
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 15 12 3301
競技場コード 122010

日付 種目
広瀬 堅三 (1) 12.43 福留 亮平 (1) 12.53 2 成沢 秀人 (1) 12.53 髙澤 優生 (1) 12.58 張ヶ谷 優希 (1) 12.64 藤原 寛人 (1) 12.76 岡本 優人 (1) 12.77 渡邉 バリエラ (1) 12.87
習志野一 (+2.7) 我孫子 (+2.7) 船橋 (+2.7) 習志野一 (+2.7) 白山 (+2.7) 東海大浦安 (+2.7) 習志野四 (+2.7) 葛飾 (+2.7)
古川 翔理 (2) 11.94 塚田 大貴 (2) 11.95 有田 誠一郎 (2) 12.23 佐藤 識仁 (2) 12.27 坂巻 知卓 (2) 12.30 山口 真生 (2) 12.35 浅海 慎之助 (2) 12.41 湯本 翔大 (2) 12.49

白山 (-2.5) 七林 (-2.5) 市川 (-2.5) 習志野三 (-1.4) 白山 (-2.5) 飯山満 (-1.4) 御滝 (-2.5) 七林 (-2.5)
打越 大祐 (3) 11.31 山村 亮太 (3) 11.47 中沢 拓海 (3) 11.52 平沢 友希 (3) 11.58 宗﨑 友弥 (3) 11.64 髙橋 佑輔 (3) 11.66 岩崎 隼也 (3) 11.72 塩田 強志 (3) 11.76

法田 (+2.3) 市川 (+2.3) 高根 (+2.3) 船橋 (-0.6) 大穴 (+2.3) 法田 (+2.3) 高根台 (+2.3) 堀江 (+2.3)
鈴木 景太 (3) 11.76
習志野六 (-0.5)

安永 雄貴 (3) 22.49 溝邊 耀佑 (3) 22.83 古川 翔理 (2) 22.92 打越 大祐 (3) 23.24 中沢 拓海 (3) 23.42 角山 冬威 (3) 23.71 油川 和輝 (3) 23.76 坂巻 知卓 (2) 23.77
習志野台 (+1.9) 船橋 (+1.9) 白山 (+1.9) 法田 (+1.9) 高根 (+0.5) 船橋芝山 (+1.0) 白山 (+1.9) 白山 (+0.5)
安永 雄貴 (3) 51.01 平沢 友希 (3) 51.36 浜山 純一 (3) 53.11 島 健朗 (3) 54.12 髙橋 拓人 (3) 54.32 武田 和樹 (3) 54.34 竹内 壮太 (3) 54.43 新沼 真幸 (3) 54.72
習志野台 船橋 葛飾 三田 高根 日の出 入船 鎌ケ谷二
松本 薫 (3) 2:01.38 二瓶 隼輔 (3) 2:02.81 道原 拓哉 (3) 2:04.26 中田 龍翔 (3) 2:05.39 森田 陸夫 (3) 2:06.63 小深田 真治 (3) 2:06.72 三ツ松 史貴 (3) 2:07.41 山田 亘希 (3) 2:08.90
二宮 高根 船橋芝山 妙典 法田 七林 船橋旭 大穴

野々瀬 一毅 (1) 4:50.81 福本 凌久 (1) 4:51.09 田村 龍一 (1) 4:51.34 坂上 祐哉 (1) 4:51.38 難波 大祐 (1) 4:51.48 相澤 駿輝 (1) 4:54.97 西谷 将弥 (1) 4:56.91 北山 舜 (1) 4:59.16
習志野五 習志野台 宮本 船橋 二宮 我孫子 法田 御滝
松本 薫 (3) 4:12.87 川上 勇士 (3) 4:13.15 道原 拓哉 (3) 4:19.06 杉坂 侑紀 (2) 4:21.59 杉山 秋斗 (3) 4:23.55 中吉 祐渡 (3) 4:24.35 森田 陸夫 (3) 4:25.14 吉岡 大輝 (3) 4:25.34
二宮 鎌ケ谷 船橋芝山 船橋 鎌ケ谷二 宮本 法田 前原

川上 勇士 (3) 9:10.20 中島 稜貴 (3) 9:11.14 浅海 崇志 (2) 9:11.48 中村 昇太 (3) 9:27.95 杉山 秋斗 (3) 9:32.69 杉坂 侑紀 (2) 9:33.03 齋藤 龍紀 (3) 9:33.09 川上 竜也 (3) 9:33.36
鎌ケ谷 鎌ケ谷五 鎌ケ谷四 鎌ケ谷五 鎌ケ谷二 船橋 布佐 鎌ケ谷

