
第63回尼崎市陸上競技対抗選手権大会
入賞者一覧 令和3年11月3日(水) 

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 久保　一輝(2) 11"85 割石　大翔(2) 11"95 森　一樹(2) 12"09 村田　隼(2) 12"13 宮川　友希(2) 12"64 三木　翔真(2) 12"85 宇土　大智(2) 12"87 田中　杏虹(2) 12"89

(11月3日) 武庫東 -1.3 武庫東 -1.3 立花 -1.3 立花 -1.3 園田東 -1.3 園田東 -1.3 武庫 -1.3 日新 -1.3

中学男子２００ｍ 久保　一輝(2) 24"57 割石　大翔(2) 24"94 三木　翔真(2) 25"56 杉山　嵐士(2) 26"11 田中　杏虹(2) 26"54 末吉　京大朗(1) 26"69 清水　史穏(2) 26"89 伊野　陽向(1) 27"36

(11月3日) 武庫東 -1.5 武庫東 -1.5 園田東 -1.5 大成 -1.5 日新 -1.5 小田北 -1.5 立花 -1.5 大成 -1.5

中学男子８００ｍ 横山　史(1) 2'14"55 磯田　弥煌(2) 2'16"15 森　秋愛(2) 2'18"07 宮下　航平(2) 2'19"48 山方　悠(2) 2'19"84 山下　千瑛(2) 2'20"33 髙橋　響(2) 2'21"00 鎌田　蒼平(1) 2'22"43

(11月3日) 常陽 常陽 園田 小田 小田 立花 武庫 武庫

中学男子３０００ｍ 森　秋愛(2) 10'15"24 栗田　悠幹(2) 10'15"27 山下　千瑛(2) 10'19"18 松井　響己(2) 10'26"44 髙橋　響(2) 10'35"39 古坂　蒼空(2) 10'36"74 鎌田　蒼平(1) 10'45"18 福留　拓歩(2) 10'53"32

(11月3日) 園田 常陽 立花 立花 武庫 園田 武庫 小田

中学男子１１０ｍＨ 村田　隼(2) 14"71 藤本　駿希(2) 17"19 宮坂　一仁(2) 18"50 野津　昊希(2) 19"12 古宅　諒成(2) 19"19 北野　景大(1) 20"14 杉野　陽一(1) 20"81 藤村　航太郎(1) 21"39

(11月3日) 立花　　　大会新 -1.0 園田 -1.0 武庫東 -1.0 小田 -1.0 小田 -1.3 園田東 -1.0 園田 -1.3 園田東 -1.3

中学男子４×１００ｍＲ 武庫東 47"71 立花A 47"96 園田東 48"48 日新A 50"30 園田A 51"00 小田北 51"14 大成 51"27 日新B 51"71

(11月3日) 久保　一輝(2) 清水　史穏(2) 田中　大輔(1) 岡林 　航平(2) 掛田　大和(2) 森口　智成(1) 杉山　嵐士(2) 湖山　悠人(2)

割石　大翔(2) 村田　隼(2) 北野　景大(1) 濵嵜　悠生(2) 藤本　駿希(2) 奥田　春稀(1) 伊野　陽向(1) 川野　結斗(2)

宮坂　一仁(2) 生田　櫂聖(2) 三木　翔真(2) 田中　杏虹(2) 安本　翔咲(2) 宮本　仁誠(2) 松田　哉郁(2) 山下　幸斗(1)

新崎　肇士(2) 森　一樹(2) 宮川　友希(2) 林　楓人(2) 杉野　陽一(1) 末吉　京大朗(1) 渋谷　煌(2) 榎元　琉太(1)

中学男子走高跳 渋谷　煌(2) 1m70 宮坂　一仁(2) 1m50 古宅　諒成(2) 1m45 藤本　駿希(2) 1m45 中島　颯(2) 1m45 林　楓人(2) 1m40 山方　悠(2) 1m40 生田　櫂聖(2) 1m35

(11月3日) 大成 武庫東 小田 園田 小田北 日新 小田 立花

中学男子棒高跳 安本　翔咲(2) 3m40 掛田　大和(2) 2m80 山中　海斗(1) 2m20

(11月3日) 園田 園田 園田

中学男子走幅跳 宇土　大智(2) 5m15 大﨑　一輝(1) 4m86 藤田　倭(2) 4m81 清水　史穏(2) 4m80 濵嵜　悠生(2) 4m61 長尾　厚志(1) 4m50 山下　幸斗(1) 4m36 安本　翔咲(2) 4m33

(11月3日) 武庫 +0.3 大成 -0.8 立花 -1.1 立花 -0.4 日新 -1.4 武庫東 -1.7 日新 -1.2 園田 -0.3

中学男子砲丸投(5kg) 宮川　友希(2) 9m03 湖山　悠人(2) 6m82 宮下　航平(2) 6m80 河内　晴(1) 6m42 山本　春人(2) 6m31 松田　哉郁(2) 6m27 新崎　肇士(2) 6m27 田淵　幸暉(2) 6m06

(11月3日) 園田東 日新 小田 武庫東 小田 大成 セカンド6m16 武庫東 セカンド6m09 小田

中学男子円盤投(1.5㎏) 松田　哉郁(2) 20m72 新崎　肇士(2) 18m70 山本　春人(2) 17m23 竹内　勇人(1) 17m09 湖山　悠人(2) 17m03 田淵　幸暉(2) 15m57 河内　晴(1) 14m56 中村　祥麻(1) 12m06

(11月3日) 大成 武庫東 小田 武庫 日新 小田 武庫東 園田
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第63回尼崎市陸上競技対抗選手権大会
入賞者一覧 令和3年11月3日(水) 

