
阪神中学校総合体育大会陸上競技大会
入賞者一覧 平成19年7月21日(土) ～ 平成19年7月22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

１年生男子１００ｍ 稲田　昇平 12"50 太田　慎也 12"72 池　剛志 12"77 濱口　一貴 12"96 中内　悠介 12"97 奥永　真司 13"06 大川　順也 13"08

(7月22日) 伊丹南 -1.5 今津 -1.5 潮見 -1.5 苦楽園 -1.5 浜脇 -1.5 精道 -1.5 深津 -1.5

２年生男子１００ｍ 牧野　莞司 11"80 西野　湧次 11"81 福満  友輔 12"00 松本　佳己 12"09 池田　尚正 12"14 片岡　潤也 12"14 宮東 一平 12"14 吉村　明馬 12"31

(7月21日) 鳴尾南 +1.3 甲武 +1.3 常陽 +1.3 甲陽学院 +1.3 学文 +1.3 園田 +1.3 猪名川 +1.3 苦楽園 +1.3

３年生男子１００ｍ 紺田　凌 11"39 山根　雅斗 11"47 大江　淳平 11"64 猿丸　貴大 11"69 山口　将史 11"73 中川　佑介 11"82 本田　真吾 11"89 三宅　康之 11"90

(7月21日) 園田 +1.1 学文 +1.1 荒牧 +1.1 荒牧 +1.1 学文 +1.1 南ひばり丘 +1.1 猪名川 +1.1 鳴尾 +1.1

共通男子２００ｍ 義田　祥太(3) 23"34 磯野　康太(3) 23"47 山口　将史(3) 23"76 大江　淳平(3) 24"21 稲田　英明(3) 24"21 西野　湧次(2) 24"43 牧野　莞司(2) 24"48 竹森　啓真(3) 24"80

(7月22日) 浜脇 -1.2 伊丹西 -1.2 学文 -1.2 荒牧 -1.2 上甲子園 -1.2 甲武 -1.2 鳴尾南 -1.2 報徳学園 -1.2

共通男子４００ｍ 義田　祥太(3) 51"25 磯野　康太(3) 51"62 藤原　周太(3) 53"14 中田　克彦(3) 54"49 松岡　弘賢(3) 54"59 西谷　翔太(3) 54"69 竿崎　圭哉(3) 55"94 開発　睦(3) 56"18

(7月21日) 浜脇 伊丹西 南ひばり丘 浜脇 報徳学園 深津 伊丹南 苦楽園

共通男子８００ｍ 金坂　英明(3) 2'05"37 中路間　一哉(3) 2'05"53 井上　和幸(3) 2'05"79 藤澤　康生(3) 2'06"56 永石　雄飛(3) 2'06"72 花田　大空(3) 2'07"78 妻藤　圭祐(2) 2'11"65 梶山　慎平(3) 2'16"87

(7月22日) 甲武 武庫東 園田東 瓦木 猪名川 報徳学園 光ガ丘 伊丹北

１年生男子１５００ｍ 前田　拓志 4'41"36 池　剛志 4'45"63 堀　武揚 4'45"70 山田　卓也 4'48"78 濱　裕太 4'50"18 西　和人 4'51"05 山口　成徳 4'54"67 岡野　恒平 4'56"70

(7月21日) 猪名川 潮見 南ひばり丘 猪名川 苦楽園 東谷 甲武 苦楽園

共通男子１５００ｍ 松本　佳久(3) 4'17"64 蘇　優輝(3) 4'19"52 木島　拓也(3) 4'19"64 井上　和幸(3) 4'20"41 中山　賢太(3) 4'20"45 永田　晴哉(3) 4'20"55 太田　尚樹(3) 4'21"82 妻藤　圭祐(2) 4'24"57

