
第６回尼崎市中学校陸上競技記録会
入賞者一覧 令和4年8月20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

２・３年生男子１００ｍ 田畑　開(3) 11"73 久保　一輝(3) 11"76 古田　紀貴(2) 11"88 割石　大翔(3) 11"98 北住　惟央(2) 12"38 三木　翔真(3) 12"39 矢吹　亮磨(2) 12"43 井場元　智哉(3) 12"46

(8月20日) 西宮浜義務 -1.3 武庫東 -1.3 今津 -1.3 武庫東 -1.3 猪名川 -2.2 園田東 -1.4 常陽 -2.2 緑台 -1.4

１年生男子１００ｍ 中村　樹月 12"27 友成　誇栄 12"67 開田　陽大 12"82 酒井　光 13"00 桑田　悠生 13"06 網内　創大 13"07 岩崎　令依 13"09 吉川　颯人 13"11

(8月20日) 伊丹南 -1.9 多田 -1.9 伊丹西 -1.9 西宮浜義務 -1.6 関西学院 -1.9 関西学院 -1.9 小園 -1.6 宝塚第一 -1.6

共通男子２００ｍ 松原　賢志郎(3) 23"84 香川　心(2) 24"05 古田　紀貴(2) 24"47 三木　翔真(3) 24"66 井上　楓太(3) 24"74 井場元　智哉(3) 25"57 宮本　武典(2) 25"68 矢吹　亮磨(2) 25"74

(8月20日) 猪名川 -2.6 川西 -2.6 今津 -2.6 園田東 -2.6 明峰 -1.5 緑台 -1.5 山手台 -2.6 常陽 -1.5

共通男子４００ｍ 木下　颯(3) 54"17 大庭　佑月(2) 55"30 宮下　航平(3) 55"59 宮川　友希(3) 55"78 鎌田　蒼平(2) 56"10 伊藤 拓海(2) 56"83 藤本　駿希(3) 58"11 末定　優之介(2) 58"25

(8月20日) 関西学院 瓦木 小田 園田東 武庫 学文 園田 芦屋山手

共通男子８００ｍ 鎌田　蒼平(2) 2'09"04 森　秋愛(3) 2'10"95 伊藤 拓海(2) 2'12"90 上田　禮次郎(2) 2'13"30 磯田　弥煌(3) 2'13"51 上田　礼凰(3) 2'14"31 鎌倉　希(2) 2'15"02 横山　史(2) 2'15"41

(8月20日) 武庫 園田 学文 瓦木 常陽 猪名川 武庫東 常陽

共通男子１５００ｍ 森　秋愛(3) 4'34"70 塩田　拓未(2) 4'36"74 西森　真賢(2) 4'37"46 玉井　希空(2) 4'44"53 福留　拓歩(3) 4'44"88 村山　功己(2) 4'45"23 越橋　雷蔵(2) 4'46"47 磯田　弥煌(3) 4'47"18

(8月20日) 園田 南ひばりガ丘 園田 南ひばりガ丘 小田 伊丹南 平木 常陽

共通男子１１０ｍＨ 磯部　泉(3) 15"60 須﨑　悠斗(3) 16"57 髙木　泰成(3) 16"65 藤本　駿希(3) 16"71 今井　駿志(3) 16"81 西森　簾世(2) 17"23 横山　裕馬(2) 17"42 福江　健蔵(3) 17"72

(8月20日) 猪名川 -1.1 西宮浜義務 -2.5 西宮浜義務 -1.1 園田 -1.1 西宮浜義務 -1.1 大社 -0.5 宝梅 -2.5 山手台 -1.1

共通男子４×１００ｍＲ 武庫東 46"09 猪名川 47"31 大社 47"80 園田 47"95 伊丹南 48"32 瓦木 48"59 明峰 48"84 宝塚第一 49"59

(8月20日) 久保　一輝(3) 安住　翔空(3) 土井　瑛司(2) 安本　翔咲(3) 清島　信惇(2) 土井　敬太(2) 南　開智(2) 灘井　明良(2)

割石　大翔(3) 松原　賢志郎(3) 西森　簾世(2) 藤本　駿希(3) 中村　樹月(1) 大庭　佑月(2) 山中　貫示(1) 吉川　颯人(1)

長尾　厚志(2) 杉原　琉太(3) 谷口　蓮(2) 掛田　大和(3) 橋　陸仁(2) 三浦　維央(2) 川筋　泰輔(2) 竹内　湊真(1)

新崎　肇士(3) 磯部　泉(3) 脇　祥太(2) 杉野　陽一(2) 大久保　歩成(2) 上田　禮次郎(2) 髙口　翔生(2) 上原　和希(2)