河田 健吾 (3) 15.96 柴田 彪琉 (3) 16.37 堀井 良統 (3) 16.48 東 俊輔 (3) 16.50 前波 拓明 (3) 16.74 石原 一樹 (3) 16.92 土居 悠太 (3) 17.44 池田 翔太 (3) 17.56
船橋旭 (+1.4) 我孫子 (+1.4) 入船 (+1.4) 習志野六 (+1.4) 船橋 (+1.4) 習志野二 (+1.4) 我孫子 (+0.6) 白山 (+1.3)
船橋 44.16 白山 45.04 市川 45.38 宮本 45.78 習志野五 45.96 浦安 46.12 習志野六 46.14 習志野台 46.34

新木 隼人 (3) 片井 大 (3) 藤原 翔平 (3) 吉田 航大 (2) 宮地 輝 (3) 樋口 浩太 (3) 増田 圭吾 (3) 片岡 陽 (3)
八巻 亮 (3) 古川 翔理 (2) 茅 大樹 (3) 小高 健一 (3) 野本 遥希 (3) 津久井 颯人 (3) 東 俊輔 (3) 森川 雄介 (3)

溝邊 耀佑 (3) 油川 和輝 (3) 谷津 龍平 (3) 森 茂一Jr. (3) 頓所 雄大 (3) 関山 善樹 (3) 中川 光平 (3) 五十嵐 真人 (3)
平沢 友希 (3) 坂巻 知卓 (2) 山村 亮太 (3) 小出 晃平 (3) 笠原 啓吾 (3) 髙谷 健太 (3) 鈴木 景太 (3) 安永 雄貴 (3)
髙木 陸 (2) 1m85 田宮 康佑 (3) 1m75 石原 一樹 (3) 1m75 蓑島 優樹 (3) 1m70 重冨 優名 (3) 1m70 吉田 唯人 (3) 1m65 成松 和哉 (3) 1m60 鎌田 龍聖 (3) 1m60
堀江 船橋旭 習志野二 湊 堀江 御滝 習志野二 我孫子

渡邉 バリエラ (1) 5m11 飯塚 悟 (1) 4m76 阪井 大介 (1) 4m73 加藤 光乃晋 (1) 4m53 内村 心亮 (1) 4m50 中吉 紘也 (1) 4m46 卜藏 広樹 (1) 4m43 永野 明斗 (1) 4m42
葛飾 (+1.0) 白山 (+0.5) 妙典 (+3.0) 我孫子 (+1.6) 高根台 (+1.2) 宮本 (+1.4) 小室 (+0.3) 習志野台 (-1.5)

岩崎 隼也 (3) 6m22 齋藤 優太 (3) 6m10 富田 貴也 (3) 6m07 柴村 哲哉 (3) 6m01 宗﨑 友弥 (3) 5m95 尾保手 颯汰 (3) 5m92 長濱 柊斗 (3) 5m83 今井 一翔 (3) 5m71
高根台 (+2.5) 船橋芝山 (+1.0) 二宮 (+1.1) 習志野二 (+1.7) 大穴 (+0.8) 市川二 (+2.6) 下貝塚 (-14.0) 二宮 (+1.7)

共通砲丸投 竹内 一登 (3) 10m98 菊池 拓海 (2) 10m64 飯塚 諒 (3) 10m29 片平 颯太 (3) 10m26 三坂 拓夢 (2) 9m71 藤本 雅 (3) 9m46 古川 大暉 (3) 9m41 起本 英人 (3) 9m31
（5.000Kg) 飯山満 御滝 白山 我孫子 白山 明海 習志野六 船橋芝山

共通四種競技 石井 正樹 (3) 1825 橋本 遼太郎 (3) 1768 藤井 大成 (3) 1591 若松 雄希 (3) 1514 桜木 真翔 (2) 1143 高橋 尚輝 (2) 995 宮崎 大 (3) 877 叶 真キン (2) 865
船橋芝山 習志野七 習志野二 習志野二 習志野六 海神 七林 前原

110mH(0.914m) 18.68 +0.5 461 19.14 +0.5 420 20.15 +1.7 337 19.13 +0.5 421 19.22 +1.7 413 19.09 +0.5 425 20.35 +1.7 322 18.69 +0.5 460
砲丸投(4.000kg) 10m38 508 7m21 320 9m63 463 9m01 426 6m68 289 6m45 275 6m39 272 NM 0

走高跳 1m53 411 1m62 480 1m50 389 1m40 317 NM 0 NM 0 NM 0 NM 0
400m 59.09 445 56.28 548 1:00.33 402 1:01.92 350 59.19 441 1:03.74 295 1:04.15 283 1:00.23 405