(7月21日) 猪名川 猪名川 苦楽園 園田東 塩瀬 鳴尾 荒牧 光ガ丘

共通男子３０００ｍ 松本　佳久(3) 9'23"21 木島　拓也(3) 9'24"11 永田　晴哉(3) 9'24"13 太田　尚樹(3) 9'24"16 岸本　直也(3) 9'25"10 中山　賢太(3) 9'27"06 大山　健太(3) 9'34"02 横内　佑太朗(3) 9'39"32

(7月22日) 猪名川 苦楽園 鳴尾 荒牧 平木 塩瀬 園田 報徳学園

共通男子１１０ｍＨ 山根　雅斗(3) 14"69 篠原　貴好(3) 15"21 猿丸　貴大(3) 15"55 志和　凌能(3) 15"59 伊藤　直人(3) 15"79 開発　睦(3) 16"00 有吉　達海(3) 16"09 有持　裕貴(3) 16"43

(7月22日) 学文　　　大会新 -1.6 小田北 -1.6 荒牧 -1.6 鳴尾 -1.6 南ひばり丘 -1.6 苦楽園 -1.6 塩瀬 -1.6 武庫東 -1.6

低学年男子４×１００ｍＲ 浜脇 49"70 上甲子園 49"87 平木 50"05 荒牧 50"32 甲陽学院 50"40 精道 50"65 学文 50"92

(7月21日) 浜口　泰裕(2) 加曽我　城弥(2) 重金　孝太郎(2) 堀古 耕太(2) 土居内　淳平(2) 松村 翼 (2) 高石  拓弥(2)

中内　悠介(1) 南野　真広(1) 竹本　将大(1) 井上  祐弥(1) 林　雅敏(1) 奥永　真司(1) 仲野  良祐(1)

濵口　友彰(1) 志摩　勇気(1) 阪井　龍太(1) 勝田  知正(1) 及川　陽太(1) 荒西　秀太(1) 西家　歩夢(1)

船本　祐貴(2) 水木　貴裕(2) 亀尾　航平(2) 塚本　正(2) 松本　佳己(2) 久保 秀都 (2) 池田　尚正(2)

共通男子４×１００ｍＲ 荒牧 44"63 学文 45"49 甲武 45"53 南ひばり丘 45"77 猪名川 45"85 浜脇 45"89 報徳学園 46"08 上甲子園 46"17

(7月22日) 針谷　悠真(3) 大会新 藤谷　啓太(3) 武田　凌太(3) 近田　祥彦(3) 中畑 玄城(3) 首藤　達希(3) 濱田 純一(3) 佐浦　翔一(3)

大江　淳平(3) 山根　雅斗(3) 長谷場　隆(3) 中川　佑介(3) 本田　真吾(3) 義田　祥太(3) 竹森　啓真(3) 稲田　英明(3)

森　勝亮(3) 沖　佳樹(3) 西野　湧次(2) 小林　稜(3) 野村　心星(3) 有賀　大貴(3) 松岡　弘賢(3) 伊藤　和貴(3)

猿丸　貴大(3) 山口　将史(3) 稲富　雄大(3) 伊藤　直人(3) 福井　啓介(3) 中田　克彦(3) 竹森　規祥(3) 桃井　義永(3)

共通男子走高跳 大森　晃(3) 1m74 針谷　悠真(3) 1m71 柿原　聖哉(3) 1m65 上垣　賢太(3) 1m65 竹森　規祥(3) 1m65 山本　明生(3) 1m65 福井 亮人(3) 1m60

(7月22日) 上甲子園 荒牧 南ひばり丘 安倉 報徳学園 浜脇 荒牧

大塚　悠史(3) 1m60

学文

廣田 直人(2) 1m65

小田北

共通男子棒高跳 渡邉　大貴(3) 3m70 高鍋　凌(3) 3m60 山方　諒平(3) 3m60 平岩　昴人(3) 3m50 佐浦　翔一(3) 3m30 桃井　義永(3) 3m20 加藤　諒(3) 3m00

