
第60回尼崎市陸上競技対抗選手権大会（中学の部）
入賞者一覧 平成30年10月28日(日) 

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"44 菊池　晴空(2) 12"07 岡本　祥孝(2) 12"34 藤原　琉暉(2) 12"39 出口　駿太(2) 12"56 細田　悠斗(2) 12"70 南口　海(2) 12"86

(10月28日) 小園 　　  大会新 -1.6 武庫 -1.6 武庫東 -1.6 小田 -1.6 小田北 -1.6 常陽 -1.6 立花 -1.6

中学男子２００ｍ 竹内　璃空弥(2) 23"18 岡本　祥孝(2) 25"11 菊池　晴空(2) 25"15 藤原　琉暉(2) 25"17 細田　悠斗(2) 26"06 稲津　磨凪人(2) 26"51 南口　海(2) 26"96 小松　宙生(2) 27"05

(10月28日) 小園　　　大会新 -2.2 武庫東 -2.2 武庫 -2.2 小田 -2.2 常陽 -2.2 小園 -2.2 立花 -2.2 小田北 -2.2

中学男子８００ｍ 山下　慶馬(2) 2'10"02 西田　楓真(2) 2'13"31 中島　悠斗(2) 2'14"07 中田　陸斗(2) 2'15"79 髙谷　望巳(2) 2'15"86 河内　天(2) 2'17"66 早野　僚真(2) 2'20"30 小川　隆太朗(2) 2'21"18

(10月28日) 立花　　　大会新 武庫 小園 武庫 小田 武庫東 小園 武庫東

中学男子３０００ｍ 西森　市直(2) 9'30"54 山下　慶馬(2) 9'30"68 河内　天(2) 9'36"71 永美　礼至(2) 10'02"56 塚元　琳太郎(2) 10'02"99 平野　圭人(2) 10'04"10 早野　僚真(2) 10'04"53 大井　廉(1) 10'08"51

(10月28日) 園田 立花 武庫東 武庫 武庫 園田 小園 小園

中学男子１１０ｍＨ 麦生田　有輝(2) 18"78 新屋　鷹斗(2) 18"84 國井　大翔(1) 19"18 山口　颯太(2) 19"72 楠　颯太(1) 19"74 光元　陽(1) 19"82 水野　陸翔(1) 20"55 森下　然(1) 20"69

(10月28日) 小田 -2.9 小田 -2.9 小田北 -2.9 日新 -2.9 園田 -0.5 園田 -0.5 小園 -0.5 小田北 -0.5

中学男子４×１００ｍＲ 小田 48"14 武庫 48"55 武庫東 48"95 小田北 49"00 日新 49"91 園田 50"50

(10月28日) 麦生田　有輝(2) 大西　凌央(2) 阪上　孝聖(2) 中村　天飛(2) 山口　颯太(2) 野山　裕人(1)

藤原　琉暉(2) 菊池　晴空(2) 小西　天弥(2) 出口　駿太(2) 大長　勇斗(2) 佐々見　孝(2)

上辻　拓生(2) 中田　陸斗(2) 谷本　壮司朗(2) 小松　宙生(2) 山根　大誠(1) 下地　亮太(1)

新屋　鷹斗(2) 西田　楓真(2) 岡本　祥孝(2) 宮本　恵成(2) 大川　涼輔(2) 岩本　優光(2)

中学男子走高跳 小松　宙生(2) 1m50 西山　颯人(2) 1m45 川﨑　俊祐(1) 1m45 國井　大翔(1) 1m40 樋口　篤志(2) 1m35

(10月28日) 小田北 小園 武庫東 小田北 小田

中学男子棒高跳 稲津　磨凪人(2) 2m20 向井　爽(2) 2m00 島瀬　裕次(1) 2m00

(10月28日) 小園 小園 小園

中学男子走幅跳 出口　駿太(2) 5m52 大川　涼輔(2) 5m42 小西　天弥(2) 5m34 宮本　恵成(2) 5m31 谷本　壮司朗(2) 5m21 岩本　優光(2) 5m05 重久　怜央(2) 4m95 上辻　拓生(2) 4m82

(10月28日) 小田北 +3.2 日新 +1.9 武庫東 +3.2 小田北 +2.8 武庫東 +2.8 園田 +2.4 大成 0.0 小田 +6.1

中学男子砲丸投(5kg) 上原　諒己(2) 9m62 中西　火々良(2) 9m58 大西　凌央(2) 8m91 大川　涼輔(2) 8m33 松原　生(2) 8m16 大内　優哉(2) 8m14 阪上　孝聖(2) 8m01 鄭　眞友(1) 7m56

(10月28日) 小田北 武庫 武庫 日新 小園 常陽 武庫東 武庫東

中学男子円盤投(1.5㎏) 中西　火々良(2) 30m53 大西　凌央(2) 28m34 上原　諒己(2) 26m92 大内　優哉(2) 26m56 松原　生(2) 25m89 阪上　孝聖(2) 21m23 湯浅　友哉(2) 19m56 杉原　義宣(1) 18m19

(10月28日) 武庫 武庫 小田北 常陽 小園 武庫東 園田東 武庫東

男

子

ト

ラ

ッ

ク

男

子

フ

ィ

ー

ル

ド



第60回尼崎市陸上競技対抗選手権大会（中学の部）
入賞者一覧 平成30年10月28日(日) 

