
第44回尼崎市小学生陸上競技大会
入賞者一覧 平成28年10月8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 知念　芽空 15"78 中村　純大 15"89 月野　天夢 16"46 西井　翔大 16"67 香山　優鉉 16"68 上﨑　昇太 17"14 尾﨑　亘 17"17 栗田　知真 17"18

(10月8日) 難波の梅 -2.2 名和 -2.2 園和 -2.2 名和 -2.2 難波の梅 -2.2 名和 -2.2 園和北 -2.2 立花南 -2.2

5年生男子１００ｍ 島瀬　裕次 14"52 武内　拓斗 15"34 安田　晴彦 15"67 下総　蒼太 15"74 辻井　瑛 15"79 髙田　倫太郎 15"83 竹森　泰士 16"19

(10月8日) 園田南 0.0 難波 0.0 園田 0.0 園和北 0.0 園田南 0.0 園田南 0.0 難波 0.0

山田　佳輝 15"67

園田 0.0

6年生男子１００ｍ 盛　貴喜 13"78 新納　悠登 14"13 辻川　響 14"34 木田　泰雅 14"39 頼富　颯人 14"39 大川　涼輔 14"43 大塚　柊弥 14"62 八鍬　薫 14"71

(10月8日) 園田 -1.1 立花南 -1.1 難波 -1.1 難波 -1.1 園和北 -1.1 立花南 -1.1 明城 -1.1 明城 -1.1

共通男子１５００ｍ 大井　廉(5) 5'37"08 前田　航太(6) 5'43"50 西森　市直(6) 5'49"91 安田　圭吾(6) 5'54"21 谷口　航平(6) 6'01"93 小林　純也(6) 6'03"80 池田　希(5) 6'04"29 藤井　紀良(5) 6'04"53

(10月8日) 園田南 園田 園田 明城 立花南 園和北 難波 園和

共通男子４×１００ｍＲ 立花南 57"54 園和北 59"02 明城 59"48 難波 59"70 名和 101"37 園田 102"04 明城 102"22 園田南 104"27

(10月8日) 公受　漸快(6) 米玉利　茶介(6) 大塚　柊弥(6) 三島　健琉(6) 秋本　優斗(6) 菅本　颯平(6) 安田　圭吾(6) 山崎　幹太(5)

片山　朔(5) 頼富　颯人(6) 影山　紘成(6) 木田　泰雅(6) 中井　優心(6) 巻野　玲音(6) 濱田　啓太(6) 大井　廉(5)

大川　涼輔(6) 角田　有陽(6) 大野　圭翔(6) 弓岡　拓登(6) 挟間　匠己(6) 岩本　優光(6) 山本　輝翔(6) 奴里希拉吉　翔(5)

新納　悠登(6) 織田　昇吾(6) 八鍬　薫(6) 辻川　響(6) 安居　真沙斗(6) 前田　航太(6) 森　彪人(6) 辻井　瑛(5)

共通男子走幅跳 滋野　絢心(6) 4m09 米玉利　茶介(6) 3m78 公受　漸快(6) 3m64 片山　朔(5) 3m63 濵田　煌明(5) 3m46 新　晴太(5) 3m39 角田　有陽(6) 3m38 濱田　啓太(6) 3m37

(10月8日) 園和北 -2.6 園和北 -0.5 立花南 0.0 立花南 -1.1 立花南 -1.2 園和北 -1.1 園和北 -0.7 明城 0.0

共通男子ソフトボール投 中川　福大(6) 59m89 髙橋　響希(4) 47m34 織田　拓見(4) 42m68 米玉利　大悟(5) 41m16 岡田　嵐馬(5) 38m84 北岡　祐眞(4) 37m98 櫛野　颯大(6) 36m60 井畑　翼(4) 36m07

