
第３回尼崎市中学校陸上競技記録会
入賞者一覧 平成31年4月13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年生男子１００ｍ 兵頭　朋樹 11"98 楠本　和斗 12"08 竹内　唯悟 12"11 島瀬　裕次 12"19 新澤　悠人 12"23 本山　凱生 12"28 原　悠心 12"35 本田　幸真 12"38

(4月13日) 精道 -0.2 狭間 -0.8 学文 -0.8 小園 -0.2 有野北 -1.9 明峰 -0.8 甲武 -0.2 有野北 -0.8

３年生男子１００ｍ 中川　雅樂 11"50 菊池　晴空 11"61 山口　幹太 11"74 廣谷　航介 11"80 清水　結太 11"82 高谷　優輝 11"83 押部　圭悟 11"85

(4月13日) 緑台 -1.2 武庫 -1.2 明峰 -1.2 山手台 -0.4 氷上 -1.2 天王寺川 -1.2 光ガ丘 -0.4

中尾　恭吾 11"82

御殿山 -1.2

共通男子２００ｍ 山口　幹太(3) 24"01 押部　圭悟(3) 24"35 岡本　祥孝(3) 24"70 阿部　俊介(3) 24"77 山脇　知治(3) 24"80 向尾　優(3) 24"84 細田　悠斗(3) 24"85

(4月13日) 明峰 -2.5 光ガ丘 -2.5 武庫東 +1.0 甲陽学院 -2.5 明峰 -2.5 清和台 +1.0 常陽 -2.5

廣永　蒼太(3) 24"85

浜脇 +1.0

共通男子４００ｍ 山下　慶馬(3) 53"82 狹間　海人(3) 54"18 中島　規希(3) 54"84 渡邊　航多(3) 55"32 髙谷　望巳(3) 55"82 福嶋　遼(3) 55"98 東　光流(3) 55"99 藤原　琉暉(3) 56"11

(4月13日) 立花 甲陵 瓦木 伊丹東 小田 天王寺川 甲武 小田

共通男子８００ｍ 辰巳　蒼真(3) 2'04"19 森本　桂斗(3) 2'07"66 平野　圭人(3) 2'08"70 髙谷　望巳(3) 2'09"27 中島　悠斗(3) 2'09"78 江刺　祥貴(3) 2'10"09 三島　雅史(3) 2'11"29 馬場　智紀(3) 2'11"37

(4月13日) 御殿山 宝梅 園田 小田 小園 園田東 甲陵 伊丹東

共通男子１５００ｍ 酒上　晃太朗(3) 4'19"58 西森　市直(3) 4'20"58 久山　大祐(3) 4'22"18 志方　英輝(3) 4'23"08 氏原　功志郎(3) 4'27"60 髙尾　蓮(3) 4'29"26 富田　蓮大(2) 4'30"61 門脇　希空(3) 4'32"86

(4月13日) 甲陵 園田 狭間 中谷 狭間 多田 塩瀬 清和台

共通男子３０００ｍ 菱田　紘翔(3) 9'11"81 氏原　功志郎(3) 9'12"33 久山　大祐(3) 9'12"74 西森　市直(3) 9'14"58 大東　賢司(3) 9'24"83 西脇　駿(3) 9'39"13 赤尾　嘉紀(3) 9'39"29 志方　英輝(3) 9'39"59

(4月13日) 有野北 狭間 狭間 園田 伊丹東 塩瀬 猪名川 中谷

共通男子１１０ｍＨ 高濱　智也(3) 15"73 細見　倫太郎(3) 16"25 安冨　獅門(3) 16"27 荒藤　樹(3) 16"45 梅垣　朋宏(3) 16"57 小西　悠(3) 17"03 上田　隼也(3) 17"53 垂水　勇真(3) 17"68

(4月13日) 明峰 -0.4 宝梅 -0.4 宝梅 -0.4 原田 -0.4 氷上 -0.4 甲武 -0.4 氷上 -0.4 芦屋山手 -0.4

共通男子４×１００ｍＲ 小園 45"83 明峰 46"09 甲武 46"46 瓦木 46"54 御殿山 46"72 多田 46"79 甲陽学院 47"12 天王寺川 47"13

(4月13日) 西山　颯人(3) 田洞　孝祐(3) 駒倉　璃弥(3) 中島　規希(3) 牧野　和生(3) 川本　大翔(3) 山田　優太(3) 柴田　蓮(3)

島瀬　裕次(2) 本山　凱生(2) 岩本　樹弥(3) 牧野　紘太郎(3) 森本　ゆう(3) 土田　寛太(2) 大瀬戸　誠(3) 高谷　優輝(3)

