
主催 船橋市教育委員会
船橋市小中学校体育連盟

大会コード 14 12 3301
競技場コード 122010

日付 種目
坂巻 知卓 (1) 12.64 浅海 慎之助 (1) 13.03 佐藤 識仁 (1) 13.06 古川 翔理 (1) 13.08 吉田 航大 (1) 13.22 遠藤 銀次郎 (1) 13.43 鶴岡 祐希 (1) 13.46 斉藤 優成 (1) (同順)13.48

白山 (-3.7) 御滝 (-2.1) 習志野三 (-2.1) 白山 (-3.7) 宮本 (-2.1) 船橋 (-1.5) 習志野五 (-3.0) 下貝塚 (-3.7)
安永 雄貴 (2) 11.98 打越 大祐 (2) 12.11 岩崎 隼也 (2) 12.13 宗崎 友弥 (2) 12.23 中沢 拓海 (2) 12.24 板橋 和也 (2) 12.35 柴田 悠宇 (2) 12.39 宮地 輝 (2) 12.42
習志野台 (+1.1) 法田 (+1.1) 高根台 (+1.1) 大穴 (+0.5) 高根 (+1.1) 妙典 (+1.0) 前原 (+0.5) 習志野五 (+1.1)
吉田 有伯 (3) 11.29 伊藤 晏輝 (3) 11.45 3 田中 陸登 (3) 11.45 田島 拓也 (3) 11.57 大宝 秀文 (3) 11.62 中村 稜 (3) 11.76 市川 貴陽 (3) 11.87 小山 成次 (3) 11.88

御滝 (+0.9) 習志野二 (+0.9) 七林 (+0.9) 白山 (+0.9) 船橋旭 (+0.9) 葛飾 (+3.0) 鎌ケ谷 (+3.0) 習志野四 (+3.0)
吉田 有伯 (3) 22.26 本間 諒太 (3) 23.04 田中 陸登 (3) 23.10 大宝 秀文 (3) 23.76 4 土屋 太一 (3) 23.76 中村 大樹 (3) 23.83 山ノ内 颯人 (3) 23.98 安永 雄貴 (2) 24.00

御滝 (-1.9) 白山 (-1.9) 七林 (-1.9) 船橋旭 (-1.9) 船橋 (-1.3) 市川五 (-1.9) 習志野二 (-1.3) 習志野台 (-1.9)
山ノ内 颯人 (3) 54.32 土屋 太一 (3) 54.39 石井 壱磨 (3) 55.44 栗山 将人 (3) 55.77 髙田 健晴 (3) 55.84 鈴木 悠真 (3) 55.96 渡辺 直人 (3) 56.27 平沢 友希 (2) 56.67
習志野二 船橋 二宮 三田 宮本 宮本 市川六 船橋
本間 千勝 (3) 2:03.40 石毛 一輝 (3) 2:06.50 佐々木 峻介 (3) 2:07.11 青柳 玲音 (3) 2:07.42 澤村 心人 (3) 2:08.84 中野 裕太 (3) 2:10.40 板東 海里 (3) 2:11.35 渡辺 春紀 (2) 2:13.21
東国分 習志野台 市川八 習志野台 三田 市川二 市川六 習志野五
島岡 優 (1) 4:33.63 松永 伶 (1) 4:45.84 安井 悠真 (1) 4:47.07 佐野 朋希 (1) 4:47.95 鈴木 勇樹 (1) 4:48.34 甲斐 貴仁 (1) 4:51.16 金子 魅玖人 (1) 4:54.60 関田 亮 (1) 4:55.70
鎌ケ谷三 前原 法田 福栄 湖北 習志野台 法田 飯山満

海老沢 和音 (3) 4:18.95 松本 薫 (2) 4:20.81 永山 龍吉 (2) 4:21.97 西村 駿輝 (3) 4:22.62 丹羽 宏斗 (3) 4:25.58 中條 颯太 (3) 4:26.88 川上 勇士 (2) 4:27.36 石原 龍太 (3) 4:27.40
法田 二宮 鎌ケ谷五 白山 白山 高根 鎌ケ谷 前原

杉山 魁声 (3) 9:05.56 永山 龍吉 (2) 9:07.81 松本 薫 (2) 9:17.61 川上 勇士 (2) 9:19.95 海老沢 和音 (3) 9:24.38 曽波 優太 (3) 9:24.70 石原 龍太 (3) 9:24.74 松丸 大樹 (3) 9:28.06
鎌ケ谷四 鎌ケ谷五 二宮 鎌ケ谷 法田 白山 前原 湖北
鈴木 英司 (3) 15.93 世良田 基暉 (3) 16.42 宮原 裕樹 (3) 17.05 松倉 魁斗 (3) 17.52 大澤 隼太 (3) 17.81 前波 拓明 (2) 18.29 柴田 和馬 (3) 18.32 鷺嶋 剛 (3) 18.40
湖北台 (+0.4) 我孫子 (+0.4) 海神 (+0.4) 鎌ケ谷 (+0.4) 鎌ケ谷三 (-0.5) 船橋 (+0.4) 大穴 (+0.4) 習志野二 (-0.5)
白山 44.94 習志野二 45.28 御滝 45.75 妙典 46.13 市川六 46.23 船橋 46.26 我孫子 46.34 高根 46.41

