
尼崎市民スポーツ祭
入賞者一覧 平成28年5月4日(水) .

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 畑田　太一(3) 11"90 大山　拓人(3) 12"11 岩下　颯真(2) 12"16 堺谷　賢太郎(3) 12"18 山本　和己(3) 12"20 島田　舜太(3) 12"22 島瀬　稜平(2) 12"31 吉川　敦也(3) 12"67

(5月4日) 武庫東 -0.6 小田 -0.6 小園 -0.6 小田 -0.6 小園 -0.6 園田東 -0.6 小園 -0.6 武庫 -0.6

中学男子２００ｍ 原田　準(3) 24"12 大山　拓人(3) 24"61 久保田　歩夢(3) 24"72 島田　舜太(3) 25"03 小川　岳也(3) 25"33 二宮　陸(3) 25"49 蒲生　義隼(3) 25"51 濱野　敦貴(3) 25"77

(5月4日) 小田 -2.0 小田 -2.0 立花 -2.0 園田東 -2.0 園田 -2.0 園田 -3.2 武庫東 -3.2 小田北 -3.1

中学男子４００ｍ 原田　準(3) 53"54 小川　岳也(3) 54"99 山本　和己(3) 55"16 新　開渡(3) 55"61 蒲生　義隼(3) 55"94 鈴木　魁人(3) 56"14 新田　恒大(2) 56"38 遠藤　次穂(3) 56"75

(5月4日) 小田 園田 小園 小田北 武庫東 立花 常陽 大成

中学男子８００ｍ 吉田　圭太(3) 2'07"33 林　孝太朗(3) 2'08"87 宮﨑　響太(2) 2'09"24 松浦　啓太(3) 2'09"54 藤井　亮吾(3) 2'09"82 勇　律夢(2) 2'11"39 亀石　明信(3) 2'15"69 田中　一(3) 2'16"37

(5月4日) 立花 常陽 園田 武庫東 大成 大成 園田 小園

中学男子３０００ｍ 山下　昂輝(3) 9'32"28 松浦　啓太(3) 9'33"56 山田　恭佑(3) 9'44"83 福井　雄基(3) 9'49"81 藤井　亮吾(3) 9'50"63 西森　遼(2) 9'59"47 長谷川　達也(3) 10'02"43 横山　弘(2) 10'03"04

(5月4日) 武庫東 武庫東 常陽 武庫 大成 園田 小園 常陽

中学男子１１０ｍＨ 松原　健斗(3) 16"45 磯貝　幸翼(3) 16"55 福村　直哉(3) 17"73 金山　拓矢(2) 18"15 二宮　陸(3) 18"38 新田　恒大(2) 18"40 高橋　尚毅(3) 18"54 谷本　大記(2) 18"55

(5月4日) 日新 -3.8 小田北 -3.8 立花 -3.8 武庫東 -3.8 園田 -3.8 常陽 -3.8 小園 -3.8 園田 -3.8

中学男子４×１００ｍＲ 小田 46"46 小田北 46"82 立花 47"28 園田 47"43 武庫東 47"71 小園 48"39 大成 49"39

(5月4日) 田中　永遠(3) 芦原　善成(3) 清水　駿(3) 杉本　大樹(2) 幸村　侑哉(2) 清水　瑠偉(3) 大島　秀太(3)

大山　拓人(3) 崎山　響喜(3) 小松原　裕斗(2) 二宮　陸(3) 畑田　太一(3) 岩下　颯真(2) 遠藤　次穂(3)

堺谷　賢太郎(3) 新　開渡(3) 鈴木　魁人(3) 谷本　大記(2) 蒲生　義隼(3) 島瀬　稜平(2) 齊藤　雅征(2)

原田　準(3) 磯貝　幸翼(3) 久保田　歩夢(3) 小川　岳也(3) 金山　拓矢(2) 山本　和己(3) 玉置　麗音(3)

