
第74回尼崎市中学校総合体育大会
入賞者一覧 令和2年9月12日(土) 

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

男子１００ｍ 下中　祐惺(3) 11"62 島瀬　裕次(3) 11"65 野山　裕人(3) 11"90 水野　陸翔(3) 12"04 新井　睦也(3) 12"21 安田　颯太(3) 12"22 上中　翼(3) 12"24

(9月12日) 園田東 -2.6 小園 -2.6 園田 -2.6 小園 -2.6 日新 -2.6 常陽 -2.6 園田東 -2.6

河野　稜太(3) 12"22

立花 -3.4

男子２００ｍ 島瀬　裕次(3) 23"20 野山　裕人(3) 23"95 川嶋　浩斗(3) 24"18 新井　睦也(3) 24"33 安田　颯太(3) 24"37 上中　翼(3) 25"14 川端　紘斗(3) 25"16 山根　大誠(3) 25"51

(9月12日) 小園 -1.4 園田 -1.4 小田北 -1.4 日新 -1.4 常陽 -1.4 園田東 -1.4 武庫 -1.6 日新 -1.4

男子４００ｍ 下中　祐惺(3) 54"65 景山　直哉(3) 55"47 西倉　奨馬(3) 55"84 土屋　茉生(3) 58"49 楠　颯太(3) 100"02 田坂　翔大(3) 100"02 中尾　勇斗(3) 104"64

(9月12日) 園田東 小田 武庫東 小田北 園田 小田 武庫東

男子８００ｍ 鎌田　大輝(3) 2'06"90 金岡　由徒(3) 2'14"13 石井　晴(3) 2'17"53 土屋　茉生(3) 2'23"30 葛西　優希(3) 2'25"52 八木　亮多(3) 2'25"66 髙木　隆政(3) 2'25"82 幸松　凌生(3) 2'31"68

(9月12日) 常陽 園田東 武庫東 小田北 常陽 園田 園田東 小田北

男子１５００ｍ 松井　智幹(3) 4'24"49 鎌田　大輝(3) 4'33"87 大井　廉(3) 4'37"16 金岡　由徒(3) 4'41"38 米田　正悟(3) 4'54"67 禾野　遥基(3) 4'55"33 荒木　蒼大(3) 4'55"46 福西　優斗(3) 4'58"34

(9月12日) 園田 常陽 小園 園田東 武庫東 小田北 園田東 園田東

男子３０００ｍ 大井　廉(3) 9'26"11 松井　智幹(3) 9'27"17 禾野　遥基(3) 10'35"41 福西　優斗(3) 10'35"50 米田　正悟(3) 10'51"35 豊川　幸輝(3) 10'54"16 大石　煌(3) 11'02"31 吉原　陽大(3) 11'09"14

(9月12日) 小園 園田 小田北 園田東 武庫東 園田 日新 園田東

男子１１０ｍＨ 國井　大翔(3) 15"32 水野　陸翔(3) 15"56 北野　陽士(3) 16"62 光本　陽(3) 16"73 森下　然(3) 17"78

(9月12日) 小田北 -1.6 小園 -1.6 園田東 -1.6 園田 -1.6 小田北 -1.6

男子４×１００ｍＲ 小園 45"10 園田 45"49 園田東 45"64 小田北 47"04 小田 48"30 武庫東 48"46 大成 52"85

(9月12日) 長石　一真(3) 坂口　彰良(3) 上中　翼(3) 森下　然(3) 古味　悠真(3) 杉原　義宣(3) 辻本　涼(3)

水野　陸翔(3) 光本　陽(3) 仲井　涼馬(3) 川嶋　浩斗(3) 内藤　謙心(3) 川﨑　俊祐(3) 竹内　優貴(3)

佐久間　陽光(3) 楠　颯太(3) 北野　陽士(3) 土屋　茉生(3) 田坂　翔大(3) 西倉　奨馬(3) 山元　吉勝(3)

島瀬　裕次(3) 野山　裕人(3) 下中　祐惺(3) 國井　大翔(3) 景山　直哉(3) 石井　晴(3) 釘田　遼太郎(3)

男子走高跳 川﨑　俊祐(3) 1m70 仲井　涼馬(3) 1m50

(9月12日) 武庫東 園田東

男子棒高跳 川嶋　恒輝(3) 3m40 日野　裕太(3) 2m80

(9月12日) 小園 小園

男子走幅跳 河野　稜太(3) 5m79 坂口　彰良(3) 5m66 川嶋　浩斗(3) 5m27 下地　亮太(3) 5m21 長石　一真(3) 4m93 山口　流琥(3) 4m83 苗村　隆弘(3) 4m75 榎本　晴成(3) 4m74

(9月12日) 立花 +3.9 園田 -1.4 小田北 +0.4 園田 +1.6 小園 -1.2 園田 +2.1 小田 +0.1 武庫 +2.0

男子三段跳 坂口　彰良(3) 12m02 景山　直哉(3) 11m16 越智　昴(3) 10m69 山口　流琥(3) 10m51 苗村　隆弘(3) 10m02

(9月12日) 園田 -0.8 小田 +0.4 園田東 +0.2 園田 +1.4 小田 0.0

男子砲丸投(5kg) 鄭　眞友(3) 11m21 土生田　翔平(3) 10m61 杉原　義宣(3) 8m93 釘田　遼太郎(3) 8m35 潟　希星(3) 8m34