佐久間　陽光(2) 山脇　知治(3) 藤井　大地(3) 阪部　克哉(3) 今川　瑞也(3) 山本　陽(3) 矢田　雅治(3) 久松　竜也(2)

竹内　璃空弥(3) 山口　幹太(3) 東　光流(3) 土井　悠生(2) 中尾　恭吾(3) 久保　洸貴(3) 阿部　俊介(3) 福嶋　遼(3)

共通男子走高跳 高寺　琉羽(3) 1m70 小西　悠(3) 1m60 西山　颯人(3) 1m60 小松　宙生(3) 1m60 田洞　孝祐(3) 1m60 木山　瑚太郎(3) 1m55 大塩　匠(3) 1m50 荒木　駿(3) 1m50

(4月13日) 荒牧 甲武 小園 小田北 明峰 有野北 天王寺川 有野北

共通男子棒高跳 青木　凜(3) 2m80 八木　新太(3) 2m60 小川　綾斗(2) 2m40 川嶋　恒輝(2) 2m40 井上　椋月(2) 2m20 湯地　礼尊(2) 2m00

(4月13日) 有野北 武庫 有野北 小園 有野北 西宮浜

田本　俊士(3) 2m80

真砂

共通男子走幅跳 牧田　真治(3) 5m52 安居　真沙斗(3) 5m51 大島　竜輝(3) 5m48 出口　駿太(3) 5m46 西村　知隼(3) 5m40 大川　涼輔(3) 5m38 竹内　唯悟(2) 5m33 藤本　琉世(3) 5m31

(4月13日) 川西 +1.1 大成 -1.1 精道 +1.8 小田北 +1.7 狭間 -0.1 日新 -2.1 学文 +0.4 南ひばりガ丘 0.0

共通男子三段跳 大川　涼輔(3) 11m69 中村　太亮(3) 11m55 西村　知隼(3) 11m42 本多　利悠(3) 11m38 小西　天弥(3) 11m12 小倉　聖也(3) 10m49 和田　颯大(3) 10m46 枦木　風弥(3) 10m38

(4月13日) 日新 +3.6 猪名川 +0.1 狭間 +2.0 多田 +1.0 武庫東 +2.8 園田東 +3.4 狭間 +1.3 真砂 +0.6

共通男子砲丸投(5kg) 宇都宮　諒平(3) 13m69 上原　諒己(3) 10m73 荒岡　朋成(3) 10m61 中西　火々良(3) 10m38 松原　生(3) 9m33 鄭　眞友(2) 8m82 大内　優哉(3) 8m81 瀬分　光輝(3) 8m74

(4月13日) 安倉 小田北 明峰 武庫 小園 武庫東 常陽 多田

共通男子円盤投(1.5㎏) 中西　火々良(3) 32m82 宇都宮　諒平(3) 30m41 上原　諒己(3) 29m32 大西　凌央(3) 28m67 松原　生(3) 27m50 瀬島　颯天(3) 25m47 土生田　翔平(2) 24m32 湯浅　友哉(3) 24m29

(4月13日) 武庫 安倉 小田北 武庫 小園 有野北 小園 園田東
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第３回尼崎市中学校陸上競技記録会
入賞者一覧 平成31年4月13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年生女子１００ｍ 鈴木　心琴 13"36 西村　楓那 13"39 武村　美緒 13"43 荒川　媛香 13"60 岡村　凪帆 13"80 森下　弥優花 13"81 永岡　彩那 13"83 板垣　安奈 13"84

(4月13日) 日新 -0.2 多田 -0.2 平木 -0.2 大成 -0.2 伊丹東 +1.3 宝梅 -0.2 園田東 -0.3 有野北 -0.2

３年生女子１００ｍ 小寺山　莉沙 13"18 内之丸　実穂 13"31 山本　和華 13"34 徳永　真衣 13"42 福本　咲希 13"44 岩﨑　夏希 13"51 佐治　ひなた 13"62 尾畠　琴真 13"63

(4月13日) 園田 +1.0 小園 +1.0 日新 +1.0 小園 +1.0 苦楽園 +1.0 園田 +1.0 有野北 +0.4 荒牧 +1.0

共通女子２００ｍ 谷口　璃奈(3) 26"76 村山　美咲(3) 27"93 吉村　心(3) 28"04 高井　優衣(3) 28"11 金光　百花(3) 28"20 岩﨑　夏希(3) 28"35 基山　今日(2) 28"52

