
第43回尼崎市小学生陸上競技会
入賞者一覧 平成27年10月10日(土) ～ 平成27年10月10日(土)

ベイコム陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

４年生男子１００ｍ 島瀬　裕次 15"22 宇保　元太 15"46 髙木　龍輝 15"61 下総　蒼太 15"86 片山　朔 16"14 中西　昇丸 16"19 武内　拓斗 16"23 山﨑　幹太 16"48

(10月10日) 園田南 -1.1 園和北 -1.1 難波 -1.1 園和北 -1.1 立花南 -1.1 名和 -1.1 難波 -1.1 園田南 -1.1

５年生男子１００ｍ 織田　昇吾 14"86 中野　耕汰 15"18 辻川　   響 15"56 上原　稜 15"74 下元　遙翔 15"97 中井　優心 16"05 前田　航太 16"10 木田　泰雅 16"65

(10月10日) 園和北 +0.5 塚口 +0.5 難波 +0.5 名和 +0.5 名和 +0.5 名和 +0.5 園田 +0.5 難波 +0.5

６年生男子１００ｍ 田中　良尚 13"45 木谷　勇斗 14"18 大石　郁央 14"52 谷村　直 14"59 髙木　望 14"76 加藤　俊汰 14"82 佐々木　皓基 14"89  堀内　大徳 14"93

(10月10日) 塚口 -0.1 尼崎北 -0.1 難波 -0.1 園和北 -0.1 名城 -0.1 塚口 -0.1 園和北 -0.1 尼崎北 -0.1

共通男子１５００ｍ 櫻井　頼之介(6) 5'24"19 大井　廉(4) 5'43"76 立田　航大(5) 5'44"78 宇保　元太(4) 5'47"65 前田　航太(5) 5'48"70 永井　悠樹(6) 5'52"27 鍛治　蒼真(6) 5'56"64 西森　市直(5) 5'59"07

(10月10日) 難波 園田南 立花西 園和北 園田 塚口 名城 園田

共通男子４×１００ｍＲ 塚口 57"48 難波 58"75 名城 59"81 園和北 60"11 尼崎北 60"56 園和北 63"15 難波の梅 63"21 名和 65"11

(10月10日) 加地　光尊(6) 笹部　聖山(6) 髙木　望(6) 谷村　直(6) 木谷　勇斗(6) 小林　純也(5) 山崎　陽哉(6) 三宅　慶真(5)

加藤　俊汰(6) 脇山　知也(6) 鍛治　蒼真(6) 滋野　絢心(5) 角田　琳(6) 下総　蒼太(4) 中里　世輝(6) 竹田　一貴(5)

宮原　滉太郎(6) 櫻井　頼之介(6) 相合　一綺(6) 森　寛太(6) 室　拓磨(6) 宇保　元太(4) 土居　佑太朗(6) 上原　稜(5)

田中　良尚(6) 大石　郁央(6) 細川　零偉(6) 佐々木　皓基(6)  堀内　大徳(6) 織田　昇吾(5) 村上　翔一(6) 下元　遙翔(5)

共通男子走幅跳 細川　零偉(6) 3m92 滋野　絢心(5) 3m83 鍛治　蒼真(6) 3m67 宮原　滉太郎(6) 3m64 脇山　知也(6) 3m63 中野　耕汰(5) 3m56 中里　世輝(6) 3m43 下総　蒼太(4) 3m35

(10月10日) 名城 +0.6 園和北 0.0 名城 +0.9 塚口 +1.0 難波 +0.9 塚口 -0.4 難波の梅 +0.6 園和北 +0.1

森　寛太(3) 3m35

園和北 -1.0

共通男子ソフトボール投 田中　良尚(6) 54m99 中川　福大(5) 54m05 下元　遙翔(5) 50m83 西川　光希(5) 50m47 谷村　直(6) 50m09 濱野　貫二(5) 49m89 上原　稜(5) 49m65 三宅　慶真(5) 48m67

