
西宮市小学生陸上競技大会
入賞者一覧（男子の部）

（競技会コード：280720）

６年男子１００ｍ +0.3 年綱　晃広 13''3 佐田　遥音 13''5 中澤　怜士 13''8 山口　凛太郎 13''8 佐藤　空来 14''0 檀野　護蔵 14''0 遠藤　由貴 14''2 稲垣　蓮 14''3

6月9日 生瀬 甲東 瓦林 西宮浜 安井 今津 段上西 深津

５年男子１００ｍ +0.2 劉本　陽向 14''8 有馬　颯大 14''9 中上　幹大 15''0 和田　一葉 15''1 瀨戸　葵伊 15''2 本田　裕輝 15''2 亀川　結希 15''3 今坂　瞭太 15''4

6月9日 津門 苦楽園 鳴尾 名塩 上ヶ原 北夙川 平木 苦楽園

４年男子１００ｍ 0 山内　修平 14''9 鈴木　大智 15''1 古今堂　辰弥 15''3 宮岡　倫太郎 15''5 松本　誉之 15''7 土井　瑛司 16''0 難波　奏 16''3 朝野　賢誠 16''9

6月9日 津門 段上西 甲陽園 浜脇 東山台 神原 鳴尾 今津

６年男子１５００ｍ 西村　晴太 4'59''9 大和川　幸多 5'12''2 5'12''9 中崎　琉生 5'15''5 大野　駿平 5'19''7 大塚　渚斗 5'20''9 長澤　唯斗 5'23''1 田川　大翔 5'23''4

6月9日 北六甲台 甲子園浜 瓦林 高木北 上ヶ原 鳴尾 津門 甲東

５年男子１５００ｍ 棟近　祐生 5'11''7 西山　櫂 5'20''3 太田　悠斗 5'24''8 門脇　生龍 5'25''1 前山　心 5'33''0 藤田　祥充 5'33''3 永井　颯一郎 5'33''8 三楠　翔馬 5'33''9

6月9日 甲東 北六甲台 上甲子園 小松 樋ノ口 香櫨園 春風 名塩

６年男子４×１００ｍ 瓦林 0'57''2 苦楽園 0'57''2 上ヶ原南 0'57''7 香櫨園 0'57''9 春風 0'58''4 樋ノ口 0'58''5 名塩 0'58''8 段上 0'59''2

6月9日 大久保　翔太 難波　大観 ｴｾﾞﾓｸｪ ﾀﾞﾆｴﾙ段 小原　祥太 重久　稜輔 梶　修斗 山中　瑠希亜

木多　悠馬 大久保　柊 前田　大遥 齋藤　佑守 藤岡　依機 中村　獅士 波多野　翔太

内海　太空翔 木村　煌 山田　竜輝 斉藤　瑛音 住宮　慧吏 坂田　健心 立山　遥輝 古川　豪輝

中澤　怜士 飯尾　公成 林　駿宏 松山　和真 宮下　大輝 岩本　悠汰 原　伶泉矢 竹中　颯汰

５年男子４×１００ｍ 鳴尾北 1'00''8 樋ノ口 1'01''1 上ヶ原 1'01''5 西宮浜 1'01''6 段上西 1'02''1 苦楽園 1'02''2 瓦林 1'02''2 浜脇 1'02''4

6月9日 芝田　琉真 原田　寛弥 吉邑　一希 大前　吉春 田中　佑樹 畠山　泰崇 石橋　浩樹 井上　理久士

松田　唯仁 大儀　祥真 衛藤　哩句 早川　朋希 大園　舷斗 大森　悠斗 新木　秀磨

小板𣘺　歩 斎藤　大志 田畑　開 栗林　優 大宅　唯貴 服部　莉駆 今田　慎修

浦瀬　祥太 久保　颯真 梅田　雄介 磯山　福太郎 松田　隆嗣 山田　悠良 西原　幹太 金田　峻典

４年男子４×１００ｍ 瓦林 1'01''5 高木 1'02''1 甲陽園 1'02''2 段上 1'02''8 樋ノ口 1'03''7 名塩 1'03''7 上ヶ原 1'04''1 大社 1'04''9

6月9日 野村　壮佑 高岡　拓未 齊藤　稀茶 松田　瑛紀 井上　朝陽 前市岡　英春

髙井　周平 福田　陽大 小西　大地 本城　圭太 稲田　瑛太 岩野　佑飛 井上　拓海 藤原　幹太

山下　裕生 上田　禮次郎 福岡　賢真 郡山　陽稀 岩本　涼汰 越中　朝日 本田　悠人 川路　大誠

藤原　笙太郎 鈴木　健吾 新井　芯太 石井　悠惺 山口　瑛斗 坂田　瀬凪 松岡　信輔 井上　翼

石丸　優馬 4m09 0 木内　俊之介 4m09 0 宮﨑　奏斗 4m03 0 島津　温環 4m02 0 古谷　温人 3m95 0 西条　大空 3m92 0 河村　洸佑 3m85 0 久田　和慶 3m79 0

