
　

尼崎市民スポーツ祭　陸上競技の部
入賞者一覧 平成30年5月4日(金)

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 竹内　璃空弥(2) 11"68 松岡　正真(3) 11"84 松井　莉久(3) 11"91 播摩　陸(3) 12"02 東　大翼(3) 12"03 山田　晴喜(3) 12"15 岡本　祥孝(2) 12"39 頼富　颯人(2) 12"43

(5月4日) 小園 -2.7 小園 -2.7 武庫 -2.7 大成 -2.7 小園 -2.7 園田 -2.7 武庫東 -2.7 園田東 -2.7

中学男子２００ｍ 竹内　璃空弥(2) 23"67 松岡　正真(3) 23"68 小池　翔太(3) 24"00 播摩　陸(3) 24"29 岡本　祥孝(2) 24"82 田上　楓馬(3) 25"54 高橋　凌一朗(3) 25"57 頼富　颯人(2) 25"67

(5月4日) 小園 -1.5 小園 -1.5 武庫東 -1.5 大成 -1.5 武庫東 -1.5 園田東 -1.1 立花 -1.1 園田東 -1.1

中学男子８００ｍ 嘉㔟　悠夏(3) 2'09"15 山下　慶馬(2) 2'09"18 市川　幸育(3) 2'10"45 桝谷　佳生(3) 2'13"95 吉田　拓斗(3) 2'15"99 本儀　凜(3) 2'16"47 藏元　初(3) 2'17"61 西田　楓真(2) 2'18"98

(5月4日) 立花 立花 武庫 立花 園田 大成 大成 武庫

中学男子３０００ｍ 藏元　初(3) 9'41"25 山下　慶馬(2) 9'41"33 並川　颯晟(3) 9'41"51 黒葛野　瑞希(3) 9'42"07 林　陽登(3) 9'46"90 米田　竜太(3) 9'58"73 平野　圭人(2) 9'59"44 河内　天(2) 9'59"44

(5月4日) 大成 立花 常陽 園田 大成 武庫東 園田 武庫東

中学男子１１０ｍＨ 松井　莉久(3) 16"86 津倉　寛人(3) 16"93 宮本　周吾(3) 17"94 石沢　侑雅(2) 18"80 中堂　浩人(3) 18"85 松村　瑞希(3) 19"22 細川　海斗(2) 20"20 麦生田　有輝(2) 20"54

(5月4日) 武庫 -2.6 小田北 -2.6 園田 -2.6 日新 -3.1 小田北 -2.6 小田北 -3.1 園田東 -3.1 小田 -3.1

中学男子４×１００ｍＲ 小園 44"78 大成 47"54 園田 47"55 武庫東 47"74 武庫 47"86 立花 48"08 小田北 48"29 園田東 49"71

(5月4日) 稲垣　虹哉(3) 松浦　剛(3) 宮本　周吾(3) 小西　天弥(2) 近藤　壮真(3) 桝谷　佳生(3) 中堂　浩人(3) 田上　楓馬(3)

松岡　正真(3) 播摩　陸(3) 盛　貴喜(2) 岡本　祥孝(2) 菊池　晴空(2) 南口　海(2) 津倉　寛人(3) 頼富　颯人(2)

東　大翼(3) 安居　真沙斗(2) 吉田　拓斗(3) 鏡園　空吾(3) 西田　楓真(2) 嘉㔟　悠夏(3) 林田　大輝(3) 宮平　泰旗(3)

竹内　璃空弥(2) 大会新 岡　優作(3) 山田　晴喜(3) 小池　翔太(3) 松井　莉久(3) 高橋　凌一朗(3) 齊部　颯(3) 小倉　聖也(2)

中学男子４００ｍ 小池　翔太(3) 53"04 嘉?　悠夏(3) 55"43 山田　晴喜(3) 56"55 稲垣　虹哉(3) 57"27 宮平　泰旗(3) 57"61 市川　幸育(3) 58"39 魚住　大河(3) 58"85 西田　楓真(2) 58"87

