
西宮市民大会 高校一般小学生の部
入賞者一覧 平成29年4月29日(土) ～ (土)

西宮市立陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

高校男子１００ｍ 佐々木拓夢 (2) 10"7 池上  智貴(2) 10"9 弘光  裕希(2) 10"9 藤本  稜太(2) 10"9 山岡　右京 (1) 11"0 鈴木  琉大(3) 11"1 田中  亮伍(2) 11"1 相田  逸希(2) 11"2

(4月29日) 県西宮 +3.3 鳴尾 +3.3 報徳学園 +3.3 県西宮 +3.3 報徳学園 +3.3 関西学院 +3.3 西宮南 +3.3 西宮北 +3.3

高校男子４００ｍ 西﨑  優星(3) 51"3 森  祐介 (3) 52"0 横山　修大(1) 52"2 小野  陽之(2) 53"0 岩男  健亮(2) 53"3 尾仲  隼弥(3) 53"4 中川  駿 (3) 53"7 藤中  達己(3) 53"8

(4月29日) 西宮南 県西宮 関西学院 西宮南 鳴尾 報徳学園 関西学院 市西宮

高校男子１５００ｍ 前田  篤志(2) 4'08"7 近藤  海太(3) 4'08"9 大川  駿 (3) 4'12"2 藤谷　将希 (1) 4'12"5 佐藤  雄飛(3) 4'14"2 西本  圭汰(3) 4'15"4 瀬沢　瑛洋 (1) 4'18"9 阿部  利樹(3) 4'20"7

(4月29日) 西宮北 市西宮 県西宮 報徳学園 関西学院 関西学院 報徳学園 報徳学園

高校男子１１０ｍＨ 東野  耕大(3) 15"2 荒東  佑弥(2) 15"7 井上  雅貴(3) 15"9 西垣  青真(3) 16"0 山口  勇樹(2) 16"1 南部  達哉(2) 16"2 赤井  大地(3) 17"3 山口  理生(2) 17"8

(4月29日) 県西宮 +0.5 報徳学園 +0.5 関西学院 +0.5 県西宮 +0.5 報徳学園 +0.5 西宮東 +2.0 市西宮 +2.0 県西宮 +2.0

高校男子４×１００ｍＲ 鳴尾 43"5 県西宮 43"6 報徳学園 44"1 西宮南 44"5 市西宮 45"0 西宮今津 46"6

(4月29日) 山本  成雄(2) 森  祐介 (3) 弘光  裕希(2) 片山  快晴(2) 杉原  大輝(3) 加藤  一輝(2)

川上ヒデル (3) 有川  雄太(2) 山岡　右京 (1) 田中  亮伍(2) 赤井  大地(3) 別府  宏樹(2)

岩男  健亮(2) 藤本  稜太(2) 荒東  佑弥(2) 小野  陽之(2) 福永  大我(3) 三井  基継(2)

池上  智貴(2) 佐々木拓夢 (2) 辰巳  智広(3) 西﨑  優星(3) 小谷  圭亮(3) 北脇  健太(2)

小学男子１００ｍ 西　輝晃 14"9 西田　雄洋 15"4 向吉　悠仁 15"7 角井　佑丞 15"9 福元　涼太 16"2 土橋　飛陽 16"3 安藤　倭 16"5 坂田龍之介 17"3

(4月29日) 浜脇 +0.8 樋ノ口 +0.1 春風 +0.8 樋ノ口 +0.8 浜脇 +0.1 春風 +0.1 今津 +0.1 春風 +0.1

小学男子４×１００ｍＲ 樋ノ口 58"5 春風 1'00"4

(4月29日) 太鼓地　優希 村田　凰祇

和田　陽太 八田　駿祐

大土井　空哉 柿原　一斗

安藝　大地 名倉　優祐

一般男子１００ｍ 川田　大(1) 11"4 有川  雄太(2) 11"6 西内  大智(2) 11"7 植野瑠一郎 (2) 11"7 熊井  勇介(3) 11"7 新山  直輝(3) 11"8 内田  海人(2) 11"9 薮野　秀太 (1) 12"1

(4月29日) 上ヶ原AC +1.6 県西宮 +1.6 報徳学園 +1.6 報徳学園 +1.6 報徳学園 +1.6 報徳学園 +1.6 鳴尾 +3.5 報徳学園 +1.6