6月9日 甲東 セカンド 3m99 甲東 セカンド 3m81 浜脇 小松 神原 上ヶ原南 浜脇 名塩

幅　隆之佑 3m98 0 濵田　颯馬 3m86 0 岡村　隆太朗 3m85 0 山本　琥太朗 3m80 0 林　大智 3m70 0 上瀧　理一郎 3m68 0 3m67 0 矢部　航資 3m62 0

6月9日 瓦林 南甲子園 名塩 春風 西宮浜 高須 香櫨園 津門

岩村　准ノ丞 3m44 0 黒木　新 3m41 0 長嶺　暖玲 3m37 0 京田　大輝 3m36 0 山本　陽太 3m35 0 遠藤　晟之佑 3m33 0 上西　志門 3m30 0 野村　昇平 3m25 0

6月9日 瓦林 段上 鳴尾東 段上西 甲東 香櫨園 鳴尾北 広田

河田　拓斗 61m47 佐藤　宗大 57m90 山本　翼 54m02 上田　陽介 53m85 上田　晴太 53m37 川本　直幸 53m20 砥川　知憲 52m30 日髙　由翔 51m80

6月9日 段上西 甲陽園 北夙川 樋ノ口 安井 香櫨園 樋ノ口 高木北

東　昂平 55m86 門園　大志 50m76 大島　陽和 46m68 山野上　柔太 46m23 西藤　虹亮 45m83 今村　航大 45m46 山根　恵 45m34 吉井　蓮太郎 44m60

6月9日 上甲子園 用海 春風 小松 瓦林 苦楽園 上ヶ原 鳴尾東

藤田　蒼海 47m10 吉田　捷人 43m76 橋本　アレッシオ 43m03 住吉　昴瑠 42m93 林　泰輔 41m54 前田　碧波 41m21 堀田　紺都音 40m86 東埜　煌生 40m83

6月9日 香櫨園 香櫨園 今津 東山台 用海 甲子園浜 広田 鳴尾東

41 校（エントリー時） 1239 名

2450 名（エントリー時） 1199 名 主催： 共催： 総務

2413 名（エントリー時） 2438 名 審判長

12 名 記録主任棄権者数（延） 鴻池　弘敏

登録校数 参加者数（男子・延）

登録者数（延） 参加者数（女子・延） 西宮市陸上競技協会 西宮市教育委員会 西宮市小学校体育連盟 西宮市学校体育連盟 小川　智弘

登録者数（実） 計 蛯名　茂
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第45回
2018年 6月9日

西宮市中央運動公園陸上競技場：２８３０１０

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位



西宮市小学生陸上競技大会
入賞者一覧（女子の部）

（競技会コード：280720）

６年女子１００ｍ +0.3 照　りこ 14''2 塩田　華子 14''9 上川　紗季 14''9 越智　かりん 15''0 宮本　菜央 15''0 藤本　葵 15''1 15''1 バルー　亜里奈 15''4

6月9日 生瀬 樋ノ口 山口 用海 深津 大社 鳴尾北 上ヶ原

５年女子１００ｍ 松下 心優 14''4 大川 莉子 14''6 浅田　結衣 14''9 藤村　遥香 15''1 大鍬　ひなの 15''2 南口　未幸 15''3 武山　葵 15''4 関　菜々子 15''8

6月9日 安井 安井 上ヶ原 東山台 段上西 大社 名塩 甲陽園

４年女子１００ｍ 16''1 木曽　ちひろ 16''4 桑原　菫花 16''6 中島　嘉南 16''7 林　杏紗 17''0 川森　心希 17''1 加藤　愛実 17''1 江口　さくら 17''4

6月9日 浜脇 高須 甲東 名塩 瓦林 大社 春風 神原

６年女子８００ｍ 川野　ひなた 2'44''3 愛川　萌依 2'44''8 塩道　明日香 2'45''9 高山　由衣菜 2'46''2 桒原　知里 2'46''9 2'49''2 槌谷　帆乃佳 2'50''7 枚田　乙愛 2'50''8

6月9日 段上西 甲東 津門 北六甲台 樋ノ口 浜脇 香櫨園 甲子園浜

５年女子８００ｍ 南本　依千菜 2'53''6 都竹　結花 2'54''2 北本　悠那 2'54''4 日下　結奈 2'54''5 濵口　結愛 2'58''3 田村 佳菜 2'58''6 八木　向日葵 2'59''2 藤田　陽菜 2'59''8

6月9日 甲子園浜 上ヶ原 東山台 浜脇 鳴尾東 安井 高須西 平木

６年女子４×１００ｍ 上ヶ原 1'00''4 山口 1'00''4 北夙川 1'00''7 樋ノ口 1'01''0 高木 1'01''4 鳴尾 1'01''9 鳴尾北 1'01''9 広田 1'02''4