(7月22日) 武庫 小田北 武庫 学文 上甲子園 上甲子園 学文

伊藤 悠樹(2) 3m10

小田北

共通男子走幅跳 三宅　康之(3) 6m27 藤谷　啓太(3) 6m26 本田　真吾(3) 6m17 伊藤　和貴(3) 6m13 針谷　悠真(3) 6m12 有賀　大貴(3) 6m05 藤田　涼(3) 5m97 首藤　達希(3) 5m78

(7月21日) 鳴尾 +0.9 学文 +0.4 猪名川 +0.6 上甲子園 0.0 荒牧 +0.8 浜脇 +0.4 小田南 +1.1 浜脇 +0.8

共通男子三段跳 岡田　直之(3) 13m05 佐浦　翔一(3) 12m41 田島　充泰(3) 12m39 伊藤　和貴(3) 12m32 中村　達哉(3) 12m17 川西 修平(2) 12m11 有賀　大貴(3) 12m00 近田　祥彦(3) 11m80

(7月22日) 大庄北 +0.8 上甲子園 +2.0 武庫 +1.7 上甲子園 +1.3 明峰 +0.9 猪名川 +0.7 浜脇 +1.3 南ひばり丘 +1.8

共通男子砲丸投(5kg) 石川　智規(3) 11m69 片岡　瑞貴(3) 11m17 金田　翔聖(3) 11m03 鈴木　慶(3) 9m95 川本　拓樹(3) 9m91 山本　直輝(3) 9m88 春日　研二(3) 9m69 本　清志郎(3) 9m67

(7月22日) 荒牧 宝梅 報徳学園 緑台 武庫 御殿山 伊丹西 浜脇

共通男子円盤投 川本　拓樹(3) 41m61 福田　翔太(3) 41m39 坂井　孝樹(3) 36m74 金田　翔聖(3) 36m68 北井　勝(3) 35m92 柳生　力(3) 35m16 増田　修平(2) 34m83 柴田　啓裕(3) 34m52

(7月21日) 武庫 南ひばり丘 伊丹西 報徳学園 平木 上甲子園 浜脇 小田北

男子四種競技 篠原　貴好(3) 2781 大森　晃(3) 2370 稲田　英明(3) 2296 伊藤　直人(3) 2238 志和　凌能(3) 2181 福井 亮人(3) 2129 廣田 直人(2) 2102 有持　裕貴(3) 2100

１１０ｍＨ　(7月21日) 小田北 15"23(+0.4) 上甲子園 16"01(+0.4) 上甲子園 16"14(+0.4) 南ひばり丘 15"68(+0.4) 鳴尾 16"20(0.0) 荒牧 17"08(+0.4) 小田北 17"06(+0.4) 武庫東 16"04(+0.4)

砲丸投 13m95 10m92 10m81 9m74 10m20 10m01 11m07 10m21

走高跳 大会新 1m72 1m72 1m63 1m55 1m55 1m60 1m72 1m63

４００ｍ 53"18 56"57 56"07 55"65 56"32 55"90 61"19 60"82

７位の記録は県大会出
場決定戦による

７位の記録は県大会出
場決定戦による
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阪神中学校総合体育大会陸上競技大会
入賞者一覧 平成19年7月21日(土) ～ 平成19年7月22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

１年生女子１００ｍ 神崎　恵利 13"94 志水　愛 14"09 新川　涼香 14"23 伊藤　冴香 14"24 日高　眞妃 14"24 田澤　麗奈 14"49 太田　朋子 14"50 岩本　夏美 14"53

(7月22日) 小田南 -1.2 武庫川大附 -1.2 小田南 -1.2 伊丹南 -1.2 上ヶ原 -1.2 南ひばり丘 -1.2 甲陵 -1.2 塩瀬 -1.2

２年生女子１００ｍ 丹羽野　祐菜 12"92 木内　絢子 12"97 畑 佐和子 13"00 髙原　春伽 13"07 広野　陽子 13"17 市橋　永理 13"36 竹村　周野 13"36 川崎 翔子 13"49