一般男子８００ｍ 藤本  璃久(3) 2'03"7 井関亮太朗 (2) 2'04"0 長橋  優哉(3) 2'05"9 下條  一 (3) 2'08"8 西山  大志(3) 2'10"5 丸山貴幹昇 (2) 2'12"1 香山  遥希(3) 2'15"5

(4月29日) 報徳学園 市西宮 報徳学園 県西宮 県西宮 関西学院 鳴尾

一般男子１５００ｍ 仲野  泰輝(2) 4'29"9 山内  達朗(3) 4'37"0 藤田  泰樹(3) 4'37"6 林  琢成 (2) 4'41"2 藤田  千尋(2) 4'42"9 辻井  太斗(2) 4'43"3 新開　亮二(1) 4'44"4 上田　巴瑠 (1) 4'45"5

(4月29日) 県西宮 市西宮 市西宮 鳴尾 市西宮 県西宮 西宮陸協 西宮北

高校男子走高跳 常信  京汰(3) 1m76 藤井  康正(2) 1m70 上村  拓巳(3) 1m65 中野  竣介(2) 1m45

(4月29日) 市西宮 鳴尾 市西宮 市西宮

南川  魁生(2) 1m76

市西宮

宮本  笙 (2) 1m76

県西宮

高校男子走幅跳 川上ヒデル (3) 6m88 辰巳  智広(3) 6m45 北脇  健太(2) 6m37 小澤  陸翔(2) 6m17 大内  陸 (2) 6m16 菊地  圭 (3) 6m12 福永  大我(3) 5m91 村尾  友基(2) 5m75

(4月29日) 鳴尾 +1.4 報徳学園 +1.4 西宮今津 +0.6 報徳学園 +0.2 市西宮 +2.7 関西学院 -0.8 市西宮 -0.4 報徳学園 +2.9

高校男子砲丸投 大亀  仁貴(3) 12m36 河野  諭 (2) 10m48 藤原  虹輝(3) 10m48 西口  正倫(2) 10m33 今城  秀 (3) 9m29 町  太誠 (3) 8m40 藤原  琉希(2) 8m23 藤山  大知(3) 7m99

サード記録　10m34 サード記録　10m10

(4月29日) 関西学院 鳴尾 鳴尾 県西宮 市西宮 西宮南 西宮東 西宮南
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西宮市民大会 高校一般小学生の部
入賞者一覧 平成29年4月29日(土) ～ (土)

西宮市立陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

高校女子１００ｍ 的場なるみ (2) 12"7 江﨑  美波(2) 13"0 山田　沙羅 (2) 13"3 岩谷　実空 (1) 13"4 神田　結子(1) 13"4 松本  衣未(3) 13"6 岩浪  千夏(2) 13"7 末吉  夏乃(2) 13"7

(4月29日) 関西学院 +2.0 県西宮 +2.0 市西宮 +2.0 西宮南 +2.0 西宮北 +2.0 県西宮 +2.0 鳴尾 +2.0 県西宮 +2.0

高校女子２００ｍ 槙本さくら (3) 25"6 中村  菜月(2) 27"1 丸山  紗佳(2) 27"3 三好　果(1) 27"6 上田  穂華(2) 27"7 海渡  祐香(3) 28"1 田口ほのか (2) 28"4 植村祐香理 (2) 28"6

(4月29日) 県西宮 +3.5 西宮南 +4.3 市西宮 +4.3 県西宮 +5.8 鳴尾 +4.3 鳴尾 +5.8 武庫川大附 +5.8 関西学院 +5.8

高校女子１５００ｍ 佐々木優衣 (3) 5'02"3 西代  萌衣(3) 5'04"4 藤井利佳子 (3) 5'06"7 藤田  綾香(2) 5'07"6 篠原江里奈 (3) 5'08"8 廣瀬  弥生(2) 5'16"0 越柴  里奈(3) 5'17"6 長谷川和奏 (3) 5'19"0

