64"77 百合学院 64"97 百合学院 65"10 武庫東 65"94 塚口 67"42 塚口 67"81

(10月11日) 高浜　涼花(6) 山本　伶菜(5) 宮脇　明日香(6) 川本　　茜(6) 實　　美音(5) 牛嶌　心優(5) 古瀬　江奈(4) 宮原　碧海(4)

上原　真葵(6) 加賀田　玲歌(5) 河合　咲希(6) 浦崎　彩花(6) 大浦　彩七(5) 入江　聖音(5) 田中　美紗(6) 秋本　こはる(5)

谷村　彩花(6) 荒木　咲衣(5) 池田　光琴(6) 井上　菜月(6) 神田　千尋(5) 坂田　美海(5) 藤原　彩香(5) 岸本　真梨奈(5)

石川　友梨(6) 松本　彩伽(5) 藤屋　紅葉(6) 細川　美咲(6) 辻川　侑依(5) 渡邊　莉奈(5) 河野　美海(6) 尾崎　颯華(5)

共通女子走幅跳 坂田　美海(5) 3m53 浦崎　彩花(6) 3m40 河合　咲希(6) 3m34 實　　美音(5) 3m22 神田　千尋(5) 3m19 大浦　彩七(5) 3m14 鷲北　はな(4) 2m94 山本　伶菜(5) 2m91

(10月11日) 武庫東 +1.2 百合学院 +2.7 園和北 +1.0 百合学院 +0.4 百合学院 +0.3 百合学院 -0.5 百合学院 +1.0 塚口 +2.9

共通女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 細川　恵理香(6) 36m14 渡邊　莉奈(5) 36m09 高田　来海(6) 36m02 井上　菜月(6) 30m40 北　紗由紀(6) 29m49 宮原　碧海(4) 27m21 松本　彩伽(5) 27m20 高浜　涼花(6) 26m97

(10月11日) 百合学院 武庫東 園和北 百合学院 難波 塚口 塚口 難波

５位から７位は
１０００分の１判定により決定

１位は着差なし
のため同順位
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