中学男子走高跳 辻　祐歩(3) 1m75 磯貝　幸翼(3) 1m70 松原　健斗(3) 1m65 新　開渡(3) 1m55 井脇　颯希(3) 1m55 清水　駿(3) 1m55 岸田　一希(2) 1m50

(5月4日) 日新 小田北 日新 小田北 常陽 立花 日新

石田　新大(3) 1m55 堺谷　賢太郎(3) 1m50

小田 小田

中学男子棒高跳 崎山　響喜(3) 3m20 玉置　麗音(3) 2m80 齊藤　雅征(2) 2m60 藤谷　祥太郎(2) 2m60 湯口　健斗(2) 2m20

(5月4日) 小田北 大成 大成 武庫 小田北

中学男子走幅跳 音　鳳乃介(3) 5m90 大川　泰知(3) 5m70 田中　永遠(3) 5m63 亀井　公平(3) 5m46 芦原　善成(3) 5m34 鈴木　克哉(3) 5m28 梅本　壮(3) 5m22 島上　大哉(3) 5m22

(5月4日) 武庫 +3.2 小田北 +3.2 小田 +3.3 日新 +1.9 小田北 +2.9 小田北 +2.0 小田 +1.3 園田東 +3.2

ｾｶﾝﾄﾞ5m13（+1.9） ｾｶﾝﾄﾞ5m11（+0.7）

中学男子砲丸投(5kg) 大島　秀太(3) 12m63 増田　有真(3) 10m81 松元　春樹(3) 10m30 阪上　孝峻(2) 8m51 竹中　康晴(2) 8m36 砂川　幹太(2) 8m15 山中　竣介(2) 7m81 温井　義樹(2) 7m57

(5月4日) 大成 大会新 立花 小田北 武庫東 武庫東 小田北 武庫東 日新

中学男子円盤投(1.5㎏) 大島　秀太(3) 34m10 増田　有真(3) 32m62 時吉　輝(3) 29m79 松元　春樹(3) 27m90 廣田　和也(3) 22m92 阪上　孝峻(2) 22m66 小松原　裕斗(2) 21m63 竹中　康晴(2) 21m60

(5月4日) 大成 立花 大成 小田北 武庫東 武庫東 立花 武庫東
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中学女子１００ｍ 昌　琴音(2) 13"48 長田　杏音(2) 13"73 青野　星那(3) 13"85 松岡　奈央(3) 14"06 津村　乃衣(3) 14"22 肥田　亜美(3) 14"29 山本　悠月(2) 14"55

(5月4日) 立花 -4.1 園田東 -4.1 大成 -4.1 小園 -4.1 園田東 -4.1 小田 -4.1 日新 -4.1

堂脇　鈴花(3) 13"85

常陽 -4.1

中学女子２００ｍ 昌　琴音(2) 27"49 堂脇　鈴花(3) 27"85 青野　星那(3) 28"25 白間　広海(3) 28"36 小西　菜夕(3) 28"65 中西　風花(3) 28"99 津村　乃衣(3) 29"01 木村　綾乃(2) 29"27

(5月4日) 立花 -1.5 常陽 -1.5 大成 -1.5 中央 -1.5 武庫東 -1.3 小園 -1.5 園田東 -1.5 常陽 -1.5

中学女子８００ｍ 古田　聡美(2) 2'29"99 小松　雅(2) 2'33"25 草留　真優(3) 2'33"44 富田　夏恋(3) 2'33"46 亀田　湧泉(2) 2'33"96 魚井　つかさ(2) 2'34"56 松永　奈々(3) 2'35"54 德松　乃和(2) 2'39"28

(5月4日) 立花 園田東 武庫東 立花 立花 園田 武庫 武庫

中学女子１５００ｍ 國頭　碧(2) 5'15"40 富田　夏恋(3) 5'15"81 亀田　湧泉(2) 5'16"09 古田　聡美(2) 5'17"09 魚井　つかさ(2) 5'23"71 草留　真優(3) 5'24"51 東　楓(2) 5'25"77 西澤　梓(3) 5'27"37