(4月29日) 県西宮 市西宮 市西宮 市西宮 西宮北 西宮北 西宮北 関西学院

高校女子１００ｍＨ 下村　果鈴(1) 18"2 倉谷  麻里(3) 18"6 橋本  琴音(2) 19"1 田口明日香 (2) 19"1

(4月29日) 県西宮 +2.2 西宮南 +2.2 武庫川大附 +2.2 西宮南 +2.2

高校女子４×１００ｍＲ 県西宮 51"5 市西宮 52"1 関西学院 52"5 鳴尾 54"2 西宮南 54"3 武庫川大附 55"0 西宮今津 56"5

(4月29日) 三好　果(1) 山田　沙羅 (2) 植村祐香理 (2) 小川  未来(3) 明田  紗英(3) 松谷  華花(3) 釜永  沙紀(3)

槙本さくら (3) 丸山  紗佳(2) 坪田  若菜(2) 岩浪  千夏(2) 中村  菜月(2) 橋本  琴音(2) 岩坂  知夏(2)

末吉  夏乃(2) 家田菜々子 (2) 井田  亜澄(2) 上田  穂華(2) 野村　優香 (1) 坂上  晴香(2) 宮田  侑佳(2)

江﨑  美波(2) 髙島真織子 (3) 的場なるみ (2) 海渡  祐香(3) 岩谷　実空 (1) 田口ほのか (2) 野村梨々華 (2)

小学女子１００ｍ 中島　悠莉 16"7 原　ひかり 17"0 大藪　七海 17"6 奥田　初音 17"6 加納　朱璃 17"7
(4月29日) 春風 +0.3 春風 +0.3 今津 +0.3 浜脇 +0.3 春風 +0.3

小学女子４×１００ｍＲ 樋ノ口 1'02"1 上ヶ原南 1'04"0 春風 1'06"0 今津 1'08"2

(4月29日) 関本　遥 初谷　一葉 堀上　彩良 大江　沙季

藤原　美羽 金子　璃名 吉峯　梨央 浅井　七音

吉田　心美 大木　美徳 山中　ほのか 奥谷　美咲

藤原　祈子 寺迫　晴菜 吉岡　茜 渡我部明音

一般女子１００ｍ 木村　真耶加 14"2

(4月29日) 西宮陸協 +0.1

一般女子８００ｍ 後藤  成葉(3) 2'38"1 兼安  百音(2) 2'53"4

(4月29日) 市西宮 鳴尾

一般女子１５００ｍ 河合　愛香 (1) 5'18"5 梅津  花梨(2) 5'23"5 白川  鈴菜(2) 5'25"6 都筑  麻耶(3) 5'37"0

(4月29日) 西宮北 西宮北 西宮北 市西宮

高校女子走高跳 西岡　　瞳 (1) 1m45 山川  栞 (3) 1m45 辻   桃花(3) 1m40 川原萌々花 (3) 1m35 久保　陽香 (1) 1m35 安田  実央(2) 1m25

(4月29日) 市西宮 西宮南 西宮今津 市西宮 西宮南 鳴尾

高校女子走幅跳 髙島真織子 (3) 5m40 渡井口結衣 (2) 4m88 坪田  若菜(2) 4m84 鈴木みのり (3) 4m82 杉村紗也佳 (2) 4m75 釜永  沙紀(3) 4m61 山部　ひかる(1) 4m57 牧野  陽菜(2) 4m35

(4月29日) 市西宮 +1.9 市西宮 +3.9 関西学院 +2.3 市西宮 +2.3 市西宮 +2.7 西宮今津 +0.2 県西宮 +2.0 西宮北 +4.7

高校女子砲丸投（4kg　女子）刈谷みちる (3) 9m79 末岡  絢菜(2) 9m66 位田  柚香(3) 9m55 古結  桃子(2) 9m29 福井　杏(1) 9m27 川崎　莉奈(1) 7m64 鈴木  菜未(2) 6m95 今西  夢乃(2) 6m85

(4月29日) 鳴尾 仁川学院 鳴尾 西宮南 市西宮 西宮南 市西宮 西宮北

学校対抗得点 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

県西宮 報徳学園 市西宮・鳴尾 関西学院 西宮南 西宮北・西宮今津

５９点 ５１点 ４５点 ３５点 ２４点 ９点

市西宮 県西宮 西宮南 鳴尾 関西学院 西宮北 武庫川大附属・西宮今津

８０点 ５０点 ４７点 ３１点 ２２点 １５点 １１点
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