
日付 種目

妻鹿　匠  11.30 (-0.8) 田辺　涼真  11.39 (-0.8) 下中　祐惺  11.43 (-0.8) 井上　敬太  11.50 (-0.8) 伊藤　太輔  11.53 (-0.8) 岡　周弥  11.60 (-0.8) 野山　裕人  11.62 (-0.8) 奥津　翔太  11.81 (-1.0)

大社 大社 園田東 東谷 塩瀬 宝梅 園田 猪名川

島瀬　裕次  22.76 (+0.9) 和田　純弥  22.80 (+0.9) 土井　悠生  24.02 (+0.9) 吉川　涼生  24.21 (+0.9) 大西　啓斗  24.22 (+0.9) 土橋　飛陽  25.54 (+0.9) 安部　日向太  25.81 (+1.2) 石風　鷹  26.49 (+1.2)

小園 塩瀬 瓦木 宝梅 伊丹南 上甲子園 関西学院 塩瀬

吉本　潤  53.21 小幡　丈士  54.31 向吉　悠仁  55.94 松田　康生  58.70 古波蔵　世那  1:01.35 小野山　明寿  1:01.51 河野　泰知  1:03.66

光ガ丘 塩瀬 上甲子園 上甲子園 塩瀬 甲武 関西学院

石野　大晴  2:03.39 塩田　尋  2:03.46 富田　蓮大  2:06.07 鎌田　大輝  2:11.98 前田　泰宏  2:12.46 池田　大雅  2:14.96 大嶋　陽平  2:15.05 林　直輝  2:16.64

関西学院 南ひばりガ丘 塩瀬 常陽 甲武 猪名川 高須 鳴尾南

乾　遥斗  4:22.36 松井　智幹  4:25.77 吉津　航大  4:32.11 井口　了輔  4:32.17 本田　康陽  4:32.82 磯江　哲汰  4:34.61 兼松　侑音  4:35.78 芦原　寛治  4:36.33

伊丹南 園田 塩瀬 鳴尾南 鳴尾南 山口 苦楽園 山口

上田　航大  9:07.75 北本　瑞希  9:22.67 大井　廉  9:26.41 前岡　勇輝  9:38.65 堀之内　陸  9:38.83 玉井　大翔  9:40.93 村田　凰祇  9:44.62 木村　泰靖  9:45.92

東谷 塩瀬 小園 猪名川 南ひばりガ丘 南ひばりガ丘 上甲子園 甲武

水野　陸翔  14.78 (+1.6) 今井　翔心  15.33 (+1.6) 田口　直裕  15.52 (+1.6) 光本　陽  16.59 (+0.8) 森下　然  17.06 (+1.6) 加治　大武  17.72 (+0.8) 愛甲　柊  17.82 (+0.8)

小園 西宮浜 上甲子園 園田 小田北 山口 東谷

國井　大翔  14.78 (+1.6)

小田北

草野　礼二朗  1.75 石井　喜人  1.68 冨田　玲央  1.65 堀部　俊輔  1.40

宝梅 苦楽園 安倉 塩瀬

土井　裕貴  2.50 湯地　礼尊  2.40 山口　流琥  2.40

塩瀬 西宮浜 園田

河野　稜太  5.95 (+0.7) 高森　翔太  5.89 (0.0) 竹内　唯悟  5.86 (+0.8) 古川　快  5.80 (+0.2) 齋野　太希  w5.79 (+2.1) 中　零也  5.54 (+1.2) 坂口　彰良  5.53 (+0.1) 小楠　覇夢  5.51 (+0.5)

立花 宝梅 学文 塩瀬 大社 山口 園田 塩瀬

吉實　太一  12.20 (0.0) 矢野　寛太  12.16 (+0.3) 江　恺明  11.46 (+0.1) 樋口　陽也  11.39 (0.0) 松村　侑汰  11.22 (+0.3) 田中　淳暉  10.90 (+0.6) 山岸　久暖  9.43 (+0.3)

甲武 猪名川 鳴尾南 塩瀬 塩瀬 安倉 関西学院

合志　忠祥  10.30 河井　海斗  10.20 杉原　義宣  9.57 薮野　秀斗  8.88 横尾　二郎  8.02

苦楽園 平木 武庫東 塩瀬 甲武

土生田　翔平  32.85 中野　晃光  27.37 前田　啓太  25.46

小園 塩瀬 塩瀬

塩瀬  43.44 甲武  45.18 園田  45.32 宝梅  45.71 園田東  46.10 瓦木  46.25 安倉  46.90 上甲子園  47.15