坂巻 知卓 (1) 山ノ内 颯人 (3) 齋藤 龍弥 (2) 澤田 将紀 (3) 串部 航輝 (3) 平沢 友希 (2) 本田 吉基 (3) 山杢 海 (3)
田島 拓也 (3) 鷺嶋 剛 (3) 川口 康平 (3) 飯田 翔太 (3) 三浦 大地 (3) 八巻 亮 (2) 荒井 高太郎 (3) 中沢 拓海 (2)
寺尾 吉平 (3) 島 颯人 (2) 林 直人 (3) 畠山 未来 (3) 渡辺 直人 (3) 久保田 誠隆 (2) 世良田 基暉 (3) 横溝 天斗 (3)
本間 諒太 (3) 伊藤 晏輝 (3) 吉田 有伯 (3) 山﨑 飛湧 (3) 齋藤 祐斗 (3) 土屋 太一 (3) 大原 直也 (3) 大熊 新 (3)
武内 渉 (3) 1m65 宮崎 正太郎 (3) 1m65 和田 竜弥 (3) 1m65 岩間 湧生 (3) 1m60 本田 晃士 (3) 1m60 白石 湧祐 (3) 1m55 内山 尚輝 (3) 1m55 重冨 優名 (2) 1m50
入船 高根台 習志野五 入船 古和釜 市川八 船橋芝山 堀江

吉田 航大 (1) 5m04 岩澤 尚樹 (1) 4m83 岡村 啓吾 (1) 4m80 真木 大輔 (1) 4m75 藤原 健豊 (1) 4m71 皆川 諒 (1) 4m56 鈴木 榛人 (1) 4m50 大場 息吹 (1) 4m48
宮本 (+1.4) 飯山満 (+0.6) 妙典 (-0.8) 東邦 (+0.8) 市川八 (+0.6) 白山 (+4.4) 習志野三 (+2.1) 我孫子 (+1.3)

伊藤 晏輝 (3) 6m51 毛利 拓巳 (3) 6m13 澤田 将紀 (3) 5m98 古川 赳琉 (3) 5m90 武内 渉 (3) 5m86 石毛 一輝 (3) 5m83 小山 成次 (3) 5m79 田中 瑞希 (3) 5m74
習志野二 (+2.7) 学館浦安 (+1.7) 妙典 (+2.3) 七林 (+1.5) 入船 (+2.3) 習志野台 (+2.0) 習志野四 (+2.5) 入船 (+1.4)

共通砲丸投 伊藤 風美 (3) 10m87 鈴木 皓也 (3) 10m61 岡田 一真 (3) 10m24 髙見 智一 (3) 10m06 井村 海心 (3) 9m78 竹内 一登 (2) 9m46 大熊 新 (3) 9m33 名手 篤 (3) 8m55
（5.000Kg) 東国分 飯山満 白山 布佐 習志野五 飯山満 高根 船橋芝山

共通四種競技 佐野 稜 (3) 2570 鈴木 陸斗 (3) 1661 石原 一樹 (2) 1643 浜山 純一 (2) 1519 今野 翔太 (3) 1419 藤井 大成 (2) 1333 菊地 祥太 (3) 1274 住吉 航 (3) 1226
高根台 高根台 習志野二 葛飾 船橋旭 習志野二 葛飾 二宮

110mH(0.914m) 15.97 -0.5 736 20.98 -0.5 276 17.80 -0.5 543 18.43 -0.5 484 21.42 -0.5 246 20.72 -0.5 295 18.41 -0.5 486 20.89 -0.5 282
砲丸投(4.000kg) 11m33 566 9m35 447 5m79 237 7m74 351 7m18 318 8m04 369 7m14 316 4m97 189

走高跳 1m84 661 1m66 512 1m55 426 1m35 283 1m55 426 1m40 317 NM 0 1m35 283
400m 54.80 607 59.62 426 59.31 437 1:00.37 401 59.55 429 1:01.86 352 58.31 472 58.33 472

共通110mH:高さ0.914m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ9.14m
共通砲丸投:重さ5.000kg 審判長　隅坂　道昭 記録主任　　黒田　泰三