6月9日 吉田　真子 上川　紗季 倉持　絵美子 片山　春奈 戸井　陽菜 出口　小葉音 丸尾　多瑛 葉田　志織

伊藤　里子 木村　風香 中村　心音 山本　璃音 戸井　裕菜 南　怜良 増井　菜穂 東条　真優

刀祢　花音 山川　愛佳 久保　侑璃 阿古　明日翔 井東　紗弓 佐伯　早良紗 佐々木　夏帆 黒瀨　友希乃

深見　莉菜 大枝　朱 小林　桜子 松村　穂乃香 林　環那 秋元　愛来 山根　有稀 大前　優音

５年女子４×１００ｍ 夙川 1'01''7 神原 1'02''2 上甲子園 1'03''0 北夙川 1'03''3 樋ノ口 1'03''6 山口 1'04''0 上ヶ原 1'04''1 段上西 1'05''2

6月9日 川口　莉央 中川　優来 皆木　萌々華 勝田　真生 和唐　萌々花 小松原　楓華 繁田　さやな 前田　栞那

日野　晄 權野　あぐり 木村　春香 荻野　友 永井　遼 森川　綾音 大西　彩純

林　真央 山本　和生 土井　智佳 辻　茉里子 河島　和花 上谷　優花 大西　咲希 下地　なつみ

渡邊　澄 北　陽歩 髙野　芽衣 岡村　望央 安田　絢香 田中　咲良 四宮　梨月 池田　和心

４年女子４×１００ｍ 広田 1'05''7 北夙川 1'05''9 山口 1'06''6 夙川 1'06''9 樋ノ口 1'07''4 甲陽園 1'07''5 甲子園浜 1'07''5 瓦木 1'08''9

6月9日 吉田　華 岡崎　有穂 足立　愛夏 松本　凛々子 河邊　葵 李　施妍 大和川　叶実 友永　衣美

山城　紗希 荻野　梨愛 岡本　和花 河邊　悠 新子　小晴 得丸　ゆあ 佐田　絢香

西川　綾 東　四葉 渡邊　梨月 高田　咲莉 山根　和華 前田　美詞 府中　芙樹 松浦　璃子

大﨑　心咲音 石田　実莉 塩貝　穂佳 中村　彌々子 松本　果歩 吉野　花果 奥埜　和花 市橋　沙和

前田　侑瑞 4m00 0 中山　あかり 3m95 0 松壽　来美 3m83 0 酒井　結愛 3m77 0 猪川　佳織 3m74 0 竹内　徠陽 3m71 0 小木　絵里加 3m63 0 齋藤　あこ 3m60 0

6月9日 春風 大社 高木北 山口 大社 鳴尾北 高須西 高須

森本　あすか 3m70 0 池上　嬉和 3m69 0 冨永　詩織 3m61 0 内野　愛依 3m60 0 剣持　悠里 3m52 0 大西　舞 3m51 0 永野　聖里愛 3m50 0 白川　凜愛 3m25 0

6月9日 夙川 浜脇 甲東 高須 鳴尾北 甲子園浜 北夙川 上ヶ原

小寺　杏奈 3m32 0 加藤　那奈 3m30 0 荒井　祐香 3m26 0 松本　芽依 3m16 0 岸本　心花 3m15 0 正垣　莉愛 3m13 0 谷上　愛 3m12 0 細野　彩巴 2m87 0

6月9日 瓦林 甲陽園 上甲子園 高木北 段上西 山口 深津 春風

山本　実玖 55m60 大会新 住吉　美咲 47m90 岸野　彩葉 47m88 元木　亜綺 42m29 金林　杏菜 40m82 中村　弥愛 40m23 寺裏　香恋 39m66 中川　彩奈 37m98

6月9日 段上 高須西 鳴尾東 津門 高須 東山台 鳴尾北 鳴尾東

栩木　日和 35m95 川原　四季 33m77 福井　夏帆 32m51 牧口　優花 32m18 辻　菜々心 31m77 奥村　明莉 31m65 飯伏　恋羽 31m57 北村　天音 31m45

6月9日 樋ノ口 高木北 上甲子園 甲子園浜 小松 瓦林 香櫨園 深津

神澤　詩花 29m55 親﨑　玲 28m02 土井　七緒 27m14 宮坂　侑希 26m81 山添　愛日 25m49 小池　生捺 25m38 田栗　楓佳 24m49 野﨑　凜歩 24m33

6月9日 樋ノ口 西宮浜 夙川 浜脇 上ヶ原 瓦林 南甲子園 山口

41 校（エントリー時） 1239 名 主催： 共催： 総務

2450 名（エントリー時） 1199 名 審判長

2413 名（エントリー時） 2438 名 記録主任

12 名棄権者数（延）

登録者数（実） 計 鴻池　弘敏

４年女子ソフトボール投

登録校数 参加者数（男子・延） 西宮市陸上競技協会 西宮市教育委員会 西宮市小学校体育連盟 西宮市学校体育連盟 小川　智弘

登録者数（延） 参加者数（女子・延） 蛯名　茂
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