
日付 種目

年綱 晃広 12.34 (0.0)山口 凛太郎 12.57 (0.0)佐田 遥音 12.78 (0.0)木村 煌 12.79 (0.0)大久保 柊 12.88 (0.0)加藤 煌 12.93 (0.0)樫根 直人 13.03 (0.0)前田 蒼央 13.16 (0.0)

塩瀬 西宮浜 甲陵 苦楽園 甲陽学院 東谷 御殿山 伊丹北

田辺 涼真 11.57 (+0.6)兵頭 朋樹 11.61 (+0.6)和田 純弥 11.71 (+0.6)阿部 将三 11.90 (+0.6)伊藤 太輔 11.96 (+0.6)島瀬 裕次 12.04 (+0.6)下中 祐惺 12.06 (+0.6)井上 敬太 12.07 (+0.6)

大社 精道 塩瀬 大社 塩瀬 小園 園田東 東谷

竹内 璃空弥 10.96 (-0.2)八尾 藍麻 11.10 (-0.2)中川 雅樂 11.27 (-0.2)安楽 竜斗 11.39 (-0.2)久保 洸貴 11.46 (-0.2)下里 日向汰 11.46 (-0.2)山口 幹太 11.49 (-0.2)東 光流 11.52 (-0.2)

小園 塩瀬 緑台 山口 多田 塩瀬 明峰 甲武

竹内 璃空弥 22.39 (-0.8)川口 吏功 23.13 (-0.8)八尾 藍麻 23.16 (-0.8)下里 日向汰 23.37 (-0.8)中川 雅樂 23.39 (-0.8)東 光流 23.40 (-0.8)山口 幹太 23.45 (-0.8)水谷 匠 23.54 (-0.8)

小園 G R 浜脇 塩瀬 塩瀬 緑台 甲武 明峰 上甲子園

辰巳 蒼真 52.02 新美 晴彦 52.08 藤井 大地 53.12 太田 和樹 53.54 江刺 祥貴 54.31 名田 智貴 54.32 中島 規希 54.36

御殿山 学文 甲武 今津 園田東 今津 瓦木

山下 慶馬 2:01.71 門脇 希空 2:05.32 名田 智貴 2:05.53 三島 雅史 2:06.72 寅丸 颯太 2:07.70 宮本 泰地 2:08.07 辰巳 蒼真 2:08.47 乾 遥斗 2:11.30

立花 清和台 今津 甲陵 鳴尾南 塩瀬 御殿山 伊丹南

今川 黎音 4:41.31 森山 翔太 4:44.05 向 俊輔 4:44.99 齊藤 丈 4:45.35 廣井 暉久 4:46.01 中川 颯 4:49.41 楠 幸一郎 4:51.21 小宮 望 4:53.86

猪名川 関西学院 真砂 甲武 天王寺川 今津 塩瀬 甲武

西森 市直 4:11.90 新美 朋彦 4:12.21 志方 英輝 4:14.88 酒上 晃太朗 4:14.93 山下 慶馬 4:17.26 平野 圭人 4:19.47 髙尾 蓮 4:21.20 大東 賢司 4:23.91

園田 学文 中谷 甲陵 立花 園田 多田 伊丹東

西森 市直 9:08.33 新美 朋彦 9:10.50 志方 英輝 9:11.19 廣瀬 拓海 9:11.43 赤尾 嘉紀 9:13.26 大東 賢司 9:22.80 中山 柊太 9:26.25 河内 天 9:35.05

園田 学文 中谷 西宮浜 猪名川 伊丹東 鳴尾 武庫東

高濱 智也 15.41 (-0.1)近藤 聡志 15.51 (-0.1)安冨 獅門 15.67 (-0.1)細見 倫太郎 16.09 (-0.1)國井 大翔 16.20 (-0.1)石沢 侑雅 16.48 (-0.1)小西 悠 16.53 (-0.1)川田 圭吾 16.80 (-0.1)