気象記録
7日 8日 　

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向
9:30 雨 20.0 80 0.8 東北東 9:30 雨 22.0 94 0.7 東北東
10:00 雨 19.0 90 1.0 北東 10:00 雨 23.0 92 0.4 東
11:00 雨 20.0 83 1.2 北東 11:00 雨 22.5 92 0.4 東
12:00 雨 19.0 86 1.8 北東 12:00 曇 21.0 90 1.2 南東
13:00 雨 18.0 86 2.0 北東 13:00 曇 23.0 87 1.8 南南東
14:00 雨 18.5 86 1.2 北東 14:00 曇 23.0 83 2.4 南
15:00 雨 18.5 86 1.8 北北東 15:00 曇 24.0 78 1.8 南
16:00 雨 18.0 90 1.2 北東 16:00 曇 22.5 80 2.8 南西

17:00 曇 23.0 83 0.6 南
17:17 曇 23.0 83 0.4 南
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決勝記録一覧表（中学男子）
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主催 船橋市教育委員会
船橋市小中学校体育連盟

大会コード 14 12 3301
競技場コード 122010

日 種目
関 優月 (1) 13.72 中谷 真子 (1) 13.80 菅原 唯 (1) 13.94 中島 さくら (1) 14.16 水戸 夏美 (1) 14.22 永沼 清香 (1) 14.31 清水 悠莉 (1) 14.36 7 齋藤 理乃 (1) 14.36
葛飾 (-1.3) 我孫子 (-1.3) 我孫子 (-1.3) 湖北台 (-1.3) 布佐 (-1.3) 古和釜 (-2.0) 高根 (-1.0) 高根 (-2.0)

木下 真妃 (2) 13.23 松永 幸華 (2) 13.35 本木 岬稀 (2) 13.38 伊藤 七香 (2) 13.60 池田 玲亜 (2) 13.67 5 榎木 みなみ (2) 13.67 岩城 美佳 (2) 13.69 菊田 ゆうみ (2) 13.75
御滝 (+0.6) 鎌ケ谷三 (+0.6) 小室 (+0.6) 宮本 (+0.6) 前原 (+0.6) 浦安 (+0.6) 海神 (+0.6) 八木が谷 (+0.6)

栁町 萌生 (3) 12.92 大平 沙由里 (3) 12.94 由井 彩音 (3) 13.20 窪田 茉百合 (3) 13.24 岡田 瑛海 (3) 13.35 坂根 彩香 (3) 13.36 篠原 瑞希 (3) 13.39 鈴木 えみ (3) 13.41
習志野三 (+0.4) 御滝 (+0.4) 高根台 (+0.4) 鎌ケ谷二 (-0.2) 船橋芝山 (+0.4) 船橋 (+0.4) 湊 (+0.4) 宮本 (+0.4)
高山 千優 (3) 26.45 三木 妃奈子 (3) 26.56 木下 真妃 (2) 26.65 大平 沙由里 (3) 26.88 窪田 茉百合 (3) 27.06 根岸 彩名 (3) 27.39 村田 茉奈 (2) 27.57 尾崎 真優 (3) 27.65
船橋芝山 (-0.6) 白山 (-0.6) 御滝 (-0.6) 御滝 (-0.6) 鎌ケ谷二 (-1.1) 法田 (-0.4) 船橋 (-0.6) 白山 (-0.6)
谷藤 千夏 (2) 2:15.60 伊東 明日香 (3) 2:19.35 藤村 華純 (2) 2:20.16 石井 里佳 (2) 2:20.62 川崎 朝姫 (3) 2:24.83 鶴﨑 寿帆 (3) 2:26.26 村上 舞 (2) 2:26.31 浅見 紗良 (1) 2:28.03

海神 習志野二 湖北 葛飾 習志野台 宮本 鎌ケ谷二 鎌ケ谷二
谷藤 千夏 (2) 4:37.69 大澤 由菜 (3) 4:48.99 伊藤 美璃 (2) 4:49.64 柴田 百慧 (3) 4:49.75 浅野 莉緒 (3) 4:51.27 根岸 ひかり (3) 4:52.42 奈良橋 真菜 (2) 4:52.73 坂上 佳菜 (3) 4:53.47

海神 船橋旭 鎌ケ谷 白山 鎌ケ谷四 鎌ケ谷四 習志野一 船橋
細見 すず (3) 15.96 坂内 美月 (2) 16.17 戸田 真理子 (3) 16.57 増田 佳那子 (3) 16.63 岩崎 碧海 (3) 16.64 西宮 佳奈 (3) 16.67 束田 いづみ (2) 17.04 石川 歩 (2) 17.05
習志野五 (0.0) 船橋芝山 (0.0) 行田 (0.0) 我孫子 (0.0) 鎌ケ谷四 (0.0) 我孫子 (0.0) 鎌ケ谷四 (0.0) 船橋 (0.0)
御滝 50.18 船橋芝山 50.34 我孫子 51.41 白山 52.20 宮本 52.32 習志野二 52.34 習志野五 52.64 習志野三 52.70