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
30日 31日 　

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向
10:00 晴 28.0 48 2.0 北東 9:30 晴 29.0 58 2.2 南
11:00 晴 29.0 46 1.6 北東 10:00 晴 31.0 48 2.4 北西
12:00 晴 29.0 46 1.0 北東 11:00 晴 31.5 42 2.9 北西
13:00 晴 29.5 46 2.2 南 12:00 晴 30.5 47 1.3 北
14:00 晴 28.0 51 3.6 南西 13:00 晴 31.0 42 1.7 北東
15:00 晴 26.5 55 2.7 南 14:00 晴 32.0 37 3.1 北西
15:50 晴 26.5 58 2.9 南西 15:00 晴 32.0 34 2.2 北東

16:00 曇 29.5 52 1.6 南東
17:00 曇 27.5 50 3.0 南東
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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 15 12 3301
競技場コード 122010

日 種目
石井 香名 (1) 13.22 森澤 佳菜 (1) 13.27 五十嵐 歩 (1) 13.56 大橋 侑生 (1) 13.95 宇野 菜々子 (1) 14.00 青木 紫音 (1) 14.02 藤原 海李 (1) 14.05 坂井 愛佳 (1) (同順)14.14

大穴 (+0.5) 葛飾 (+0.5) 古和釜 (+0.5) 船橋旭 (+1.0) 海神 (-0.2) 葛飾 (+1.0) 八木が谷 (+2.7) 市川二 (+0.5)
福井 好 (2) 13.45 菅原 唯 (2) 13.51 村上 来夢 (2) 13.58 関 優月 (2) 13.65 石川 みづ紀 (2) 13.81 二本松 彩香 (2) 13.85 鎌田 早紀 (2) 13.90 内田 澪 (2) 13.92
我孫子 (-3.6) 我孫子 (-4.3) 船橋旭 (-1.4) 葛飾 (-4.3) 堀江 (-1.8) 市川二 (-4.3) 船橋 (-3.6) 前原 (-3.6)

水原 麻衣 (3) 12.69 木下 真妃 (3) 12.71 村田 茉奈 (3) 12.77 本木 岬稀 (3) 12.81 髙橋 里緒 (3) 13.01 池田 玲亜 (3) 13.01 南田 歩未 (3) 13.13 濱本 日夏莉 (3) 13.40
白山 (0.0) 御滝 (0.0) 船橋 (0.0) 小室 (0.0) 高根 (0.0) 前原 (0.0) 習志野六 (-0.9) 飯山満 (+0.7)

水原 麻衣 (3) 26.02 中谷 真子 (2) 26.12 村田 茉奈 (3) 26.26 木下 真妃 (3) 26.28 本木 岬稀 (3) 26.51 池田 玲亜 (3) 26.66 濱本 日夏莉 (3) 26.92 髙橋 里緒 (3) 26.94
白山 (-0.2) 我孫子 (-0.2) 船橋 (-0.2) 御滝 (-0.2) 小室 (-0.2) 前原 (-0.2) 飯山満 (+1.3) 高根 (-0.2)

谷藤 千夏 (3) 2:18.80 風間 歩佳 (2) 2:19.10 石井 里佳 (3) 2:20.74 伊藤 美璃 (3) 2:23.07 村岡 莉菜 (2) 2:24.92 片山 円 (3) 2:26.85 加藤 詩織 (3) 2:28.04 小川 千央 (2) 2:29.16
海神 船橋旭 葛飾 鎌ケ谷 御滝 船橋芝山 行田 高洲

笹野 真愛 (3) 4:40.04 風間 歩佳 (2) 4:41.11 小杉 真生 (2) 4:42.36 青山 由佳 (2) 4:42.88 伊藤 美璃 (3) 4:45.78 江森 南月 (2) 4:49.42 橋口 凜花 (2) 4:54.23 平林 優奈 (2) 4:57.10
海神 船橋旭 鎌ケ谷五 鎌ケ谷四 鎌ケ谷 我孫子 海神 鎌ケ谷四

増田 絢菜 (2) 14.92 南田 歩未 (3) 15.00 芳澤 結衣 (3) 15.65 久松 姫南乃 (2) 15.89 生形 実夢 (3) 15.91 小林 莉子 (2) 16.33 束田 いずみ (3) 16.37 石川 歩 (3) 16.40
白山 (+2.3) 習志野六 (+2.3) 海神 (+4.3) 船橋芝山 (+4.3) 八木が谷 (+2.3) 我孫子 (+1.1) 鎌ケ谷四 (+2.3) 船橋 (+2.3)
御滝 50.18 白山 50.30 我孫子 50.63 船橋 50.87 海神 51.54 船橋芝山 51.83 高根 51.83 葛飾 52.47