(5月4日) 武庫東 立花 園田 小園 園田東 武庫 大成 武庫

中学男子走高跳 津倉　寛人(3) 1m55 黒川　颯志(3) 1m55 小松　宙生(2) 1m50 江藤　怜真(3) 1m50 前田　翔大(3) 1m45 西山　颯人(2) 1m45 阪上　孝聖(2) 1m45

(5月4日) 小田北 小田北 小田北 日新 小園 小園 武庫東

中学男子棒高跳 岡　優作(3) 2m80 高橋　颯真(3) 2m40 田中　蒼眞(3) 2m40 稲津　磨凪人(2) 2m20

(5月4日) 大成 小園 小園 小園

中学男子走幅跳 林田　大輝(3) 5m71 東　大翼(3) 5m59 玉樹　悠(3) 5m56 松浦　剛(3) 5m46 江藤　怜真(3) 5m39 齊部　颯(3) 5m35 小西　天弥(2) 5m25 出口　駿太(2) 5m23

(5月4日) 小田北 +2.1 小園 +2.8 小田 +0.7 大成 +0.9 日新 +3.2 小田北 +3.5 武庫東 +3.3 小田北 +2.7

中学男子砲丸投(5kg) 中尾　飛奈太(3) 10m21 古川　凜人(3) 9m98 佐々木　公大(3) 9m32 マヨ　ジィアン　ポロ(2) 8m84 中西　火々良(2) 8m60 鏡園　空吾(3) 8m43 上原　諒己(2) 8m19 大西　凌央(2) 8m02

(5月4日) 常陽 大成 小園 中央 武庫 武庫東 小田北 武庫

中学男子円盤投 佐々木　公大(3) 29m78 中尾　飛奈太(3) 28m80 古川　凜人(3) 27m70 中西　火々良(2) 27m32 大西　凌央(2) 26m24 瀧口　亮太(3) 23m87 松原　生(2) 22m90 上原　諒己(2) 21m80

(5月4日) 小園 常陽 大成 武庫 武庫 大成 小園 小田北

中学女子１００ｍ 早崎　色映(3) 13"20 岡本　瑞葵(3) 13"34 林　愛梨(3) 13"42 山本　和華(2) 13"66 播磨　和佳(3) 13"67 田中　なつみ(3) 13"80 杉戸　茉里奈(3) 13"93 内之丸　実穂(2) 14"13

(5月4日) 園田東 -0.4 小園 -0.4 日新 -0.4 日新 -0.4 立花 -0.4 園田東 -0.4 園田 -0.4 小園 -0.4

中学女子２００ｍ 早崎　色映(3) 27"59 吉村　心(2) 27"88 中田　優希(3) 28"14 牛嶌　心優(3) 28"40 山本　和華(2) 28"78 内之丸　実穂(2) 29"25 徳永　真衣(2) 29"67 中村　優(2) 29"76

(5月4日) 園田東 -0.8 武庫東 -0.8 立花 -0.8 武庫東 -0.8 日新 -0.8 小園 -0.2 小園 -0.2 小田北 +0.3

中学女子８００ｍ 吉村　心(2) 2'30"54 西村　光冬(2) 2'32"84 堤　初音(3) 2'33"66 伊藤　未桜(3) 2'34"60 福西　光(3) 2'35"05 宮園　綾佳(2) 2'37"45 徳田　羽美(2) 2'39"68 藤岡　あずみ(2) 2'39"82

(5月4日) 武庫東 武庫東 小園 小田北 園田東 小田 武庫 小園

中学女子１００ｍＨ 林　愛梨(3) 15"73 牛嶌　心優(3) 16"28 播磨　和佳(3) 16"44 田中　なつみ(3) 16"54 山岡　月(3) 16"61 杉戸　茉里奈(3) 18"02 森山　あかり(2) 18"49 波部　莉音(2) 18"52

