
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 20120715 船橋市陸上競技協会
競技場コード 122010

種目

一般100m 服部　翼 11.52 櫻井　洋志 11.94 照屋　海人 11.99 末浪　大幹 12.15 林　直人 12.34 木村　碧人 12.36 小段　裕太 12.47 渡名喜　智 12.80

Top 8 　 (+0.8) 　 (+0.8) 　 (+0.8) 　 (+0.6) 　 (+0.8) 市役所 (+0.6) 　 (+0.8) 　 (+0.6)

一般100m 服部　翼 11.52 櫻井　洋志 11.94 照屋　海人 11.99 林　直人 12.34 小段　裕太 12.47

１組 　 (+0.8) 　 (+0.8) 　 (+0.8) 　 (+0.8) 　 (+0.8)

一般100m 末浪　大幹 12.15 木村　碧人 12.36 渡名喜　智 12.80 安井　英貴 14.77

２組 　 (+0.6) 市役所 (+0.6) 　 (+0.6) 　 (+0.6)
高校100m 竹内　智輝 10.98 小原　敏史 11.00 今井　佑里 11.22 中里　一輝 11.32 海谷　真生 11.41 袴塚　裕太 11.41 松岡　祐太 11.50 高田　喬之 11.54

Top 8 国分高 (+2.0) 市立船橋高 (+2.0) 市立船橋高 (+2.0) 東葉高 (+2.0) 市川高 (+2.0) 浦安南高 (+1.6) 船橋古和釜高 (+1.6) 国分高 (+2.0)
高校100m 竹内　智輝 10.98 小原　敏史 11.00 今井　佑里 11.22 中里　一輝 11.32 海谷　真生 11.41 高田　喬之 11.54 井上　海人 11.58 塩谷　悠心 11.60

１組 国分高 (+2.0) 市立船橋高 (+2.0) 市立船橋高 (+2.0) 東葉高 (+2.0) 市川高 (+2.0) 国分高 (+2.0) 市立船橋高 (+2.0) 国分高 (+2.0)
高校100m 袴塚　裕太 11.41 松岡　祐太 11.50 伊藤　大貴 11.58 今村　誠慈 11.61 工藤　武蔵 11.68 助田　碧泉 11.74 高橋　空大 11.76 田中　翔大 12.16

２組 浦安南高 (+1.6) 船橋古和釜高 (+1.6) 松戸南高 (+1.6) 市立船橋高 (+1.6) 千葉日大一高 (+1.6) 国分高 (+1.6) 船橋古和釜高 (+1.6) 千葉日大一高 (+1.6)
高校100m 鈴木　亮祐 11.65 渡邉　駿 11.72 久保木　陽平 11.75 鷺嶋　隼 11.79 斉藤　光 12.01 芳賀　信瑛 12.10 伊藤　楓偲 12.12

３組 千葉日大一高 (+1.7) 松戸南高 (+1.7) 東葉高 (+1.7) 船橋啓明高 (+1.7) 船橋啓明高 (+1.7) 千葉日大一高 (+1.7) 船橋啓明高 (+1.7)
高校100m 松下　拓真 11.87 二橋　俊介 12.05 蔭山　隼斗 12.07 畠中　駿一朗 12.10 石井　幹大 12.17

４組 県立船橋高 (+0.6) 浦安南高 (+0.6) 船橋古和釜高 (+0.6) 千葉日大一高 (+0.6) 船橋啓明高 (+0.6)
高校100m 後藤　凪登 12.27 竹尾　雄大 12.28 藤原　魁 12.31 竹園　朋弘 12.52 水野　響 12.73 大宜見　徳弥 13.05 髙橋　龍斗 13.21

５組 松戸南高 (+1.5) 浦安南高 (+1.5) 東葉高 (+1.5) 船橋古和釜高 (+1.5) 船橋啓明高 (+1.5) 松戸南高 (+1.5) 松戸南高 (+1.5)
高校100m 中島　涼太郎 13.08 野口　孔明 13.48 大藤　祐介 13.70