菊地 陽向 (3) 堤 ほのか (2) 小林 莉子 (2) 丸 優花 (3) 杉山 友紀乃 (3) 片山 円 (3) 齋藤 理乃 (2) 保土田 薫 (2)
小久保 かんな (3) 水原 麻衣 (3) 中谷 真子 (2) 鈴木 紫穂子 (2) 岩城 美佳 (3) 湯浅 ケリーマ (3) 髙橋 里緒 (3) 生越 結乙 (3)
佐藤 愛里 (2) 増田 絢菜 (2) 福井 好 (2) 鎌田 早紀 (2) 芳澤 結衣 (3) 久松 姫南乃 (2) 石山 千尋 (3) 杉野 眞珠 (3)
木下 真妃 (3) 瀬下 佳純 (3) 菅原 唯 (2) 村田 茉奈 (3) 谷藤 千夏 (3) 丸山 晏奈 (3) 清水 悠莉 (2) 関 優月 (2)
福林 詩織 (3) 1m51 本田 菜々子 (2) 1m48 福地 佑㮈 (3) 1m45 鶴町 琴子 (3) 1m40 4 川口 遥 (3) 1m40 北村 咲菜 (3) 1m40 上野 祐季 (2) 1m40 天野 未来 (3) 1m35
我孫子 古和釜 鎌ケ谷 布佐 白山 湊 船橋若松 三田

相馬 文乃 (3) 1m35
堀江

石井 香名 (1) 4m75 丸林 愛 (1) 4m26 斎藤 マイ (1) 4m20 宇野 桃子 (1) 4m12 大谷 日夏梨 (1) 4m10 山口 莉夏 (1) 4m08 木幡 美紅 (1) 4m07 宇野 菜々子 (1) 4m04
大穴 (+2.6) 習志野台 (+3.6) 八木が谷 (+2.6) 海神 (+0.6) 市川 (+2.4) 布佐 (+3.1) 鎌ケ谷 (+1.0) 海神 (+2.0)

東 ゆりこ (3) 5m09 木村 凜 (3) 5m09 佐久間 優花 (3) 4m82 柳取 明日香 (3) 4m81 藤本 華帆 (3) 4m79 湯浅 ケリーマ (3) 4m77 佐々木 笑花 (3) 4m73 武澤 裕美 (3) 4m71
船橋 (-0.9) 七林 (-0.2) 浦安 (-0.8) 習志野六 (-3.7) 鎌ケ谷 (-1.8) 船橋芝山 (-1.5) 船橋旭 (0.0) 法田 (-1.5)

共通砲丸投 松枝 胡里 (3) 10m57 上村 宙子 (3) 10m33 菅野 ひか莉 (3) 9m85 塩谷 日向 (2) 9m67 笹沼 早矢可 (2) 8m80 橋本 未織奈 (3) 8m79 小岩 若葉 (3) 8m74 大沢 沙采 (2) 8m67
(2.721kg) 我孫子 鎌ケ谷 船橋 葛飾 鎌ケ谷四 鎌ケ谷二 鎌ケ谷五 習志野四

共通四種競技 井上 遥香 (3) 2235 生越 結乙 (3) 2190 進士 榛名 (3) 2059 大熊 楓 (2) 1909 岩城 美佳 (3) 1895 石山 千尋 (3) 1814 成井 莉紗 (2) 1786 本田 菜々子 (2) 1729
鎌ケ谷二 葛飾 美浜 高根 海神 高根 東邦 古和釜

100mH(0.762m) 16.56 +1.7 647 16.80 +1.2 619 16.45 +1.2 660 17.27 +1.7 566 17.94 +1.7 495 16.79 +1.2 620 17.17 +1.2 577 18.46 +1.7 442
走高跳 1m39 502 1m39 502 1m36 470 1m20 312 1m25 359 1m15 266 1m25 359 1m39 502

砲丸投(2.721kg) 7m82 388 8m39 425 6m91 329 8m47 430 7m53 369 6m99 334 5m87 263 6m17 282
200m 27.17 +0.7 698 27.83 +0.7 644 28.39 +0.7 600 28.38 +0.7 601 27.49 +0.7 672 28.47 +0.7 594 28.57 +1.3 587 29.70 +0.7 503

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

8位1位 2位 3位 4位
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決勝記録一覧表（中学女子）
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