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 中嶋　葵花(2) 13"29 赤堀　佑月(2) 13"74 浜木　梓(2) 13"77 笠谷　瑠南(2) 14"08 佐久間　華恵(1) 14"23 橋本　妃菜(2) 14"29 佐藤　舞奈(2) 14"30 椿山　流季彩(1) 14"53

(11月3日) 武庫東 -0.6 大成 -0.6 武庫東 -0.6 小園 -0.6 小園 -0.6 小園 -0.6 武庫東 -0.6 園田東 -0.6

中学女子２００ｍ 中嶋　葵花(2) 27"26 坂本　帆乃香(2) 27"38 谷脇　穂香(2) 27"62 十時　楓花(2) 29"53 高見　絢瞳(2) 29"61 小坂田　彩加(2) 29"78 小林　あい(1) 29"88 田中　詩乃(2) 33"15

(11月3日) 武庫東 +0.5 園田東 +0.5 園田東 +0.5 常陽 +0.5 小田北 +0.5 日新 +0.5 立花 +0.5 小田北 +0.5

中学女子８００ｍ 鳥居　佑璃那(2) 2'33"50 森　千花子(2) 2'37"04 田中　仁菜(2) 2'38"58 筑瀬　結心(1) 2'40"06 森下　友愛(1) 2'40"08 秦　桃香(2) 2'43"01 矢野　つみ(1) 2'46"59 山下　蒼空(1) 2'47"24

(11月3日) 日新 小田 武庫 武庫 小田 園田 武庫東 立花

中学女子１５００ｍ 鳥居　佑璃那(2) 5'31"72 田中　仁菜(2) 5'35"34 田中　優奈(1) 5'36"19 筑瀬　結心(1) 5'39"79 小角　陽菜(1) 5'43"76 吉池　琵羽(2) 5'45"32 志水　音琶(2) 5'46"19 山口　純怜(1) 5'50"38

(11月3日) 日新 武庫 常陽 武庫 園田 武庫東 園田 立花

中学女子１００ｍＨ 浜木　梓(2) 15"59 森田　瑚々(2) 17"02 中川　珠佑(2) 17"33 岸　愛心(2) 17"37 飯田　ゆあ(2) 17"70 嶋田　菜生(2) 17"74 中林　美咲(2) 18"50 飯國　里彩(2) 18"86

(11月3日) 武庫東 +0.1 園田 +0.1 小田 +0.1 園田東 -1.5 園田東 +0.1 園田東 +0.1 小園 +0.1 小園 -1.5

中学女子４×１００ｍＲ 武庫東A 52"82 園田東A 53"21 小園A 53"95 大成A 55"01 小田A 55"03 園田A 55"24 立花A 56"42 日新A 56"73

(11月3日) 平　美優(2) 飯田　ゆあ(2) 中林　美咲(2) 菅原　悠(2) 森　千花子(2) 清水　美初(1) 密本　彩乃(2) 小坂田　彩加(2)

中嶋　葵花(2) 谷脇　穂香(2) 笠谷　瑠南(2) 赤堀　佑月(2) 福原　佳音(1) 岩本　くるみ(2) 宮川　果音(2) 中村　陽夏(1)

佐藤　舞奈(2) 川口　紗稀音(2) 佐久間　華恵(1) 渡部　結楽(1) 森下　友愛(1) 森田　瑚々(2) 遠藤　沙希(1) 鳥居　佑璃那(2)

浜木　梓(2) 坂本　帆乃香(2) 橋本　妃菜(2) 水口　理彩(2) 山下　果耶(2) 山下　愛梨(2) 小林　あい(1) 若宮　麗(2)

中学女子走高跳 田中　冬子(2) 1m40 永井　凛奈(2) 1m30 中川　珠佑(2) 1m30 秦　桃香(2) 1m30 森田　瑚々(2) 1m25 熊谷　なな(2) 1m25 大久保　美優(2) 1m25

(11月3日) 日新 小園 小田 園田 園田 園田東 大成

山下　愛子(1) 1m25

小園

山本　真央(2) 1m25

園田東

中学女子走幅跳 佐藤　舞奈(2) 4m24 渡部　結楽(1) 4m03 大城　奏衣(1) 3m95 山本　衣紗奈(2) 3m83 田中　友紀乃(2) 3m72 平　美優(2) 3m71 指田　夏実花(2) 3m66 髙橋　真唯(2) 3m61

(11月3日) 武庫東 +0.7 大成 0.0 武庫東 +1.5 園田東 +0.8 小園 +0.3 武庫東 -0.5 園田 -0.1 園田東 -0.3

中学女子砲丸投 勝浦　凛(2) 9m44 山下　愛梨(2) 8m73 下瀬　結香(2) 8m12 謝花　玲美(1) 7m95 有馬　妃奈乃(1) 7m21 真田　深愛(2) 6m40 米田　優香(1) 6m37 中島　菜月(1) 6m20

(11月3日) 小田北 園田 小園 小田北 武庫 園田東 武庫東 小田北

中学女子円盤投 山下　愛梨(2) 21m54 下瀬　結香(2) 19m36 真田　深愛(2) 17m57 森　心結(2) 17m50 中島　菜月(1) 15m33 前田　栄愛(1) 14m35 新　樹音(2) 14m03 有馬　妃奈乃(1) 12m92

(11月3日) 園田 小園 園田東 小田北 小田北 小田 園田東 武庫

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

武庫東 園田 立花 小田 大成 園田東 常陽 日新

46点 36点 33点 25点 21点 18点 16点 15点

武庫東 園田東 小園 園田 日新 小田 武庫 小田北

40点 29点 26点 25点 19点 18点 17点 16点 　
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