(10月8日) 立花南 明城 園和北 園和北 難波の梅 明城 難波 武庫東

4年生女子１００ｍ 笹野 珠美 16"68 小橋　美柚 16"69 大塚　彩由璃 17"72 中　佑稀 17"74 相模　妃依里 17"87 大﨑　麻友奈 18"32 米丸　まどか 18"38 大海　春香 18"69

(10月8日) 百合学院 -1.4 園田 -1.4 園田南 -1.4 名和 -1.4 難波 -1.4 名和 -1.4 難波 -1.4 明城 -1.4

5年生女子１００ｍ 黒田　華代 15"45 幾井　紅羽 15"58 齊藤　愛佳 15"83 鈴木　心琴 16"70 李　なよん 16"73 岩本　帆夏 16"90 伊藤　笑美 16"92 橋本　心花 17"06

(10月8日) 武庫東 -1.9 百合学院 -1.9 百合学院 -1.9 立花南 -1.9 百合学院 -1.9 難波 -1.9 杭瀬 -1.9 難波 -1.9

6年生女子１００ｍ 小牟田　実温 14"57 大久保　陽菜 14"66 速水　日暖 14"99 吉村　心 15"04 岩﨑　夏希 15"82 西尾　莉歩 16"05 三宅　晴衣 16"05 月本　桜愛 16"06

(10月8日) 立花南 -1.0 名和 -1.0 百合学院 -1.0 武庫東 -1.0 園田 -1.0 百合学院 -1.0 難波 -1.0 園和北 -1.0

共通女子８００ｍ 田中　愛香(6) 2'50"29 奥山　葵(5) 2'52"96 福原　琴望(6) 2'57"37 土岐　羽香奈(6) 3'00"10 小谷　真実(6) 3'00"25 篠原　菜々瀬(4) 3'00"42 金沢　綾香(6) 3'01"81 山本　和華(6) 3'01"88

(10月8日) 名和 立花南 百合学院 園和北 難波 園和北 明城 立花南

共通女子４×１００ｍＲ 立花南 101"03 名和 101"16 百合学院 101"52 百合学院 101"94 武庫東 104"08 明城 104"99 難波 105"03 武庫東 106"18

(10月8日) 鈴木　心琴(5) 師玉　瑤(6) 速水　日暖(6) 幾井　紅羽(5) 小野　由紀子(5) 中島　光虹(6) 森山　あかり(6) 柄松　あいみ(6)

奥山　葵(5) 宮城　佳歩(6) 當麻　瞳(6) 佐野　真央(5) 小林　ももか(5) 實　優愛(6) 植村　祐月(6) 高橋　琉美愛(6)

山本　和華(6) 田中　愛香(6) 西尾　莉歩(6) 李　なよん(5) 山田　萌香(5) 大島　美海(6) 三宅　晴衣(6) 吉村　温(6)

小牟田　実温(6) 大久保　陽菜(6) 鈴木　美奈里(6) 齊藤　愛佳(5) 黒田　華代(5) 金沢　綾香(6) 波多野　彩花(6) 清水　早紀(6)

共通女子走幅跳 當麻　瞳(6) 3m56 堀野　絢子(5) 3m34 生野　琴音(5) 2m90 矢形　花楓(6) 2m80 堤　真彩(4) 2m75 小寺　美穂(6) 2m61 小北　伊織(4) 2m39 髙岡　恵衣(4) 2m36

(10月8日) 百合学院 +0.5 百合学院 -0.4 名和 +0.4 難波 +0.1 園和 +0.8 立花南 -1.0 園和北 +0.4 園和北 -0.5

共通女子ソフトボール投 中野　玲奈(6) 39m31 喜連川　由里(5) 37m87 森山　あかり(6) 32m12 宮地　杏弥(6) 30m91 久次米　夢歩(4) 28m78 寺澤　愛里奈(5) 24m60 中村　陽奏(6) 24m04 笹木　菜々美(5) 23m58

(10月8日) 園和 名和 難波 難波 百合学院 名和 難波 名和

※同タイムで順位が違う場合、１０００分の１判定により着差あり。
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