
西宮市民大会
入賞者一覧 平成29年4月29日(土)

西宮市中央運動公園陸上競技場

種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

中学男子１００ｍ 松田　慎太郎(3) 11"1 泉　翔太(3) 11"2 高橋　侑汰(3) 11"3 江田　政紀(3) 11"4 中井　颯人(3) 11"5 中嶋　響(3) 11"6 梅田　光太朗(3) 11"7 岩城　光伸(2) 11"7

(4月29日) 鳴尾南 +3.8 学文 +3.8 平木 +3.8 関西学院 +3.8 苦楽園 +3.8 上甲子園 +3.8 真砂 +3.8 甲陽学院 +3.8

中学男子４００ｍ 稲田　諒太(3) 55"9 植木　大樹(3) 57"3 酒井　貴弘(3) 57"3 吉井　基記(3) 57"8 大垣　光(3) 58"3 巻木　大輝(3) 58"3 谷垣　幹(3) 58"4 高田　優(3) 58"4

(4月29日) 平木 上ヶ原 鳴尾 瓦木 浜脇 瓦木 瓦木 学文

中学男子１５００ｍ 弓取　天喜(3) 4'28"6 田辺　陽大(3) 4'31"7 須谷　善(2) 4'31"9 池村　剛志(3) 4'32"5 平野　幸季(3) 4'34"9 藤田　黎明(3) 4'36"9 山田　航洋(3) 4'37"5 辻　凜太郎(3) 4'40"5

(4月29日) 瓦木 真砂 甲武 深津 鳴尾 関西学院 苦楽園 苦楽園

中学男子３０００ｍ 清水　皓太(3) 9'36"9 杉谷　蒼天(2) 9'39"1 髙橋　郁斗(3) 9'43"3 田岡　航一(3) 9'45"5 髙橋　秀斗(3) 9'46"3 大平　滉太(2) 9'52"6 藤原　崇佑(3) 9'54"5 丸岡　照史(2) 9'56"9

(4月29日) 甲武 甲武 大社 塩瀬 大社 真砂 平木 甲武

中学男子１１０ｍＨ 森髙　颯治朗(3) 16"4 山川　直希(3) 16"7 三桝　環(3) 17"1 泰川　惟織(3) 17"1 松浦　亮太(3) 17"6 森下　裕一朗(3) 18"3 矢野　一樹(3) 18"6 鎌田　歩(3) 18"8

(4月29日) 学文 +1.0 塩瀬 +1.0 平木 +1.0 深津 +1.0 平木 +1.0 山口 +0.2 苦楽園 +0.2 学文 +0.2

中学男子４×１００ｍＲ 上甲子園 46"6 平木 46"6 学文 46"8 瓦木 46"8 深津 46"8 真砂 47"0 苦楽園 48"1 塩瀬 48"6

(4月29日) 篠崎　空(3) 大澤　一馬(3) 高田　優(3) 藤原　亜門(3) 西野　陽向(2) 才木　翔太(3) 中川　量太(3) 西畑　直哉(3)

政上　大夢(2) 高橋　侑汰(3) 鎌田　歩(3) 木之本　和也(3) 林　倖輝(3) 梅田　光太朗(3) 中井　颯人(3) 今井　悠輔(3)

中河　義弥(3) 三桝　環(3) 森髙　颯治朗(3) 進藤　利太(3) 泰川　惟織(3) 田辺　開(2) 髙橋　円蔵(3) 髙梨　雄暉(3)

中嶋　響(3) 松浦　亮太(3) 泉　翔太(3) 巻木　大輝(3) 東田　佳樹(3) 北本　健阿樹(3) 夏　栄一郎(2) 溝河　政也(3)

中学男子走高跳 大毛　晴斗(3) 1m55 立木　健嗣(3) 1m55 原口　幸稀(3) 1m55 久後　憲汰(3) 1m55 溝口　遼(3) 1m50 髙橋　円蔵(3) 1m50 寺元　涼馬(3) 1m45

(4月29日) 学文 塩瀬 鳴尾 塩瀬 瓦木 苦楽園 山口

河﨑　敬太郎(3) 1m45

塩瀬

中学男子走幅跳 林　倖輝(3) 6m07 篠崎　空(3) 5m84 槌谷　龍輝(3) 5m69 竹上　到冶(2) 5m57 木之本　和也(3) 5m41 栗田　真成(3) 5m34 政上　大夢(2) 5m31 平井　大生(3) 5m31

(4月29日) 深津 +4.4 上甲子園 +0.4 上甲子園 +3.0 深津 +3.8 瓦木 +0.9 西宮浜 +3.0 上甲子園 +3.7 甲陽学院 +1.1

中学男子砲丸投(5kg) 競　友哉(3) 13m05 秋山　俊輔(3) 10m70 石井　慎人(3) 10m69 菅野　壱心(2) 10m34 加藤ファルーク　明(3)9m62 赤堀　太一(3) 9m60 佐古　悠太(3) 9m41 西　虎太朗(3) 8m87