小楠　覇夢 小野山　明寿 坂口　彰良 吉川　涼生 上中　翼 中澤　怜士 田中　淳暉 松田　康生

年綱　晃広 森田　暖 光本　陽 安原　知宏 尾崎　亘 池永　雅也 冨田　玲央 田口　直裕

伊藤　太輔 前園　尚輝 楠　颯太 上野　智哉 北野　陽士 松浦　圭佑 野﨑　勝矩 土橋　飛陽

和田　純弥 原　優心 野山　裕人 岡　周弥 下中　祐惺 土井　悠生 足立　涼太 向吉　悠仁

棒高跳1位の記録は優勝決定戦による

主催団体名 尼崎市陸上競技協会 陸協名 兵庫陸上競技協会

競技会名 阪神中学校陸上競技選手権大会
期日・時刻 2020/10/3・4 審判長 田井中　耕二・田邊　幸広

競技場名 尼崎市記念公園陸上競技場 記録主任 小畑　喜平

10月4日 400m

10月3日 800m

7位 8位

3年男子 10月4日 100m

10月3日 200m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

10月3日 110mH

10月4日 走高跳

10月4日 1500m

10月3日 3000m

10月4日 三段跳

10月3日 砲丸投

10月3日 棒高跳

10月3日 走幅跳

10月3日 円盤投

共通男子 10月3日 4x100mR

w (wind assist) : 追風参考



日付 種目

主催団体名 尼崎市陸上競技協会 陸協名 兵庫陸上競技協会

競技会名 阪神中学校陸上競技選手権大会
期日・時刻 2020/10/3・4 審判長 田井中　耕二・田邊　幸広

競技場名 尼崎市記念公園陸上競技場 記録主任 小畑　喜平

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

武村　美緒  13.25 (-2.2) 西森　菜那未  13.35 (-2.2) 西村　楓那  13.48 (-2.2) 基山　今日  13.48 (-2.2) 永岡　彩那  13.81 (-2.2) 坪井　まどか  13.98 (-1.4) 比嘉　優  13.99 (-1.4) 小千田　梨紗  14.04 (-2.2)

平木 大社 多田 天王寺川 園田東 関西学院 西宮浜 関西学院

石田　美沙紀  28.18 (-0.7) 松原　凪沙  28.94 (-0.7) 宮ノ原　優菜  29.95 (-0.7) 玉田　彩恵  30.12 (-0.7) 松木　菜々美  31.52 (-0.7) 溝口　陽菜  31.61 (-0.7) 赤井　かのん  31.95 (-0.7)

甲陵 光ガ丘 西宮浜 塩瀬 伊丹南 関西学院 関西学院

近久　怜奈  2:23.90 山中　愛結  2:28.94 岸　愛夏  2:29.70 奥山　葵  2:33.96 樋口　凛  2:40.19 生村　美里  2:41.02 桑原　由美花  2:41.19 深津　紗智  2:45.56

宝梅 塩瀬 甲武 日新 浜脇 今津 甲陵 塩瀬

安田　瑠捺  4:35.76 山口　あやか  4:53.94 杉永　美空  4:54.53 小西　玲愛  4:57.51 行安　亜芽莉  4:58.42 吉　歌穂  5:01.50 吉田　涼葉  5:06.61 山本　莉愛  5:25.00

小田北 塩瀬 上甲子園 甲武 武庫東 鳴尾南 山口 塩瀬

吉澤　梨杏  15.02 (0.0) 山本　そら  15.36 (0.0) 黒田　華代  15.48 (0.0) 瀬戸　優那  15.69 (0.0) 貞松　由瑛  16.01 (+1.3) 山口　舞桜  16.12 (0.0) 久保　彩歌  16.45 (+1.3) 藤原　美羽  16.54 (+1.3)

伊丹南 甲陵 武庫東 西宮浜 多田 今津 塩瀬 甲武

口丸　陽菜  1.54 服部　美咲  1.40 國元　桜  1.35 西村　美海  1.35 池田　春菜  1.30 白崎　翔子  1.25

小園 日新 小田北 園田 上甲子園 日新

栁　美幸  1.35

安倉

吉森　あかり  5.03 (+0.2) 松本　直  4.82 (-1.6) 仲　美咲  4.76 (-1.0) 吉本　こゆき  4.71 (-0.7) 橋本　美優  4.53 (-0.3) 田中　美姫  4.53 (-1.0) 藤井　陽菜  4.04 (-0.3) 木村　菜々恵  3.76 (-0.5)

甲陵 甲武 東谷 塩瀬 園田 猪名川 関西学院 関西学院

西川　稜月  11.54 鏡園　七海  10.03 鎌野　里名  9.93 中上　愛菜  8.15

伊丹東 武庫東 安倉 甲武

上中　遥音  24.78 岡本　七海  24.04 藤崎　恵杜  23.05 清水　咲希  22.46 平井　愛里菜  21.64

西宮浜 学文 西宮浜 瓦木 川西

甲陵  51.08 園田  53.05 東谷  53.13 武庫東  53.33 多田  53.39 関西学院  53.84 西宮浜  53.89 甲武  54.34

山本　そら 橋本　美優 仲　美咲 鏡園　七海 岡田　望叶 坪井　まどか 宮ノ原　優菜 和唐　萌々花

吉森　あかり 森田　葵 平井　彩音 上田　鈴 貞松　由瑛 舩澤　風沙美 籾山　結菜 松本　直

石田　美沙紀 小寺山　もえ 松尾　怜奈 増田　紗那 清水　未桜 池島　世那 比嘉　優 西﨑　愛瑞

伊藤　里子 小橋　美柚 羽藤　日和 黒田　華代 西村　楓那 小千田　梨紗 瀬戸　優那 上森　美波

10月4日 1500m

3年女子 10月4日 100m

10月3日 200m

10月3日 円盤投

共通女子 10月3日 4x100mR

10月4日 走幅跳

10月4日 砲丸投

10月3日 100mH

10月4日 走高跳

10月3日 800m


