
第50回尼崎市小学生陸上競技大会
入賞者一覧 令和4年10月8日(土)

ベイコム陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

６年生男子１００ｍ 戸谷　勇心 13"86 李 在帆 14"23 田口暖詩 14"39 仁木　悠斗 14"84 林田　來太 15"02 志水翔真 16"89

(10月8日) 園和北 +0.6 尼崎朝鮮 +0.6 塚口 +0.6 園和北 +0.6 園和 +0.6 上坂部 +0.6

５年生男子１００ｍ 森岡　瑛生 14"60 田中　愛都 14"79 渡邉　拓人 15"34 松宮　那月 15"39 宮脇　隼斗 15"69 河本　宗介 15"71 辻本　伸考 16"73 吉田　歩翔 17"27

(10月8日) 園田南 +0.6 園和北 +3.1 園田南 +0.6 園和北 +0.6 園和北 +3.1 園和北 +3.1 園和北 +3.1 園和北 +0.6

４年生男子１００ｍ 田村　葵 16"36 江口　飛鴻 16"85 今井　響希 18"74 舘　蒼人 18"88

(10月8日) 園和北 +0.8 園田南 +0.8 園和北 +0.8 園和北 +0.8

共通男子１５００ｍ 甲木　桜成(6) 6'02"41 宮家　英大(4) 6'04"76 増田　泰千(5) 6'28"88 岡本　力丸(5) 6'31"47 澤田　晴之介(5) 6'45"59 甲木　煌大(4) 6'46"85

(10月8日) 園田南 園田南 園田南 園田南 園田南 園田南

共通男子４×１００ｍＲ 園和北 103"62 園田南 104"17 園和北 106"29 園田南 109"62

(10月8日) 宮脇　隼斗(5) 澤田　晴之介(5) 作増　興(5) 江口　飛鴻(4)

吉田　歩翔(5) 森岡　瑛生(5) 松山　蒼翔(5) 藤田　悠夢(4)

松宮　那月(5) 葛迫　勇斗(5) 辻本　伸考(5) 境　颯音(4)

田中　愛都(5) 渡邉　拓人(5) 河本　宗介(5) 宮家　英大(4)

共通男子走幅跳 岡田　徠樹(5) 3m43 作増　興(5) 2m93 藤田　悠夢(4) 2m86

(10月8日) 園和北 +0.3 園和北 +0.2 園田南 +0.8

共通男子ソフトボール投 葛迫　勇斗(5) 32m03 千葉　輝(5) 29m89 境　颯音(4) 22m00

(10月8日) 園田南 園和北 園田南

６年生女子１００ｍ 山口寧々 15"21 遠藤結々 15"58 新矢　彩心 15"90 松村美咲 15"97 三鬼てれさ 16"33 米田安珠 17"87

(10月8日) 百合学院 +1.5 園和北 +1.5 園和北 +1.5 百合学院 +1.5 百合学院 +1.5 武庫庄 +1.5

５年生女子１００ｍ 今井　奏音 16"33 岡本　梨佐 16"54 木村萌々花 17"29

(10月8日) 園和北 +0.3 園和北 +0.3 百合学院 +0.3

４年生女子１００ｍ 西村まさみ 16"97 髙光みさお 17"46 村上　凜音 17"47 堀越　星七 17"78 浅井　らん 18"68 西岡紗和 18"72 能勢　桃菜 18"75 米田那由 19"04

(10月8日) 百合学院 +0.1 百合学院 +1.3 園和北 +1.3 金楽寺 +0.1 園和北 +1.3 百合学院 +1.3 園和北 +1.3 武庫庄 +0.1

共通女子８００ｍ 関口　花奈(5) 2'36"08 小林　明花(5) 2'40"61 坂本朱理(5) 3'07"14 児嶋ひなた(5) 3'14"75 山下由真(5) 3'27"46 糸川　小姫子(4) 3'34"57

(10月8日) 園和北 園和北 百合学院 百合学院 百合学院 園田南

共通女子４×１００ｍＲ 百合学院 103"27 園和北 104"93 園和北 105"99 百合学院 107"96 園田南 111"50 園和北 115"41

(10月8日) 三鬼てれさ(6) 山本　穂乃香(5) 今井　奏音(5) 山下由真(5) 平岡　凛(4) 能勢　桃菜(4)

加納彩羽(6) 小林　明花(5) 遠藤結々(6) 木村萌々花(5) 武田　あかり(4) 納富　マイコ(4)

松村美咲(6) 岡本　梨佐(5) 谷口　美遥(4) 坂本朱理(5) 糸川　小姫子(4) 浅井　らん(4)

山口寧々(6) 関口　花奈(5) 新矢　彩心(6) 児嶋ひなた(5) 土取　あやか(4) 村上　凜音(4)

共通女子走幅跳 山本　穂乃香(5) 3m14 加納彩羽(6) 3m10 吉田富士子(5) 2m74 武田　あかり(4) 2m47 土取　あやか(4) 2m40

(10月8日) 園和北 0.0 百合学院 +0.7 百合学院 0.0 園田南 +1.6 園田南 +0.8

共通女子ソフトボール投 山下由花(5) 29m58 吉見　美桜奈(6) 26m71 野田七星(5) 23m93 平岡　凛(4) 17m12

(10月8日) 百合学院 園和北 百合学院 園田南
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