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

中学女子１００ｍ 山本　和華(2) 13"78 小寺山　莉沙(2) 14"10 荒川　媛香(1) 14"11 髙橋　穂華(2) 14"25 安井　天音(1) 14"25 徳永　真衣(2) 14"30 井上　涼巴(2) 14"45 黒田　華代(1) 14"47

(10月28日) 日新 -3.5 園田 -3.5 大成 -3.5 武庫東 -3.5 立花 -3.5 小園 -3.5 小田 -3.5 武庫東 -3.5

中学女子２００ｍ 吉村　心(2) 28"04 山本　和華(2) 28"49 徳永　真衣(2) 28"57 岩﨑　夏希(2) 28"89 角戸　碧藻(2) 29"06 内之丸　実穂(2) 29"09 藤岡　優希菜(1) 29"78 堤　美聖(2) 30"03

(10月28日) 武庫東 -1.3 日新 -1.3 小園 -1.3 園田 -1.3 小田 -1.3 小園 -1.3 小田 -1.3 大成 -1.3

中学女子８００ｍ 安田　瑠捺(1) 2'26"84 宮園　綾佳(2) 2'30"34 西村　光冬(2) 2'30"72 阪本　佳穂(1) 2'34"51 中井　希音(2) 2'36"41 池田　由妃乃(2) 2'36"55 中村　優(2) 2'38"66 大崎　佑奈(1) 2'38"85

(10月28日) 小田北 小田 武庫東 小園 小園 小園 小田北 立花

中学女子１５００ｍ 安田　瑠捺(1) 4'55"47 藤岡　あずみ(2) 5'13"60 宮園　綾佳(2) 5'13"79 西村　光冬(2) 5'16"80 中井　希音(2) 5'21"07 大崎　佑奈(1) 5'25"17 行安　亜芽莉(1) 5'28"18 當銘　愛琉(1) 5'32"35

(10月28日) 小田北 小園 小田 武庫東 小園 立花 武庫東 小園

中学女子１００ｍＨ 吉村　心(2) 15"98 森山　あかり(2) 17"63 小寺山　莉沙(2) 17"79 渡辺　ノア(2) 17"96 安田　実優(2) 18"16 中川　芽衣(1) 18"43

(10月28日) 武庫東 -3.1 中央 -3.1 園田 -3.1 小園 -3.1 小園 -3.1 武庫 -3.1

中学女子４×１００ｍＲ 小園 53"60 武庫東 53"65 園田 53"77 大成 54"79 日新 55"02 立花 55"23 小田 55"77 中央 56"59

(10月28日) 正垣　鈴菜(2) 鏡園　七海(1) 小寺山　莉沙(2) 堤　美聖(2) 鈴木　心琴(1) 三宅　汐栞(2) 葛原　凜(2) 寺島　未菜(2)

四方　彩菜(2) 黒田　華代(1) 岩﨑　夏希(2) 荒川　媛香(1) 村田　和花(1) 東野　京桜(1) 井上　涼巴(2) 渡邊　二菜(2)

徳永　真衣(2) 髙橋　穂華(2) 谷名　優月(2) 鍬田　莉緒(2) 保科　一葉(2) 伊永　彩音(2) 前田　莉奈(2) 上川　芽依(2)

内之丸　実穂(2) 吉村　心(2) 森田　葵(1) 廣瀬　心音(2) 山本　和華(2) 安井　天音(1) 角戸　碧藻(2) 波多野　彩花(2)

中学女子走高跳 葛原　凜(2) 1m45 山平　咲季(2) 1m35 吉柳　来夢(2) 1m30 西村　美海(1) 1m30 服部　美咲(1) 1m30 伊永　彩音(2) 1m30 田中　彩葉(2) 1m30

(10月28日) 小田 大成 大成 園田 日新 立花 小田北

松本　千佳(2) 1m30

常陽

中学女子走幅跳 橋本　愛里(2) 4m62 髙橋　穂華(2) 4m35 前田　莉奈(2) 4m35 橋本　優憂(1) 4m35 岩﨑　夏希(2) 4m29 四方　彩菜(2) 4m28 柄松　あいみ(2) 4m13 谷名　優月(2) 4m11

(10月28日) 小田北 +2.6 武庫東 +3.7 小田 +1.8 園田 +1.8 園田 +0.6 小園 +1.5 武庫東 +2.6 園田 +2.2

セカンド4m25 セカンド4m22 セカンド4m21

+1.8 +2.4 +1.3

中学女子砲丸投(2.7kg) 岩瀬　循子(2) 10m73 松田　明香里(2) 10m12 東田　いろは(2) 9m64 大森　凛(2) 9m10 松原　彩夏(2) 8m85 大村　夏帆(2) 8m55 中島　千里(2) 8m55 松田　妃万里(2) 8m12

(10月28日) 武庫東 小園 小田 小田 日新 小田 小園 小園

中学女子円盤投 松田　明香里(2) 23m97 角戸　碧藻(2) 22m83 寺島　未菜(2) 22m07 仲西　花(2) 21m32 松田　妃万里(2) 20m37 谷相　柚季(2) 20m32 比嘉　虹湖(2) 19m49 東田　いろは(2) 19m13

(10月28日) 小園 小田 中央 大成 小園 小田北 武庫 小田

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

武庫 小園 小田北 武庫東 小田 日新 園田 立花

47点 41点 37点 29点 27点 13点 12点 11点

小園 武庫東 小田 園田 小田北 大成 日新 中央

44点 38点 34点 23点 19点 18.5点 16点 9点 　

2位、3位は1000分の1判定により決定
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