(4月29日) 大社 甲陵 苦楽園 山口 山口 平木 深津 塩瀬

中学女子１００ｍ 井上　夏希(2) 13"0 横田　桃子(2) 13"1 松本　美聖(3) 13"1 松本　耀(3) 13"1 服部　乃愛(3) 13"1 藤原　凜香(3) 13"2 岩田　乃映(2) 13"2 西山　舞(3) 13"3

(4月29日) 深津 +0.9 苦楽園 +0.9 大社 +0.9 瓦木 +0.9 山口 +0.9 苦楽園 +0.9 苦楽園 +0.9 学文 +0.9

中学女子２００ｍ 永田　彩夏(3) 26"5 河村　穂乃香(3) 26"6 杉本　佳穂(3) 26"8 大森　夢菜(3) 27"0 中山　瑠菜(3) 27"2 岡山　志菜乃(2) 27"7 吉村　七海(3) 28"5

(4月29日) 山口 +4.2 鳴尾南 +4.2 苦楽園 +4.2 瓦木 +4.2 深津 +4.2 瓦木 +4.2 苦楽園 +4.2

中学女子８００ｍ 山下　果恋(3) 2'27"3 市村　実夢(3) 2'30"1 山本　裕子(2) 2'31"9 吉岡　郁美(3) 2'32"7 迫田　有咲(3) 2'33"2 安藤　璃香(3) 2'37"4 天根　美咲(2) 2'37"7 城田　恵梨(2) 2'37"9

(4月29日) 西宮浜 鳴尾南 学文 鳴尾南 苦楽園 鳴尾 甲陵 武庫川大附

中学女子１５００ｍ 吉　愛寛(3) 5'04"9 覚前　友里(3) 5'05"0 柳井　桜子(2) 5'09"7 内海　萌(3) 5'11"2 牧　妃菜恵(3) 5'11"3 櫻井　舞子(3) 5'16"5 尾﨑　花純(2) 5'19"3 永田　遥(3) 5'20"1

(4月29日) 鳴尾南 塩瀬 塩瀬 鳴尾 鳴尾南 鳴尾 上ヶ原 西宮浜

中学女子１００ｍＨ 北川　優希(3) 15"0 ハッサン　リナ(2) 16"0 三浦　麻里(3) 16"2 刑部　日向(2) 16"7 宮内　愛子(3) 16"8 横井　美咲(3) 17"0 松本　優菜(3) 17"2 桑山　晴菜(3) 17"3

(4月29日) 鳴尾  大会新 +2.0 甲武 +2.0 甲陵 +2.0 学文 +2.3 学文 +1.0 山口 +2.0 山口 +1.0 平木 +1.0

中学女子４×１００ｍＲ 瓦木 52"0 学文 52"9 深津 53"1 山口 53"3 鳴尾 53"4 苦楽園 53"4 甲武 53"4 甲陵 54"0

(4月29日) 西田　明日花(3) 内山　花(2) 中山　瑠菜(3) 小早川　笑瑠(3) 德永　結羽(3) 吉村　七海(3) 内藤　澪(2) 村上　和花(2)

大森　夢菜(3) 徳本　ひまり(3) 井上　夏希(2) 服部　乃愛(3) 北川　優希(3) 藤原　凜香(3) 増田　晶(3) 三浦　麻里(3)

岡山　志菜乃(2) 吉村　咲音(3) 金井　ハンナ(2) 永田　彩夏(3) 中口　綾乃(2) 杉本　佳穂(3) 米沢　理花(2) 藤原　小夏(3)

松本　耀(3) 西山　舞(3) 葛谷　美結(3) 横井　美咲(3) 西埜　朋(2) 横田　桃子(2) ハッサン　リナ(2) 山口　ひかり(3)

中学女子走高跳 田尾　彩夏(3) 1m48 戸田　絵美理(3) 1m48 水野　優(3) 1m35 水谷　千明(2) 1m35 渡部　里咲(3) 1m30 奥村　瑠依(2) 1m30 江碕　理子(3) 1m25

(4月29日) 鳴尾 甲陵 上甲子園 山口 塩瀬 甲武 真砂

佐藤　穂乃花(3) 1m30 田中　郁乃(3) 1m25

甲武 学文

中学女子走幅跳 德永　結羽(3) 4m86 内山　花(2) 4m74 前田　朔良(3) 4m69 上田　有季紗(3) 4m58 田之畑　佑花(3) 4m50 小野　海空(3) 4m41 板尾　真友子(3) 4m33 藤原　小夏(3) 4m33

(4月29日) 鳴尾 +4.2 学文 +3.3 大社 +6.8 上甲子園 +1.9 学文 +4.9 西宮浜 +4.7 上甲子園 +0.9 甲陵 +1.3

中学女子砲丸投(2.7kg) 塚田　有美(3) 9m46 山脇　凜(3) 9m39 湯川　梨湖(3) 9m26 米原　冴侑(3) 9m23 中澤　愛(3) 9m19 梅田　春花(3) 9m09 小早川　笑瑠(3) 8m91 井村　理瑚(3) 8m79

(4月29日) 鳴尾 学文 学文 平木 鳴尾 甲陵 山口 塩瀬

平木 学文 瓦木 深津 塩瀬 上甲子園 甲武 苦楽園
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