６組 東葉高 (+0.7) わせがく高 (+0.7) わせがく高 (+0.7)
高校一般400m 本井　裕人 49.15 佐々木　雄大 50.00 佐藤　大悟 52.45 平林　啓樹 53.32 佐川　泰斗 53.46 星野　智哉 53.88 田中　マリオ 53.93 大串　祐月 54.08

Top 8 市立船橋高 船橋古和釜高 船橋啓明高 県立船橋高 千葉日大一高 千葉日大一高 船橋啓明高 国分高
高校一般400m 本井　裕人 49.15 佐々木　雄大 50.00 佐藤　大悟 52.45 佐川　泰斗 53.46 星野　智哉 53.88 大串　祐月 54.08

1組 市立船橋高 船橋古和釜高 船橋啓明高 千葉日大一高 千葉日大一高 国分高
高校一般400m 田中　マリオ 53.93 田崎　凜久 57.40 湯浅　竣太 57.64 菊地　駿斗 57.97 柳井　孝太 58.38

2組 船橋啓明高 浦安南高 船橋啓明高 千葉日大一高 千葉日大一高
高校一般400m 平林　啓樹 53.32 山本　陽輝 56.10 生田目　明来 56.78 栗田　仁之介 1:03.70

3組 県立船橋高 松戸南高 県立船橋高 松戸南高

高校一般1500m 杉坂　侑紀 4:21.48 服部　晃士 4:28.97 谷口　藍輝 4:29.59 島　颯太 4:31.00 齋藤　颯悟 4:32.46 松原　輝 4:33.16 渡邊　壱成 4:33.48 鈴木　新 4:35.03

Top 8 　 国分高 船橋啓明高 国分高 国分高 国分高 船橋啓明高 　

高校一般1500m 杉坂　侑紀 4:21.48 服部　晃士 4:28.97 谷口　藍輝 4:29.59 島　颯太 4:31.00 齋藤　颯悟 4:32.46 松原　輝 4:33.16 渡邊　壱成 4:33.48 鈴木　新 4:35.03

1組 　 国分高 船橋啓明高 国分高 国分高 国分高 船橋啓明高 　
9 丸　裕次郎 4:36.24 金久保　慧 4:36.67 種田　瑞己 4:42.10 竹内　開路 4:47.25 篠原　由樹 4:53.84 塩澤　友輝 4:56.20 遠藤　陽仁 4:58.59
船橋啓明高 市役所 浦安南高 東葉高 　 東葉高 千葉日大一高

高校一般1500m 今関　洸 4:59.42 岡部　和弘 5:07.48 西条　伸吾 5:17.81 小川　健 5:20.61 荒木　徹 5:26.54 高鍋　宏文 5:41.79 安倍　孝幸 5:44.47 黒澤　正樹 5:49.80

2組 浦安南高 　 消防局 船橋啓明高 市役所 市役所 　 船橋啓明高
9 木下　和幸 5:51.85 星野　瑠泉 5:53.23
消防局 松戸南高

伊藤　育生 16:03.88 内本　真司 16:12.91 浦田　雅史 16:54.19 林　輝雄 17:00.06 佐藤　春音 17:06.36 林　蒼翔 17:22.46 清水　慶一 17:46.47 戸部　匡貴 17:49.43

　 　 県立船橋高 　 県立船橋高 千葉日大一高 　 国分高
9 水野　知風 17:58.59 向後　賢人 18:12.43 渡部　柊生 18:21.25 坂田　勇介 18:23.10 川北　幸亮 18:29.62 鈴木　利幸 18:39.43 下川　輝 18:59.58 藤川　裕三 19:00.56

県立船橋高 県立船橋高 船橋啓明高 県立船橋高 市役所 　 船橋啓明高 　
17 石井　虹太 19:01.04 石原　浩司 19:15.66 川井　聡大 20:41.26 伊藤　隼大 22:06.06

船橋啓明高 　 　 船橋啓明高
国分高 43.26 船橋古和釜高 44.05 東葉高 45.42 松戸南高 45.96

竹内　智輝 高橋　空大 中島　涼太郎 山本　陽輝
塩谷　悠心 松岡　祐太 藤原　魁 伊藤　大貴
助田　碧泉 佐々木　雄大 久保木　陽平 渡邉　駿
高田　喬之 蔭山　隼斗 中里　一輝 後藤　凪登
石橋　健 1m86 堀内　勇希 1m80 佐野　稜 1m75 宮崎　正太郎 1m60