共通男子走高跳 地主　隼(3) 1m70 佃　洸樹(3) 1m65 辰巳　恭一(2) 1m65 藤本　駿希(3) 1m60 川筋　泰輔(2) 1m55 大久保　歩成(2) 1m50 中島　颯(3) 1m50 花田　善(2) 1m45

(8月20日) 山手台 宝梅 明峰 園田 明峰 伊丹南 小田北 浜甲子園

共通男子棒高跳 安本　翔咲(3) 3m60 有本　椿季(2) 2m90 村上　大翔(1) 1m80

(8月20日) 園田 園田 園田

共通男子走幅跳 久保　一輝(3) 5m99 田畑　開(3) 5m61 山本　景太(3) 5m56 山本　颯真(3) 5m47 割石　大翔(3) 5m45 稲村　琥杏(2) 5m28 上原　和希(2) 5m26

(8月20日) 武庫東 +1.9 西宮浜義務 +1.4 山手台 +4.3 猪名川 +0.6 武庫東 +2.6 伊丹北 +1.2 宝塚第一 +1.9

長尾　一輝(2) 5m28

学文 +3.2

共通男子三段跳 長尾　一輝(2) 11m73 湖山　悠人(3) 11m20 仲　慶一朗(2) 11m18 葉山　洸千代(2) 10m91 山下　幸斗(2) 10m80 吉田　海翔(2) 10m76 大倉　康佑(2) 10m61 池田　智景(2) 10m19

(8月20日) 学文 +0.5 日新 0.0 東谷 +3.8 小田 +2.0 日新 -0.1 宝梅 +0.1 多田 +0.9 宝梅 +3.2

國枝　警嗣(2) 10m19

山手台 +1.6

共通男子砲丸投(5kg) 宮川　友希(3) 9m44 谷口　颯亮(2) 8m40 高木　教雅(2) 8m06 新崎　肇士(3) 7m98 湖山　悠人(3) 7m95 国本　啓汰(2) 7m83 河内　晴(2) 7m54 川口　優斗(3) 7m47

(8月20日) 園田東 御殿山 天王寺川 武庫東 日新 大社 武庫東 安倉

共通男子円盤投(1.5㎏) 竹内　勇人(2) 25m10 河内　晴(2) 24m18 森脇　大輔(2) 22m64 山本　春人(3) 22m53 新崎　肇士(3) 22m52 谷口　颯亮(2) 21m61 中村　祥麻(2) 20m18 市島　勇樹(2) 19m55

(8月20日) 武庫 武庫東 武庫 小田 武庫東 御殿山 園田 南ひばりガ丘
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第６回尼崎市中学校陸上競技記録会
入賞者一覧 令和4年8月20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

２・３年生女子１００ｍ 坂本　帆乃香(3) 13"20 米田　七菜(3) 13"23 中嶋　葵花(3) 13"33 揚村　優衣(3) 13"38 中村　杏梨(2) 13"41 川口　紗稀音(3) 13"60 山下　果耶(3) 13"62 吉田　早花(2) 13"68

(8月20日) 園田東 -2.2 天王寺川 -1.9 武庫東 -2.2 猪名川 -2.2 山手台 -2.2 園田東 -2.7 小田 -1.9 上ケ原 -2.2

１年生女子１００ｍ 尾﨑　奏月 13"59 小山　綾華 13"91 坂手　優菜 14"12 大石　来未 14"48 松村　芽依 14"49 木村　郁李 14"67 鈴木　さら 14"69 宮﨑　杏 14"70

(8月20日) 園田東 -1.3 武庫川大附 -1.3 伊丹南 -1.3 瓦木 -1.3 武庫 -1.6 甲陵 -1.3 小園 -0.7 上ケ原 -1.3

共通女子２００ｍ 中嶋　葵花(3) 27"38 浜木　梓(3) 27"68 坂本　帆乃香(3) 28"04 西本　雪華(2) 28"06 辻下　梨依子(2) 28"47 中村　杏梨(2) 28"97 永本　奏瑛(2) 29"02 小山　綾華(1) 29"24

(8月20日) 武庫東 -2.1 武庫東 -2.1 園田東 -2.1 瓦木 -2.1 緑台 -2.1 山手台 -2.1 武庫東 -2.1 武庫川大附 -3.0

共通女子８００ｍ 鳥居　佑璃那(3) 2'28"70 安田　風羽(2) 2'32"64 阿曽　杏香(2) 2'32"65 武田　千怜(2) 2'33"37 岸本　心花(2) 2'34"96 山田　萌日香(2) 2'35"18 小川　美輝(2) 2'36"09 関口　千春(1) 2'37"56