明峰 西宮浜 宝梅 宝梅 小田北 日新 甲武 関西学院

甲武 48.48 東谷 48.52 宝梅 49.05 大社 49.49 関西学院 49.68 園田東 50.24 宝塚第一 50.31 塩瀬 50.71

前園 尚輝 神田 拓樹 吉川 涼生 齋野 太希 梶原 匠一朗 上中 翼 岸本 直人 中野 晃光

森田 暖 加藤 煌 山村 勇貴 石野 雄大 野村 幸弘 尾崎 亘 仲田 史晃 年綱 晃広

柿崎 湘 松井 大和 上野 智哉 藤本 星那 颯波 壮一 奥屋敷 海斗 正脇 俊輔 森山 空翔

原 優心 井上 敬太 岡 周弥 妻鹿 匠 上田 源太郎 下中 祐惺 鈴木 竣太 小楠 覇夢

塩瀬 43.76 御殿山 44.48 小園 44.81 明峰 44.88 大社 44.92 甲武 44.95 山口 45.28 山手台 45.97

伊藤 太輔 GR 牧野 和生 佐久間 陽光 田洞 孝祐 石橋 一樹 岩本 樹弥 田中 遥 菊田 公春

和田 純弥 森本 ゆう 島瀬 裕次 本山 凱生 阿部 将三 駒倉 璃弥 小林 大和 比良 峻太

下里 日向汰 辰巳 蒼真 西山 颯人 山脇 知治 田辺 涼真 藤井 大地 政岡 大智 大石 昂

八尾 藍麻 中尾 恭吾 竹内 璃空弥 山口 幹太 桑原 颯吾 東 光流 安楽 竜斗 廣谷 航介

高寺 琉羽 1.80 相生 礼 1.80 小松 宙生 1.68 村上 尊哉 1.65 辻 蒼太 1.65 竹内 大智 1.60 福井 蓮 1.60 濱田 右京 1.60

荒牧 学文 小田北 御殿山 深津 大社 西宮浜 苦楽園

稲津 磨凪人 3.00 田本 俊士 3.00 八木 新太 2.80 鹿又 友太 2.60 川嶋 恒輝 2.60 竹中 理史 2.00

小園 真砂 武庫 深津 小園 苦楽園

廣永 蒼太 6.19 (+1.6)森本 ゆう w6.19 (+2.3)清水 陽友 w6.09 (+3.8)佐々木 悠斗 5.88 (+0.8)大川 涼輔 5.85 (+0.6)小楠 覇夢 5.83 (-0.1)吉田 浩一 w5.77 (+3.3)大河内 亮介 5.76 (+1.7)

浜脇 御殿山 浜脇 塩瀬 日新 塩瀬 甲武 猪名川

浅羽 虎瑠 12.87 (-1.3)大河内 亮介 12.11 (+0.6)田中 遥 12.05 (-0.3)本多 利悠 11.85 (0.0)宮本 恵成 11.78 (+1.7)中村 太亮 11.75 (-0.9)大川 涼輔 11.72 (-0.4)佐々木 悠斗 11.29 (-0.7)

鳴尾南 猪名川 山口 多田 小田北 猪名川 日新 塩瀬

宇都宮 諒平 14.12 荒岡 朋成 12.09 大谷 悠人 11.64 大西 凌央 11.23 上原 諒己 10.67 中西 火々良 10.50 服部 勇輝 10.29 三前 風羅 9.91

安倉 明峰 深津 武庫 小田北 武庫 甲武 上ケ原

中西 火々良 33.48 宇都宮 諒平 31.81 上原 諒己 31.15 大谷 悠人 30.97 大内 優哉 30.87 加島 誠大 30.09 大西 凌央 29.39 須田 隆介 29.27

武庫 安倉 小田北 深津 常陽 深津 武庫 苦楽園

安冨 獅門 2285 細見 倫太郎 2193 小西 悠 2168 石沢 侑雅 2108 竹村 莉来 1844 出宮 慎太郎 1769 細川 海斗 1498

宝梅 宝梅 甲武 日新 浜脇 苦楽園 園田東

110m H

砲丸投

走高跳

400m

低学年男子 7月13日 4x100m R

共通男子 7月13日 円盤投

1年男子 7月14日 100m

1年男子 7月13日 1500m

3年男子 7月13日 100m

2年男子 7月13日 100m

1:00.54 55.58

1.66 1.40

8.71 7.48

17.95 (-0.9) 17.84 (-0.9)

1:04.4756.33 54.53 57.62 56.86

1.451.60 1.50 1.69 1.50

8.2910.29 9.45 9.36 10.61

18.38 (-0.9)15.66 (-0.9) 16.00 (-0.9) 16.41 (-0.9) 16.56 (-0.9)