(4月13日) 天王寺川 -1.3 伊丹南 -1.3 武庫東 -1.3 鳴尾 -1.3 伊丹南 -1.6 園田 -1.6 天王寺川 -1.3

山本　和華(3) 28"52

日新 -1.6

共通女子８００ｍ 関本　遥(2) 2'24"16 奥橋　歩実(3) 2'26"77 廣瀬　春佳(2) 2'27"54 北内　李弥(3) 2'28"33 上嶋　千沙子(3) 2'28"61 山中　愛結(2) 2'30"06 西村　光冬(3) 2'31"30 小西　玲愛(2) 2'32"50

(4月13日) 甲武 鳴尾 上ケ原 塩瀬 鳴尾 塩瀬 武庫東 甲武

共通女子１５００ｍ 安田　瑠捺(2) 4'49"87 澤　知穂(3) 4'53"51 山口　あやか(2) 5'01"63 北内　李弥(3) 5'02"21 杉永　美空(2) 5'03"55 松風　萌(3) 5'06"03 金田　礼音(3) 5'06"92 宮地　恋瑚(3) 5'08"61

(4月13日) 小田北 浜脇 塩瀬 塩瀬 上甲子園 甲武 瓦木 浜脇

共通女子１００ｍＨ 海沼　杏実(3) 15"11 細居　鈴夏(3) 15"44 吉村　心(3) 15"53 池田　あづ(3) 15"82 山下　恵奈(3) 15"96 荒川　媛香(2) 16"00 河江　桃花(3) 16"24 佐治　ひなた(3) 16"38

(4月13日) 瓦木 -0.3 甲武 -0.3 武庫東 -0.3 原田 -0.3 甲武 -0.4 大成 -0.3 向洋 -0.3 有野北 -0.3

共通女子４×１００ｍＲ 瓦木 50"91 甲武 51"53 天王寺川 51"64 園田 52"22 伊丹南 52"38 甲陵 52"41 宝梅 52"50 小園 52"70

(4月13日) 海沼　杏実(3) 関本　遥(2) 日浦　ほのか(3) 谷名　優月(3) 片山　ちさ(3) 高島　悠(3) 讃井　瑞季(3) 笠谷　莉恋(2)

赤松　海咲(3) 山下　恵奈(3) 谷口　璃奈(3) 岩﨑　夏希(3) 村山　美咲(3) 相川　ひなた(3) 村田　実紀(3) 今北　彩楓(2)

西脇　愛美(2) 細居　鈴夏(3) 足立　望々花(3) 森田　葵(2) 吉澤　梨杏(2) 山本　そら(2) 西村　天(3) 徳永　真衣(3)

鈴木　冴(3) 清水　綾乃(3) 基山　今日(2) 小寺山　莉沙(3) 金光　百花(3) 吉森　あかり(2) 森下　弥優花(2) 内之丸　実穂(3)

共通女子走高跳 一樋　菜穂(2) 1m51 橘　知栄(3) 1m48 山下　恵奈(3) 1m48 宇佐見　珠音(3) 1m45 的場　倖(2) 1m45 早川　真央(2) 1m40

(4月13日) 天王寺川 有野北 甲武 甲陵 東谷 鳴尾

葛原　凜(3) 1m40

小田

原田　梨子(2) 1m40

向洋

共通女子走幅跳 川畑　茉夢(3) 4m66 西田　茉央(3) 4m65 山﨑　桃子(2) 4m64 鈴木　冴(3) 4m61 吉森　あかり(2) 4m51 田中　美姫(2) 4m49 和泉　葵彩(3) 4m48 酒井　心那(3) 4m41

(4月13日) 伊丹東 +2.0 鳴尾 0.0 狭間 +1.4 瓦木 -0.2 甲陵 -0.1 猪名川 0.0 丹南 -0.5 狭間 0.0

山﨑　百葉(2) 4m41

大成 +1.0

雪吉　佐和(3) 4m41

天王寺川 +1.4

共通女子砲丸投 松田　明香里(3) 11m68 大森　凛(3) 10m80 岩瀬　循子(3) 10m72 西川　稜月(2) 10m28 富田　尚美(3) 10m26 鏡園　七海(2) 9m60 樋口　千佳子(3) 9m59 安田　悠夏(3) 9m58

(4月13日) 小園 小田 武庫東 伊丹東 荒牧 武庫東 瓦木 天王寺川

共通女子円盤投 岩瀬　循子(3) 28m03 鏡園　七海(2) 24m34 松原　彩夏(3) 22m93 富田　尚美(3) 22m85 谷相　柚季(3) 22m65 角戸　碧藻(3) 22m43 中野　日花里(2) 21m85 西岡　紗奈(3) 21m52

(4月13日) 武庫東 武庫東 日新 荒牧 小田北 小田 真砂 大成
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