稲葉 悠菜 (3) 坂内 美月 (2) 増田 佳那子 (3) 倉本 真奈 (3) 石神 安理沙 (3) 真砂 恭子 (3) 鈴木 沙帆 (2) 山岸 真梨子 (3)
石川 優衣 (3) 岡田 瑛海 (3) 田畑 薫 (3) 尾崎 真優 (3) 鈴木 えみ (3) 高橋 美涼 (3) 早川 朱音 (2) 橋本 梨沙 (3)
大平 沙由里 (3) 高山 千優 (3) 沼尻 玲美 (3) 有場 彩葉 (3) 伊藤 七香 (2) 工藤 夏子 (3) 花山 環 (3) 青山 明日香 (3)
木下 真妃 (2) 湯浅 ｹﾘｰﾏ (2) 原口 寛代 (3) 三木 妃奈子 (3) 松井 瑠々 (3) 佐藤 佳奈江 (3) 細見 すず (3) 栁町 萌生 (3)
伊豆 まりん (3) 1m40 1 中村 莉菜 (3) 1m40 1 田畑 薫 (3) 1m40 伊藤 はづき (2) 1m40 佐藤 美有季 (3) 1m40 小出 優菜 (3) 1m35 相馬 文乃 (2) 1m35 7 名取 亜純 (3) 1m35

葛飾 法田 我孫子 行田 葛飾 鎌ケ谷 堀江 習志野二
7 福地 佑捺 (2) 1m35

鎌ケ谷
大沼 萌乃 (1) 4m12 堤 ほのか (1) 4m11 土谷 栞乃 (1) 4m11 齊藤 夏帆 (1) 4m10 伊藤 眞利亜 (1) 4m10 森川 亜弥 (1) 4m07 水戸 夏美 (1) 4m06 大竹 萌子 (1) 4m06
習志野二 (+2.7) 白山 (+3.2) 我孫子 (+0.4) 法田 (0.0) 船橋 (+0.5) 高根 (+2.0) 布佐 (+1.4) 白山 (+1.7)
橋本 梨沙 (3) 5m57 椋元 愛夢 (3) 4m81 湯浅 ｹﾘｰﾏ (2) 4m75 佐久間 優花 (2) 4m72 木村 凛 (2) 4m64 東 ゆりこ (2) 4m63 岡田 瑛海 (3) 4m60 武澤 裕美 (2) 4m60
習志野三 (-0.6) 鎌ケ谷 (+0.8) 船橋芝山 (-0.3) 浦安 (+0.6) 七林 (-1.2) 船橋 (-0.6) 船橋芝山 (0.0) 法田 (-0.8)

共通砲丸投 浅見 里奈 (3) 12m58 髙山 優衣 (3) 11m91 藤本 彩椰 (3) 11m46 弓削 巴海 (3) 10m28 田口 彩海 (3) 10m04 大平 なつね (3) 9m97 三浦 綾美 (3) 9m73 一星 佳那 (3) 9m67
(2.721kg) 習志野五 船橋旭 御滝 御滝 八木が谷 飯山満 鎌ケ谷四 御滝

共通四種競技 花山 環 (3) 1967 黄金井 彩花 (3) 1936 山田 万里華 (3) 1650 芦川 日向子 (3) 1557 野田 南 (3) 1528 荻原 由理香 (3) 1527 石山 千尋 (2) 1519 石川 望結 (3) 1492
習志野五 船橋 葛飾 船橋旭 船橋旭 習志野台 高根 八木が谷

100mH(0.762m) 16.01 -0.5 713 17.44 -0.5 548 17.80 -0.1 509 18.73 -0.5 416 18.89 -0.1 401 20.30 -0.1 278 18.52 -0.1 436 21.28 -0.1 205
走高跳 1m30 409 1m36 470 1m20 312 1m20 312 1m15 266 1m33 439 1m15 266 1m20 312

砲丸投(2.721kg) 6m79 322 7m38 359 6m53 305 5m92 266 8m53 434 6m36 294 6m43 299 9m33 486
200m 29.43 -0.9 523 28.94 -0.9 559 29.41 -0.9 524 28.88 -2.4 563 30.81 -0.9 427 29.52 -0.9 516 29.49 -2.4 518 29.90 -0.9 489

共通100mH:高さ0.762ｍ　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 8m
共通砲丸投:重さ2.721kg 審判長　隅坂　道昭 記録主任　　黒田　泰三
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決勝記録一覧表（中学女子）
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