(7月21日) 苦楽園　　大会タイ +0.7 学文 +0.7 甲武 +0.7 上ヶ原 +0.7 学文 +0.7 光ガ丘 +0.7 武庫川大附 +0.7 精道 +0.7

３年生女子１００ｍ 田中　景子 12"77 伊集院紗也乃 12"92 小谷　早奈 13"05 大石　菜紬 13"07 野口　聖菜 13"09 中村　真央利 13"13 冨高　千紗都 13"22 桐山　茉巳 13"36

(7月21日) 小園　　　大会新 +0.6 瓦木 +0.6 苦楽園 +0.6 鳴尾南 +0.6 伊丹北 +0.6 南ひばり丘 +0.6 園田 +0.6 塩瀬 +0.6

共通女子２００ｍ 畑 佐和子(2) 27"03 池田　麻衣子(3) 27"05 桐山　茉巳(3) 27"08 大石　菜紬(3) 27"48 木内　絢子(2) 27"56 佐藤　舞(3) 27"60 広野　陽子(2) 27"60

(7月22日) 甲武 -0.7 東谷 -0.7 塩瀬 -0.7 鳴尾南 -0.7 学文 -0.7 園田 -0.7 学文 -0.7

共通女子８００ｍ 西島　茉里(3) 2'17"44 小橋　実史(3) 2'20"28 新畑　侑里(2) 2'20"96 田中　頌海(3) 2'22"83 松本　 りさ(3) 2'25"64 山下　恵実(2) 2'25"97 北野　芽衣(2) 2'28"57 赤堀　なつみ(3) 2'33"36

(7月22日) 甲武 鳴尾南 学文 山口 甲武 真砂 中谷 苦楽園

共通女子１５００ｍ 小橋　実史(3) 4'50"63 正木　佳世(2) 4'52"12 北野　芽衣(2) 4'53"90 高橋　希望(3) 4'54"54 宮脇　綾(3) 4'54"56 村岡　明璃(2) 4'54"81 赤堀　なつみ(3) 4'54"86 泉山　友里(3) 4'56"44

(7月21日) 鳴尾南 武庫川大附 中谷 学文 甲武 平木 苦楽園 大社

共通女子１００ｍＨ 岩本　友美(3) 15"52 田中　景子(3) 15"67 毎熊　由樹(3) 16"53 大矢　莉子(2) 16"79 八木　奏子(3) 16"82 芝　夕紀子(3) 16"88 中道　瑚夏(2) 17"08 畑　円佳(3) 17"16

(7月22日) 学文 -1.4 小園 -1.4 伊丹東 -1.4 荒牧 -1.4 甲武 -1.4 小園 -1.4 南ひばり丘 -1.4 瓦木 -1.4

低学年女子４×１００ｍＲ 学文 52"94 上ヶ原 53"00 鳴尾南 53"98 東谷 54"02 塩瀬 54"99 伊丹南 55"35

(7月21日) 大西　美月(2) 髙原　春伽(2) 金本　裕香(2) 熊谷　美希(2) 清水　彩花(2) 仲村　小雪(2)

山内  優里奈(1) 舟木　桃香(1) 中島　歩美(1) 小田　樹(1) 岩本　夏美(1) 伊藤　冴香(1)

定原  真代(1) 日高　眞妃(1) 小林　結衣(1) 平井　志歩(1) 後藤　聖香(1) 田中　瑞希(1)

木内　絢子(2) 堀田　尚子(2) 澤口　桃子(2) 小野　悠希(2) 小花　裕香(2) 中野　虹耶(2)

共通女子４×１００ｍＲ 学文 51"02 苦楽園 51"72 光ガ丘 51"80 塩瀬 51"89 南ひばり丘 52"10 小園 52"10 瓦木 52"19 大成 52"90