四種競技

共通男子 7月14日 三段跳

共通男子 7月14日 砲丸投

共通男子 7月13日

共通男子 7月14日 棒高跳

共通男子 7月13日 走幅跳

共通男子 7月14日 4x100m R

共通男子 7月14日 走高跳

共通男子 7月14日 3000m

共通男子 7月14日 110m H

共通男子 7月14日 800m

共通男子 7月13日 1500m

共通男子 7月14日 200m

共通男子 7月13日 400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

主催団体名 阪神中学校体育連盟 陸協名 兵庫県陸上競技協会

審判長 田井中耕二・中川治彦

競技場名 尼崎市記念公園陸上競技場 記録主任 鴻池弘敏
競技会名 第63回阪神中学校総合体育大会

期日・時刻 2019/7/13・14



日付 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

主催団体名 阪神中学校体育連盟 陸協名 兵庫県陸上競技協会

審判長 田井中耕二・中川治彦

競技場名 尼崎市記念公園陸上競技場 記録主任 鴻池弘敏
競技会名 第63回阪神中学校総合体育大会

期日・時刻 2019/7/13・14

照 りこ 13.51 (-1.2)上川 紗季 13.69 (-1.2)仲埜 心葉 13.75 (-1.2)上平 紗希 13.91 (-1.2)岡本 実来 13.94 (-1.2)松村 穂乃香 14.01 (-1.2)大宅 奈優 14.14 (-1.2)樽木 真子 14.16 (-1.2)

塩瀬 山口 関西学院 天王寺川 小田北 甲武 甲陵 宝塚第一

基山 今日 12.87 (+0.9)武村 美緒 13.02 (+0.9)西森 菜那未 13.08 (+0.9)西脇 愛美 13.12 (+0.9)吉森 あかり 13.26 (+0.9)黒田 華代 13.30 (+0.9)西村 楓那 13.49 (+0.9)早川 真央 13.55 (+0.9)

天王寺川 平木 大社 瓦木 甲陵 武庫東 多田 鳴尾

山下 来夏 12.71 (+0.4)谷口 璃奈 12.81 (+0.4)中西 桃美 12.87 (+0.4)小寺山 莉沙 13.02 (+0.4)菅野 未久瑠 13.05 (+0.4)赤松 海咲 13.08 (+0.4)岡本 茜 13.26 (+0.4)福本 咲希 13.47 (+0.4)

学文 天王寺川 塩瀬 園田 伊丹西 瓦木 武庫川大附 苦楽園

谷口 璃奈 26.75 (-1.6)小野 海涼 26.95 (-1.6)山下 来夏 27.06 (-1.6)高井 優衣 27.16 (-1.6)赤松 海咲 27.41 (-1.6)田中 彩波 27.70 (-1.6)西脇 愛美 27.73 (-1.6)速水 理彩 28.07 (-1.6)

天王寺川 西宮浜 学文 鳴尾 瓦木 光ガ丘 瓦木 上ケ原

原 聖奈 2:32.06 原 志織 2:32.53 佐々木 郁羽 2:33.69 槌谷 帆乃佳 2:33.78 副島 悠花 2:37.22 下村 菜月 2:37.46 西村 知尋 2:37.47 山村 優奈 2:39.10

伊丹東 南ひばりガ丘 学文 浜脇 鳴尾南 塩瀬 甲陵 南ひばりガ丘

澤 知穂 2:16.63 安田 瑠捺 2:18.69 関本 遥 2:20.80 熊代 宙乃 2:22.39 西村 光冬 2:22.75 奥橋 歩実 2:22.78 松風 萌 2:26.98 山中 愛結 2:31.73

浜脇 小田北 甲武 学文 武庫東 鳴尾 甲武 塩瀬

安田 瑠捺 4:39.83 柴原 茉白 4:50.97 関本 遥 4:51.55 近久 怜奈 4:52.00 奥橋 歩実 4:55.60 望月 こはく 4:58.17 熊代 宙乃 4:58.95 藤本 優花 4:59.68

小田北 上ケ原 甲武 宝梅 鳴尾 宝梅 学文 鳴尾

中西 桃美 14.50 (-0.5)吉村 心 15.00 (-0.5)海沼 杏実 15.10 (-0.5)細居 鈴夏 15.26 (-0.5)前田 奈美 15.31 (-0.5)原 碧夏妙 15.79 (-0.5)荒川 媛香 16.35 (-0.5)成川 瑠音 16.54 (-0.5)

