
第47回尼崎市小学生陸上競技大会
入賞者一覧 令和元年10月12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

４年生男子１００ｍ 武内　瑠来也 15"27 松島　照達 15"73 保科　光一 16"78 河原　有哉 16"83 前山　咲羽 17"02 馬場　陸碧 17"02 田代　碧 17"10 岡田　翔太 17"46

(10月12日) 難波 +1.1 名和 +1.1 立花南 +1.1 立花南 +1.1 難波 +1.1 難波の梅 +1.1 武庫東 +1.1 園田南 +1.1

５年生男子１００ｍ 伊野　陽向 14"02 黒田　麗雄 14"56 森岡　琉大 14"93 小川　裕也 15"59 今村　瞬 15"71 後藤　壮太 15"75 別宮　颯斗 15"77 池田　颯良 15"83

(10月12日) 名和 +2.0 武庫東 +2.0 園田南 +2.0 難波 +2.0 園田 +2.0 武庫東 +2.0 名和 +2.0 武庫東 +2.0

６年生男子１００ｍ 宮本　彪翔 13"67 村田　隼 13"73 杉山　嵐士 14"16 植村　修都 15"40 澄川　武尊 15"44 大野　蘭柘 15"53 井上　海来 16"20 荘　蓮喜 16"21

(10月12日) 園田 +1.1 立花北 +1.1 名和 +1.1 難波 +1.1 武庫東 +1.1 園和北 +1.1 立花南 +1.1 武庫東 +1.1

共通男子１５００ｍ 指田　駿太(5) 5'07"01 田中　雅人(6) 5'29"07 田中　一匠(5) 5'29"35 安田　悠玖(6) 5'31"42 井上　陽人(4) 5'54"48 村山　颯馬(5) 5'58"67 小林　哲大(5) 5'59"89 濵田　泰佑(6) 6'01"19

(10月12日) 園田 立花南 名和 立花南 立花南 園田南 園和北 立花南

共通男子４×１００ｍＲ 難波 100"46 立花南 101"05 名和 101"30 武庫東 101"76 武庫東 103"92 名和 104"41 立花南 105"44 園田南 105"84

(10月12日) 山本　侑茉(6) 奥山　海琉(6) 杉山　嵐士(6) 後藤　壮太(5) 宮坂　一仁(6) 松本　瑳悠(4) 濵田　泰佑(6) 本田　琉徠(5)

植村　修都(6) 中村　紳吾(6) 山本　優(5) 大山　晃生(5) 垣花　隼汰(6) 河田　優人(5) 井上　海来(6) 森岡　琉大(5)

城ヶ原　楽人(6) 田中　雅人(6) 別宮　颯斗(5) 池田　颯良(5) 荘　蓮喜(6) 岩田　明史(5) 山下　直也(6) 大岡　湊(5)

三原　大樹(6) 安田　悠玖(6) 田中　一匠(5) 黒田　麗雄(5) 澄川　武尊(6) 伊野　陽向(5) 新谷　純生(6) 村山　颯馬(5)

共通男子走幅跳 三原　大樹(6) 3m97 澁谷　煌(6) 3m90 城ヶ原　楽人(6) 3m89 米玉利　燕三(6) 3m76 奥山　海琉(6) 3m71 出口　陽色(6) 3m52 山本　侑茉(6) 3m33 菅崎　柊吾(6) 3m12

(10月12日) 難波 +0.9 名和 +1.2 難波 -0.9 園和北 +1.0 立花南 +1.1 園和北 +0.3 難波 +0.3 園和北 +0.2

共通男子ソフトボール投 酒井　克友(6) 49m35 豊島　凌河(5) 48m73 宮地　勇斗(6) 46m46 廣岡　拓実(6) 46m26 石橋　巧騎(6) 43m32 青木　陽生(4) 40m96 脇阪　太陽(4) 36m57 平岡　迅(5) 34m01