(8月20日) 日新 常陽 甲陵 瓦木 甲陵 伊丹南 学文 園田

共通女子１５００ｍ 田村　佳菜(3) 5'03"89 阿曽　杏香(2) 5'05"69 安田　風羽(2) 5'07"35 亀岡　きらな(2) 5'08"60 丸谷　ひかり(2) 5'10"12 関口　千春(1) 5'13"07 井口　綾乃(3) 5'17"79 坂口　妃菜(2) 5'19"32

(8月20日) 大社 甲陵 常陽 平木 芦屋山手 園田 鳴尾南 学文

共通女子１００ｍＨ 森田　瑚々(3) 16"50 中川　珠佑(3) 16"63 岸　愛心(3) 16"81 岸田　七海(2) 16"82 山本　沙和(3) 16"92 井上　梨奈(2) 17"02 中林　美咲(3) 17"32 嶋田　菜生(3) 17"55

(8月20日) 園田 -1.0 小田 -1.0 園田東 -1.7 山手台 -1.0 清和台 -1.0 瓦木 -1.7 小園 -1.0 園田東 +2.1

共通女子４×１００ｍＲ 武庫東 51"10 園田東 52"39 園田 52"62 瓦木 53"24 小園 53"84 甲陵 54"17 武庫川大附 54"35 小園 54"49

(8月20日) 永本　奏瑛(2) 椿山　流季彩(2) 夛田　和香那(2) 寺田　葵花(2) 中林　美咲(3) 長野　陽(2) 林　真央(3) 前田　恋風(2)

浜木　梓(3) 坂本　帆乃香(3) 岩本　くるみ(3) 井上　梨奈(2) 笠谷　瑠南(3) 桑原　菫花(2) 中濱　侑(3) 阪本　和心(2)

佐藤　舞奈(3) 川口　紗稀音(3) 森田　瑚々(3) 西本　雪華(2) 川平　瑠華(3) 佐藤　絢音(2) 小堀そら(1) 山下　愛子(2)

中嶋　葵花(3) 尾﨑　奏月(1) 山下　愛梨(3) 豊田　奏音(2) 時水　紗和子(3) 矢澤　里奈(2) 小山　綾華(1) 佐久間　華恵(2)

共通女子走高跳 岸田　七海(2) 1m48 秦　桃香(3) 1m45 浜木　梓(3) 1m45 田中　冬子(3) 1m40 正田　優花(2) 1m40 永井　凛奈(3) 1m35 佐藤　佳音(2) 1m35 中川　珠佑(3) 1m35

(8月20日) 山手台 園田 武庫東 日新 御殿山 小園 山手台 小田

鳥居　佑璃那(3) 1m35

日新

河西　美姫(2) 1m35

宝梅

共通女子走幅跳 佐藤　舞奈(3) 5m00 岩本　くるみ(3) 4m67 山下　果耶(3) 4m54 十時　楓花(3) 4m44 高島　由羽(2) 4m37 平　美優(3) 4m34 疋田　涼夏(2) 4m33 森下　友愛(2) 4m32

(8月20日) 武庫東 +2.6 園田 +1.3 小田 +0.8 常陽 +0.8 西宮浜義務 +2.3 武庫東 +0.7 御殿山 +1.8 小田 +0.2

共通女子三段跳 鈴木　琴水(3) 10m31 岩本　くるみ(3) 10m28 桑原　菫花(2) 9m85 森田　瑚々(3) 9m58

(8月20日) 甲陵 +2.0 園田 +1.8 甲陵 +0.8 園田 +0.7

共通女子砲丸投 勝浦　凛(3) 11m02 中島　好叶(3) 10m55 舟橋　陽奈(3) 9m88 黒田　光瑠(3) 9m70 山下　愛梨(3) 9m24 高濵　瑞紀(2) 8m90 ﾛｯｸﾊｰﾄ　愛里(2) 8m60 國生　和花(2) 8m52

(8月20日) 小田北 安倉 宝梅 宝梅 園田 甲陵 東谷 御殿山

共通女子円盤投 山下　愛梨(3) 27m23 有馬　妃奈乃(2) 22m67 真田　深愛(3) 22m09 宮岸　依瑳菜(2) 22m01 森　心結(3) 19m16 佐藤　心陽(3) 18m40 中島　菜月(2) 17m93

(8月20日) 園田 武庫 園田東 上ケ原 小田北 小田 小田北

高濵　瑞紀(2) 22m67
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