塩瀬 武庫東 瓦木 甲武 塩瀬 学文 大成 甲陵

塩瀬 53.45 甲陵 53.67 宝塚第一 53.72 関西学院 53.89 瓦木 54.09 武庫東 54.22 猪名川 54.84 甲武 54.85

大坪 夏葉 富樫 美里愛 吉田 怜央 坪井 まどか 岡田 苺子 鏡園 七海 谷 爽歌 松本 直

照 りこ 伊藤 里子 樽木 真子 仲埜 心葉 戸井 裕菜 佐野 晴菜 井上 奈々 松村 穂乃香

明石 咲希 大宅 奈優 道中 美聡 藤本 葵 松壽 来美 乾 衣澄 薦田 歩実 楠本 つむぎ

馬場 彩名 石田 美沙紀 三神 七波 小千田 梨紗 吉田 心美 黒田 華代 谷口 優衣 服部 愛

瓦木 50.49 伊丹南 51.09 甲武 51.35 甲陵 51.43 塩瀬 51.51 園田 51.71 天王寺川 51.83 小園 52.05

海沼 杏実 片山 ちさ 関本 遥 相川 ひなた 久田 百恵 谷名 優月 日浦 ほのか 笠谷 梨恋

赤松 海咲 村山 美咲 山下 恵奈 高島 悠 久保 美佳 岩﨑 夏希 谷口 璃奈 四方 彩菜

西脇 愛美 福田 心花 細居 鈴夏 山本 そら 前田 奈美 森田 葵 玉野 汐梨 徳永 真衣

鈴木 冴 金光 百花 清水 綾乃 吉森 あかり 中西 桃美 小寺山 莉沙 基山 今日 内之丸 実穂

竹井 杏 1.54 荒木 まりな 1.54 松島 朋花 1.51 坂下 楓花 1.51 町田 恵菜 1.48 山下 恵奈 1.48 廣瀬 珠桜 1.45

大社 大社 天王寺川 上甲子園 塩瀬 甲武 上ケ原

葛原 凜 1.45

小田

海沼 杏実 5.16 (+0.3)佐々木 希 4.95 (+0.1)吉森 あかり w4.91 (+2.4)鈴木 冴 w4.89 (+2.2)西田 茉央 4.87 (+0.4)末廣 華奈 4.78 (+1.2)川畑 茉夢 4.78 (+0.9)増田 七菜子 w4.70 (+2.9)

瓦木 宝梅 甲陵 瓦木 鳴尾 山口 伊丹東 上甲子園

岩瀬 循子 12.53 礒邉 美蘭 12.00 松田 明香里 11.82 大森 凛 11.45 山田 彩文 11.19 東田 いろは 10.67 樋口 千佳子 10.62 富田 尚美 10.61

武庫東 西宮浜 小園 小田 東谷 小田 瓦木 荒牧

岩瀬 循子 29.49 礒邉 美蘭 28.46 覚前 友佳梨 27.49 鏡園 七海 27.06 松田 明香里 25.80 上中 遥音 25.35 富田 尚美 24.49 松原 彩夏 24.21

武庫東 西宮浜 塩瀬 武庫東 小園 西宮浜 荒牧 日新

竹井 杏 2792 吉村 心 2605 山下 恵奈 2457 原 碧夏妙 2362 松島 朋花 2161 ６位遠藤 亜依 2138 ６位吉田 心美 2138 栁 美幸 2079

大社 G R 武庫東 甲武 学文 天王寺川 瓦木 県大会出場 瓦木 安倉

100m H

走高跳

砲丸投

200m

3年男子100m 予選にて 竹内 璃空弥（小園）が10.95(+0.1) 、八尾 藍麻（塩瀬）が11.06(+0.5) の大会新記録

総合
男子

女子

同得点の場合の順位決定は上位入賞者数による
３８点 ３５点 ２９点 ２７点５２点 ５２点 ４５点 ４０点
甲武 学文 大社 甲陵塩瀬 瓦木 武庫東 天王寺川
３１点 ２８点 ２５点 ２５点６２点 ３９点 ３７点 ３２点
御殿山 学文 浜脇 大社塩瀬 甲武 小園 宝梅
5位 6位 7位 8位

w (wind assist):追風参考

27.95 (-0.7) 28.13 (-0.7)

1.35

8.47 9.73 8.01

1年女子 7月14日 100m

1年女子 7月14日 800m

3年女子 7月13日 100m

2年女子 100m

29.36 (+0.6) 28.18 (+0.6)27.88 (+0.6) 27.16 (+0.6) 28.11 (+0.6) 28.50 (+0.6)

10.56 9.70

4x100m R

7.75 7.63 7.75

16.30 (-0.1) 16.38 (-0.2) 16.84 (-0.2)

1.49 1.35 1.35

14.92 (-0.1) 15.90 (-0.1) 15.74 (-0.1) 16.77 (-0.2)

1.43 1.55 1.40

四種競技

14.76 (-0.1)
共通女子 7月13日

1.58

共通女子 7月14日 砲丸投

共通女子 7月13日 円盤投

共通女子 7月14日 走高跳

共通女子 7月13日 走幅跳

共通女子 7月14日 100m H

共通女子 7月14日 4x100m R

低学年女子 7月13日

共通女子 7月14日 800m

共通女子 7月13日 1500m

共通女子 7月14日 200m

7月13日

1位 2位 3位 4位