(10月12日) 立花南 武庫東 難波 立花南 立花南 園田南 難波 園田南

４年生女子１００ｍ 知念　香羽空 16"15 國崎　杏 16"30 岸原　結愛 16"39 寺﨑　杏 16"44 中河　杏 16"73 吉廣　藍 16"76 月足　咲紀 16"87 白石　來楽 17"19

(10月12日) 難波の梅 +1.0 武庫東 +1.0 名和 +1.0 立花南 +1.0 百合学院 +1.0 百合学院 +1.0 難波の梅 +1.0 名和 +1.0

５年生女子１００ｍ 藤原　美海 15"08 蛭子　心瑠 15"95 安田　風羽 16"10 坂口　祐香 16"35 渡久地　亜美 16"38 糸川　モナ 16"60 小倉　優佳 16"70 松田　愛奈 16"75

(10月12日) 園田 -1.2 立花南 -1.2 武庫北 -1.2 園田 -1.2 園田南 -1.2 百合学院 -1.2 名和 -1.2 難波 -1.2

６年生女子１００ｍ 鳥居　佑璃那 15"58 向井　美空 15"91 大西　愛優香 16"06 倉橋　咲名 16"20 片山　柊 16"25 濱田　優空 16"27 江畑　美由樹 16"40 前山　妃花 16"58

(10月12日) 立花南 -0.9 名和 -0.9 難波 -0.9 立花南 -0.9 立花南 -0.9 園和北 -0.9 名和 -0.9 難波 -0.9

共通女子８００ｍ 髙森　夏鈴(6) 2'56"52 神田　笑璃(6) 2'59"97 関口　千春(4) 3'01"21 松尾　天夏(5) 3'05"54 平野　久々莉(6) 3'07"78 指田　夏実花(6) 3'08"69 奥山　芹(6) 3'09"30 田中　優月(6) 3'09"85

(10月12日) 難波 立花南 園和北 百合学院 百合学院 園田 立花南 立花南

共通女子４×１００ｍＲ 百合学院 103"05 園田 104"22 難波 104"59 立花南 105"43 園和北 105"59 名和 105"93 園和北 106"48 名和 106"56

(10月12日) 松尾　天夏(5) 藤原　美海(5) 脇阪　美涼(6) 片山　柊(6) 小林　綾乃(6) 志村　優咲(6) 濱田　優空(6) 吉田　心花(6)

平田　奈々(6) 前田　来海(5) 前山　妃花(6) 寺﨑　杏(4) 福味　美菜子(6) 住岡　愛華(6) 芝村　悠里(6) 羽方　夏菜(6)

綾部　愛(6) 坂口　祐香(5) 小泉　梨乃(6) 倉橋　咲名(6) 原田　心美(6) 江畑　美由樹(6) 岩本　くるみ(6) 大久保  美優(6)

竹越　結生(6) 大谷　柚奈(5) 大西　愛優香(6) 蛭子　心瑠(5) 安田　ほの夏(6) 向井　美空(6) 木下　瑞葵(6) 藤居　聖奈(6)

共通女子走幅跳 平田　奈々(6) 3m68 平野　玲名(6) 3m47 小林　夏凛(4) 3m24 橋本　莉愛(6) 3m17 竹越　結生(6) 3m07 渡辺　彩美(5) 2m97 木村　環那(4) 2m80 廣瀬　るり(4) 2m78

(10月12日) 百合学院 +2.8 百合学院 +1.5 武庫東 +1.5 難波 +1.2 百合学院 +1.4 百合学院 +0.1 難波 +0.2 難波 -0.6

共通女子ソフトボール投 川口　みゆ(5) 39m08 寺﨑　楓(6) 36m39 綾部　愛(6) 35m47 小泉　梨乃(6) 34m07 今井　愛理(5) 32m06 山原　愛惟那(6) 29m68 平良　憂愛(5) 28m18 山田　実佳(6) 27m61

(10月12日) 名和 立花南 百合学院 難波 難波 難波 名和 百合学院

男

子

ト

ラ

ッ

ク

男
子
フ

ィ
ー

ル

ド

女

子

ト

ラ

ッ

ク

女
子
フ

ィ
ー

ル

ド