(7月22日) 上垣　麻衣子(2) 赤堀　なつみ(3) 宮村　佳那(3) 衣笠　翠(3) 福島　舞香(2) 上村 彩由里(2) 安藤　瑞貴(3) 小島　未生(3)

広野　陽子(2) 丹羽野　祐菜(2) 坂上　瑠依(3) 桐山　茉巳(3) 中道　瑚夏(2) 吉田　奈央(3) 伊集院紗也乃(3) 荒島　瑞生(3)

岩本　友美(3) 内藤　加与(3) 宮内　りか(2) 小暮　香澄(3) 山村　望美(3) 富久保　明(3) 竹中　千尋(3) 中西　優実子(3)

藤川　美里(3) 小谷　早奈(3) 市橋　永理(2) 篠永　絵理奈(2) 中村　真央利(3) 田中　景子(3) 上野　真理(3) 池田　真琴(3)

共通女子走高跳 衣笠　翠(3) 1m57 大西　那苗(3) 1m48 松本　真実(3) 1m48 山本　梨津子(2) 1m45 古曳　ひかる(2) 1m45 西川　志歩(2) 1m40

(7月22日) 塩瀬 高司 上ヶ原 武庫川大附 東谷 高須

増田　愛美(3) 1m45 中村　はづき(1) 1m40

山手台 高須

正木　優子(2) 1m40

上甲子園

武田　幸納(3) 1m40

上甲子園

渡辺　由衣(2) 1m40

上ヶ原

共通女子走幅跳 富久保　明(3) 5m04 住田　三奈(3) 4m96 福岡　梓(3) 4m95 上垣　麻衣子(2) 4m95 相良　郁実(3) 4m86 川崎 翔子(2) 4m82 池田　真琴(3) 4m80 前泊　　葵(2) 4m80

(7月21日) 小園 +0.8 上ヶ原 +1.0 武庫 +0.1 学文 +0.3 小園 +0.3 精道 +0.7 大成 +0.5 学文 +0.8

セカンド4m90 セカンド4m84 セカンド4m79 セカンド4m78

共通女子砲丸投 益山　涼子(3) 12m97 渡眞利奈那子(3) 12m44 梁川　莉沙(3) 11m85 山田　夏菜(2) 11m73 池田　萌子(3) 11m27 杉野　優希(3) 11m18 永渕　萌(3) 10m91 中村　弥生(3) 10m36

(7月22日) 学文 学文 苦楽園 浜脇 御殿山 平木 小田北 武庫

共通女子円盤投 池田　萌子(3) 28m48 春名　冴香(3) 28m47 赤崎　愛帆(3) 27m97 梯　菜都美(3) 27m86 山田　夏菜(2) 27m68 濱島　望美(3) 27m48 森岡　友恵(2) 26m15 阪田　佳津実(3) 25m40

(7月21日) 御殿山 学文 伊丹北 小田北 浜脇 大庄北 常陽 学文

女子四種競技 衣笠　翠(3) 2443 新冨　由衣(2) 2112 佐々木　理紗(3) 2063 中道　瑚夏(2) 1951 薮本　夏未(3) 1905 林　佳奈(3) 1892 武田　幸納(3) 1880 渡辺　由衣(2) 1680

１００ｍＨ　(7月21日) 塩瀬 15"37(+1.3) 大庄北 16"34(+1.3) 伊丹北 16"58(+1.3) 南ひばり丘 16"20(+1.3) 小園 17"06(+1.3) 甲陵 18"11(+0.9) 上甲子園 18"90(+0.9) 上ヶ原 19"32(+0.9)

走高跳 1m49 1m40 1m43 1m25 1m25 1m30 1m40 1m40

砲丸投 8m13 7m43 8m21 6m90 8m48 7m38 9m68 6m33

２００ｍ 27"99(-0.9) 28"87(-0.9) 30"31(-0.9) 28"75(-0.9) 29"38(-0.9) 27"80(-0.2) 30"33(-0.9) 29"53(-0.2)
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