(9月12日) 武庫東 小園 武庫東 大成 小田北

男子円盤投(1.5㎏) 土生田　翔平(3) 31m11 鄭　眞友(3) 30m45 潟　希星(3) 22m95

(9月12日) 小園 武庫東 小田北
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第74回尼崎市中学校総合体育大会
入賞者一覧 令和2年9月12日(土) 

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

女子１００ｍ 黒田　華代(3) 13"40 荒川　媛香(3) 13"50 鈴木　心琴(3) 13"55 笠谷　梨恋(3) 13"62 永岡　彩那(3) 13"68 榎本　ことみ(3) 13"80 森田　葵(3) 13"85 本田　紗羅(3) 13"93

(9月12日) 武庫東 -1.5 大成 -1.5 日新 -1.5 小園 -1.5 園田東 -1.5 小園 -1.8 園田 -1.5 小園 -1.8

女子２００ｍ 榎本　ことみ(3) 28"59 笠谷　梨恋(3) 28"62 永岡　彩那(3) 28"88 成田　千紘(3) 29"77 今北　彩楓(3) 29"88 若宮　向日葵(3) 30"19 石橋　七海(3) 30"21 岡村　志矢(3) 30"47

(9月12日) 小園 -1.0 小園 -1.0 園田東 -1.0 大成 -1.0 小園 -1.0 日新 +0.2 小田 -1.0 大成 +0.2

女子８００ｍ 安田　瑠捺(3) 2'17"33 長崎　葵(3) 2'27"98 行安　亜芽莉(3) 2'30"77 奥山　葵(3) 2'32"43 當銘　愛琉(3) 2'38"01 村田　和花(3) 2'38"09 入江　小春(3) 2'38"84 阪本　佳穂(3) 2'45"09

(9月12日) 小田北 大会新 立花 武庫東 日新 小園 日新 園田東 小園

女子１５００ｍ 安田　瑠捺(3) 4'43"70 長崎　葵(3) 5'01"47 行安　亜芽莉(3) 5'12"99 當銘　愛琉(3) 5'41"60 入江　小春(3) 5'45"48 雜賀　渚沙(3) 5'55"32 阪本　佳穂(3) 6'11"43 上田　琴音(3) 6'12"66

(9月12日) 小田北 大会新 立花 武庫東 小園 園田東 園田東 小園 園田東

女子１００ｍＨ 荒川　媛香(3) 15"41 黒田　華代(3) 15"89 鈴木　心琴(3) 16"56 森田　葵(3) 16"68 瀬崎　瑠璃(3) 16"85 中川　芽衣(3) 17"37 鈴木　心梨(3) 17"90 森田　花(3) 18"14

(9月12日) 大成 -1.6 武庫東 -1.6 日新 -1.6 園田 -1.6 日新 -0.7 武庫 -1.6 小田北 -0.7 小園 -0.7

女子４×１００ｍＲ 小園 52"68 武庫東 53"36 大成 54"16 日新 54"80 園田東 55"30 園田 55"80 立花 55"81 小田 56"64

(9月12日) 本田　紗羅(3) 鏡園　七海(3) 山﨑　百葉(3) 鈴木　心琴(3) 戸谷　心春(3) 指田　星秋華(3) 出井　美玖(3) 秋永　愛華(3)

榎本　ことみ(3) 上田　鈴(3) 成田　千紘(3) 瀬崎　瑠璃(3) 栗山　結衣(3) 西村　美海(3) 東野　京桜(3) 中村　咲良(3)

今北　彩楓(3) 増田　紗那(3) 岡村　志矢(3) 若宮　向日葵(3) 田村　玲(3) 橋本　美優(3) 桝谷　芽生(3) 島　夏希(3)

笠谷　梨恋(3) 黒田　華代(3) 荒川　媛香(3) 堺井　ちはる(3) 永岡　彩那(3) 森田　葵(3) 安井　天音(3) 石橋　七海(3)

女子走高跳 口丸　陽菜(3) 1m45 服部　美咲(3) 1m40 西村　美海(3) 1m40 稲元　佑衣(3) 1m35 石丸　香乃実(3) 1m35 松田　結花(3) 1m35 國元　桜(3) 1m35

(9月12日) 小園 日新 園田 小園 小田 大成 小田北

上田　鈴(3) 1m40

武庫東

女子走幅跳 橋本　美優(3) 4m72 山﨑　百葉(3) 4m46 大西　南緒(3) 4m44 溝口　真奈(3) 4m37 生野　琴音(3) 4m35 上田　鈴(3) 4m27 笹木　菜々美(3) 4m22 服部　美咲(3) 4m21

(9月12日) 園田 +2.8 大成 +2.4 武庫 +0.6 常陽 -0.1 大成 +2.2 武庫東 +2.1 大成 +1.0 日新 +0.8

女子砲丸投(2.72kg) 鏡園　七海(3) 10m16 東野　京桜(3) 8m55 原田　ゆめ(3) 8m34 中村　咲良(3) 7m73 中島　樹里(3) 7m48 佐々木　真心(3) 7m33 阿部　桜(3) 7m25 伊藤　優花(3) 6m84

(9月12日) 武庫東 立花 小園 小田 小田北 小園 常陽 小田

女子円盤投 鏡園　七海(3) 26m03 東野　京桜(3) 20m97 原田　ゆめ(3) 19m02 中島　樹里(3) 17m67 中村　咲良(3) 17m10 佐々木　真心(3) 16m96 森谷　莉温(3) 16m26 山﨑　野乃花(3) 15m83

(9月12日) 武庫東 立花 小園 小田北 小田 小園 立花 立花

女

子

ト

ラ

ッ

ク

女

子

フ

ィ

ー

ル

ド