(5月4日) 小園 立花 立花 立花 園田 武庫東 大成 小田北

中学女子１００ｍＨ 関　美幸里(3) 16"01 長田　杏音(2) 16"51 小川　優菜(3) 17"00 木村　綾乃(2) 17"19 赤澤　ななみ(3) 17"29 池原　みこ(3) 17"79 岩田　未夢(3) 18"20 船本　実玖(3) 18"57

(5月4日) 武庫東 -3.0 園田東 -3.0 日新 -3.0 常陽 -3.0 小田北 -3.0 武庫 -3.0 大成 -3.0 小園 -3.0

中学女子４×１００ｍＲ 武庫東 52"31 小園 52"67 園田東 52"73 小田 54"10 立花 54"26 武庫東 54"38 大成 54"41 園田 54"78

(5月4日) 得田　香乃(3) 中西　風花(3) 澤田　七海(3) 喜　有沙(3) 松本　カリン(2) 八木　佑芽奈(3) 谷川　晴希(3) 久川　愛純(2)

山下　菜帆(3) 松岡　奈央(3) 本田　えり(2) 勝見　美月(2) 古田　聡美(2) 室田　ももは(2) 岩田　未夢(3) 田村　朱里(2)

小西　菜夕(3) 盛　陽加莉(3) 津村　乃衣(3) 首藤　花暖(2) 安井　朱羽(2) 吉武　若菜(3) 仲西　詩乃(2) 高田　来海(2)

関　美幸里(3) 白濱　かなう(2) 長田　杏音(2) 肥田　亜美(3) 昌　琴音(2) 神本　真衣音(2) 青野　星那(3) 白石　みなみ(2)

中学女子走高跳 得田　香乃(3) 1m40 安井　朱羽(2) 1m35 宮﨑　里菜(2) 1m35 北村　日菜(3) 1m35 田嶌　麻央(3) 1m30 室田　ももは(2) 1m30

(5月4日) 武庫東 立花 中央 大成 小田北 武庫東

長畑　雨里(2) 1m35 香川　歩(2) 1m30

大成 小田

中学女子走幅跳 小西　菜夕(3) 5m13 山下　菜帆(3) 4m99 谷川　晴希(3) 4m59 奥田　汐音(2) 4m58 澤田　七海(3) 4m53 赤澤　ななみ(3) 4m40 本田　えり(2) 4m29 小野原　有沙(3) 4m26

(5月4日) 武庫東 +1.4 武庫東 +0.7 大成 +3.3 大成 +1.8 園田東 +2.4 小田北 +1.5 園田東 +1.8 武庫 +1.1

中学女子砲丸投(2.72kg) 八木　佑芽奈(3) 11m92 関　美幸里(3) 11m47 福井　杏(3) 11m30 原田　有紀(2) 9m74 髙橋　佑歌(2) 9m13 足立　弥佑華(2) 8m95 鶴谷　和奏(3) 8m33 渡邉　美沙希(2) 8m23

(5月4日) 武庫東 武庫東 武庫 小田北 武庫東 小田北 小田北 園田東

中学女子円盤投 福井　杏(3) 27m83 八木　佑芽奈(3) 27m45 神本　真衣音(2) 25m09 山本　野乃実(3) 21m95 川西　可紗(2) 20m56 足立　弥佑華(2) 20m50 鶴谷　和奏(3) 19m69 原田　有紀(2) 19m68

(5月4日) 武庫 武庫東 武庫東 大成 日新 小田北 小田北 小田北

※女子100mの青野、堂脇は1000分の１判定により「着差なし」のため同順位。

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

小田北 小田 武庫東 大成 立花 日新 園田 武庫

45点 36.5点 35点 30点 29点 19点 18点 12点

武庫東 立花 大成 園田東 小園 常陽 武庫 小田北

59点 42点 22.5点 22点 14点 11.5点 11点 8.5点 　
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