(5月4日) 日新 -1.4 武庫東 -1.4 立花 -1.4 園田東 -1.4 小田 -1.4 園田 -1.4 中央 -1.4 園田 -1.4

中学女子４×１００ｍＲ 小園 52"56 武庫東 52"62 園田東 52"81 日新 52"85 立花 54"27 園田 54"73 常陽 55"46 武庫東 56"66

(5月4日) 藤田　詩乃(3) 八木　南帆(3) 小椋　琉可菜(3) 林　愛梨(3) 伊永　彩音(2) 岩﨑　夏希(2) 石川　花音(2) 奥田　莉加(3)

西山　志保(3) 牛嶌　心優(3) 田中　なつみ(3) 倉橋　美羽(3) 播磨　和佳(3) 杉戸　茉里奈(3) 十時　一花(3) 森本　彩葉(3)

内之丸　実穂(2) 髙橋　穂華(2) 池田　千晴(3) 田中　小夏(3) 水野　こむぎ(3) 高田　彩夏梨(3) 松本　千佳(2) 舟戸　咲穂(3)

岡本　瑞葵(3) 吉村　心(2) 早崎　色映(3) 山本　和華(2) 中田　優希(3) 大久保　有彩(3) 上野　江梨花(3) 入谷　成美(3)

中学女子１５００ｍ 西村　光冬(2) 5'09"82 福西　光(3) 5'12"54 指田　空夏晴(3) 5'15"79 伊藤　未桜(3) 5'24"53 徳田　羽美(2) 5'25"14 藤岡　あずみ(2) 5'27"15 池田　由妃乃(2) 5'27"47 小川　真帆(3) 5'29"10

(5月4日) 武庫東 園田東 園田 小田北 武庫 小園 小園 小園

中学女子走高跳 宍戸　琴里(3) 1m45 入谷　成美(3) 1m45 舟戸　咲穂(3) 1m45 辻　彩音(3) 1m40 葛原　凜(2) 1m35 小椋　琉可菜(3) 1m35 加藤　あかり(3) 1m35 村山　凜々花(3) 1m30

(5月4日) 小園 武庫東 武庫東 日新 小田 園田東 大成 日新

中学女子走幅跳 中田　優希(3) 4m85 西山　志保(3) 4m58 髙橋　穂華(2) 4m43 大久保　有彩(3) 4m39 平尾　愛夏(3) 4m23 柄松　あいみ(2) 4m20 橋本　愛里(2) 4m13 鎌田　柚月(3) 4m03

(5月4日) 立花 +2.8 小園 -0.1 武庫東 +1.4 園田 -1.1 小田 +2.6 武庫東 +4.6 小田北 +4.0 小園 +1.8

中学女子砲丸投 尾園　由羽菜(3) 10m90 奥田　莉加(3) 10m61 藤田　詩乃(3) 10m46 八木　南帆(3) 10m33 松田　明香里(2) 9m69 森本　彩葉(3) 9m67 田中　小夏(3) 9m31 森　美琴(3) 9m17

(5月4日) 小園 武庫東 小園 武庫東 小園 武庫東 日新 園田東

中学女子円盤投 奥田　莉加(3) 28m38 八木　南帆(3) 25m85 岩瀬　循子(2) 25m02 藤田　詩乃(3) 25m01 田中　小夏(3) 24m15 尾園　由羽菜(3) 24m01 森　美琴(3) 22m70 松原　彩夏(2) 22m68

(5月4日) 武庫東 武庫東 武庫東 小園 日新 小園 園田東 日新

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

小園 大成 小田北 立花 武庫 園田 武庫東 常陽

63点 39点 30点 25点 24点 18点 17点 15点

武庫東 小園 園田東 日新 立花 園田 小田 小田北

73点 44点 28点 23点 18点 9点 7点 6点 　
女子総合

男

子

ト

ラ

ッ

ク

男

子

フ

ィ

ー

ル

ド

女

子

ト

ラ

ッ

ク

女

子

フ

ィ

ー

ル

ド

男子総合