　 市立船橋高 　 　
北見　柊介 6m23 高井　光 6m19 横山　翔 6m13 長井　滉併 6m05 西野　遼馬 5m17 山崎　裕人 4m54
市立船橋高 (+1.3) 国分高 (+0.8) 県立船橋高 (+0.8) 市川高 (+1.3) 県立船橋高 (+1.2) 船橋啓明高 (-0.1)

審判長　隅坂　道昭 記録主任　　黒田　泰三

令和２年度船橋市秋季市民陸上競技大会 記録一覧表（高校一般男子）

令和２年１０月２４日（土）
船橋市運動公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位

高校一般5000m

高校一般4X100mR

高校一般走高跳

高校一般走幅跳

6位 7位 8位



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 20120715 船橋市陸上競技協会
競技場コード 122010

種目

小野　凜 13.62

　 (+0.3)

高校100m 佐藤　幸彩 13.02 成田　梨湖 13.41 大木　鈴葉 13.44 南　琉那 13.69 水谷　安芸 13.91 玉井　心 13.92 深田　梨々花 13.97 山口　萌 13.98

Top 8 国分高 (+0.3) 国分高 (+0.3) 国分高 (+0.3) 国分高 (+0.3) 千葉日大一高 (+0.3) 県立船橋高 (+1.2) 東葉高 (+1.2) 千葉日大一高 (+1.3)

高校100m 佐藤　幸彩 13.02 成田　梨湖 13.41 大木　鈴葉 13.44 南　琉那 13.69 水谷　安芸 13.91 松本　恵鈴 14.09

１組 国分高 (+0.3) 国分高 (+0.3) 国分高 (+0.3) 国分高 (+0.3) 千葉日大一高 (+0.3) 国分高 (+0.3)

高校100m 山口　萌 13.98 吉岡　弥憂 14.15 渡邊　愛美 14.27 金子　美佳 14.94 水澤　聖菜 15.09

２組 千葉日大一高 (+1.3) 船橋古和釜高 (+1.3) 東葉高 (+1.3) 千葉日大一高 (+1.3) 船橋啓明高 (+1.3)

高校100m 玉井　心 13.92 深田　梨々花 13.97 小林　莉愛 14.17 豊田　侑希 15.35

３組 県立船橋高 (+1.2) 東葉高 (+1.2) 東葉高 (+1.2) 船橋古和釜高 (+1.2)

宮川　萌奈 5:06.04 松村　夏美 5:07.54 石川　佳歩 5:22.19 松村　可奈子 5:22.78 宮原　千花 5:24.79 高橋　二葉 5:26.51 徳重　亜彩 5:29.76 中澤　紗英 5:30.18

国分高 国分高 県立船橋高 県立船橋高 国分高 県立船橋高 国分高 千葉日大一高

9 岡部　心美 5:36.14 坂本　柚葉 5:36.95 吉清　彩絵 5:38.16 石塚　絢華 5:38.66 有田　瑞穂 5:51.87 平野　由依 5:52.13 古田　美和 6:11.71 上嶋　陽菜 6:13.90

県立船橋高 船橋啓明高 千葉日大一高 県立船橋高 千葉日大一高 松戸南高 千葉日大一高 県立船橋高

17 仲川　侑那 6:16.27

東葉高

国分高 51.16

成田　梨湖

佐藤　幸彩

中村　杏

南　琉那

平尾　菜々美 5m36 中村　杏 4m53 児玉　ひなた 3m88 鈴木　友菜 2m94

県立船橋高 (+0.9) 国分高 (0.0) 東葉高 (-0.1) 国分高 (0.0)

審判長　隅坂　道昭 記録主任　　黒田　泰三

令和２年度船橋市秋季市民陸上競技大会 記録一覧表（高校一般女子）

令和２年１０月２４日（土）
船橋市運動公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

一般100m

高校一般1500m

高校一般走幅跳

高校一般4X100mR