(10月10日) 塚口 立花南 名和 名和 園和北 名和 名和 名和

４年生女子１００ｍ 鈴木　心琴 15"83 市川　愛 15"94 齊藤　愛佳 16"45 荒川　姫香 16"55 奥山　葵 16"58 青木　美菜 16"85 幾井　紅羽 16"86 李　娜沇 17"12

(10月10日) 立花南 +0.4 百合学院 +0.4 百合学院 +0.4 名和 +0.4 立花南 +0.4 立花南 +0.4 百合学院 +0.4 百合学院 +0.4

５年生女子１００ｍ 小牟田　実温 15"16 宮原　碧海 15"42 髙橋　優心 15"87 速水　日暖 16"21 植村　祐月 16"25 田中　優月 16"30 當麻　瞳 16"39 三宅　晴衣 16"73

(10月10日) 立花南 -0.1 塚口 -0.1 塚口 -0.1 百合学院 -0.1 難波 -0.1 塚口 -0.1 百合学院 -0.1 難波 -0.1

６年生女子１００ｍ 大浦　彩七 14"65 坂田　美海 14"85 山本　怜菜 15"26 牛嶌　心優 15"28 加賀田　玲歌 15"36 高田　彩夏梨 15"37 實　美音 15"69

(10月10日) 百合学院 +0.8 武庫東 +0.8 塚口 +0.8 武庫東 +0.8 塚口 +0.8 園和北 +0.8 百合学院 +0.8

池田　千晴 15"36

園和北 +0.8

共通女子８００ｍ 田中　愛香(5) 2'48"56 濱田　遥(6) 2'55"90 大谷　佳花(6) 2'59"35 渡邊　莉奈(6) 3'02"91 川岸　英(6) 3'03"67 奥山　葵(4) 3'04"35 速水　日暖(5) 3'07"39 福永　美吹(6) 3'08"26

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

共通女子４×１００ｍＲ 塚口 60"73 百合学院 60"76 武庫東 61"29 園和北 63"86 立花南 65"55 塚口 65"98 百合学院 66"61 百合学院 67"10

(10月10日) 山本　怜菜(6) 實　美音(6) 牛嶌　心優(6) 竹内　麻里奈(6) 鈴木　心琴(4) 宮原　碧海(5) 速水　日暖(5) 幾井　紅羽(4)

加賀田　玲歌(6) 大浦　彩七(6) 坂田　美海(6) 大久保　有彩(6) 奥山　葵(4) 岡田　友花(5) 川岸　英(6) 市川　愛(4)

荒木　咲衣(6) 渡邊　真優(6) 入江　聖音(6) 池田　千晴(6) 青木　美菜(4) 橋本　和佳奈(5) 實　茉音(6) 李　娜沇(4)

松本　彩伽(6) 角谷　彩夏(6) 渡邊　莉奈(6) 高田　彩夏梨(6) 小牟田　実温(5) 髙橋　優心(5) 當麻　瞳(5) 齊藤　愛佳(4)

共通女子走幅跳 坂田　美海(6) 4m14 實　美音(6) 3m63 加賀田　玲歌(6) 3m26 小牟田　実温(5) 3m14 川合　陽菜(6) 3m13 角谷　彩夏(6) 3m10 和田　日菜子(6) 3m05 當麻　瞳(5) 3m02

(10月10日) 武庫東 0.0 百合学院 +0.4 塚口 0.0 立花南 -0.4 園和 0.0 百合学院 0.0 難波 +0.2 百合学院 +0.4

共通女子ソフトボール投 渡邊　莉奈(6) 42m00 山内　香穂(6) 33m22 藤原　彩香(6) 32m56 湯村　奈歩(6) 31m92 喜連川　由里(4) 30m88 森山　あかり(5) 30m17 廣瀬　らな(6) 30m00 橋本　和佳奈(5) 28m89

(10月10日) 武庫東 名城 塚口 百合学院 名和 難波 難波 塚口
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