
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 18 12 0715 主管 船橋市陸上競技協会
競技場コード 122010

種目
木之村　健人 11.25 照屋　海人 11.89 末浪　大幹 12.26 小段　裕太 12.39 笠原　統 12.56 三浦　惇 13.26

　 (+1.5) 　 (+1.5) 　 (+1.5) 　 (+1.2) 　 (+1.5) 　 (+1.2)
一般男子100m 小段　裕太 12.39 三浦　惇 13.26

1組 　 (+1.2) 　 (+1.2)
一般男子100m 木之村　健人 11.25 照屋　海人 11.89 末浪　大幹 12.26 笠原　統 12.56

2組 　 (+1.5) 　 (+1.5) 　 (+1.5) 　 (+1.5)
伊藤　晴 10.97 伊藤　大貴 11.25 藤橋　亮太郎 11.26 豊田　恭也 11.28 鈴木　爽生 11.32 小倉　亘平 11.43 髙田　喬之 11.48 塩谷　悠心 11.50

市立船橋高 (+0.6) 松戸南高 (+1.2) 市立船橋高 (+0.6) 市立船橋高 (+0.6) 市立船橋高 (+0.6) 船橋法典高 (+0.6) 国分高 (+0.6) 国分高 (+0.6)
高校男子100m 中島　涼太郎 12.15 三宅　悠太 12.15 大宜見　徳弥 12.63 箕浦　汐悠 12.93 嶋田　晴弥 13.07 宮崎　聖芽 13.16

1組 東葉高 (-0.4) 東葉高 (-0.4) 松戸南高 (-0.4) 船橋古和釜高 (-0.4) 船橋古和釜高 (-0.4) 船橋古和釜高 (-0.4)
高校男子100m 久保木　陽平 11.67 山本　翔大 11.74 蔭山　隼斗 11.85 岩堀　竜馬 11.87 藤原　魁 12.08 山本　陽輝 12.17 田崎　愛翔 12.29

2組 東葉高 (+1.3) 東葉高 (+1.3) 船橋古和釜高 (+1.3) 国分高 (+1.3) 東葉高 (+1.3) 松戸南高 (+1.3) 八千代西高 (+1.3)
高校男子100m 伊藤　大貴 11.25 助田　碧泉 11.57 中山　幸紀 11.66 石野　永遠 11.76 水島　光貴 11.82 中川　謙吾 11.88 萩原　翔希 12.23

3組 松戸南高 (+1.2) 国分高 (+1.2) 船橋法典高 (+1.2) 船橋法典高 (+1.2) 船橋法典高 (+1.2) 八千代西高 (+1.2) 船橋法典高 (+1.2)
高校男子100m 伊藤　晴 10.97 藤橋　亮太郎 11.26 豊田　恭也 11.28 鈴木　爽生 11.32 小倉　亘平 11.43 髙田　喬之 11.48 塩谷　悠心 11.50

4組 市立船橋高 (+0.6) 市立船橋高 (+0.6) 市立船橋高 (+0.6) 市立船橋高 (+0.6) 船橋法典高 (+0.6) 国分高 (+0.6) 国分高 (+0.6)
福田　悠介 50.52 山﨑　真央 51.71 大串　祐月 52.26 池尾　志行 53.25 園山　空 54.00 岡野谷　太一 54.15 阿部　悠利 55.17 土谷　庸
市立船橋高 市立船橋高 国分高 船橋法典高 船橋法典高 船橋法典高 船橋法典高 　 DNS 

高校一般男子400m 岡野谷　太一 54.15 阿部　悠利 55.17
1組 船橋法典高 船橋法典高

高校一般男子400m 福田　悠介 50.52 山﨑　真央 51.71 大串　祐月 52.26 池尾　志行 53.25 園山　空 54.00
2組 市立船橋高 市立船橋高 国分高 船橋法典高 船橋法典高

高校一般男子1500m 関根　陸人 4:14.44 原田　恵伍 4:20.03 住田　勇樹 4:22.49 伊藤　育生 4:23.80 服部　晃士 4:24.84 島　颯太 4:25.42 柵木　徳之 4:26.88 原田　優太 4:28.32
Top8 船橋法典高 ｸﾞｯｽﾋﾟの会 ｸﾞｯｽﾋﾟの会 　 国分高 国分高 薬園台AC 　

高校一般男子1500m 柵木　徳之 4:26.88 林　凌平 4:35.88 伊賀　拓海 4:46.33 細田　零音 4:46.38 髙橋　正俉 4:49.37 岡部　和弘 4:49.67 會田　蓮 4:50.65 吹野　陽紀 5:02.66

1組 薬園台AC 国分高 国分高 八千代西高 国分高 　 八千代西高 船橋法典高
9 藤川　裕三 5:05.10 中村　翔吾 5:21.50 今井　裕太 5:31.37 宮崎　玲央 5:35.09

　 東葉高 船橋法典高 国分高
高校一般男子1500m 原田　優太 4:28.32 金久保　慧 4:29.59 杉坂　侑紀 4:35.33 竹内　開路 4:36.22 松原　輝 4:37.44 沼田　海翔 4:37.92 鈴木　新 4:40.60 那須　勇斗 4:41.22

2組 　 ｸﾞｯｽﾋﾟの会 船橋中OB 東葉高 国分高 船橋法典高 　 東葉高
9 川上　咲音 4:42.03 新井　鉄也 4:51.80 尾崎　佑丞 4:56.33
八千代西高 　 船橋法典高

高校一般男子1500m 関根　陸人 4:14.44 原田　恵伍 4:20.03 住田　勇樹 4:22.49 伊藤　育生 4:23.80 服部　晃士 4:24.84 島　颯太 4:25.42 安楽　翔 4:28.95 赤田　一平 4:30.16

3組 船橋法典高 ｸﾞｯｽﾋﾟの会 ｸﾞｯｽﾋﾟの会 　 国分高 国分高 船橋法典高 　
9 齋藤　颯悟 4:32.61 山田　咲哉 4:32.82 大崎　翔悟 4:37.46 福井　準 4:38.72

国分高 船橋法典高 船橋法典高 　
伊藤　育生 16:28.42 安森　優太 16:49.35 小野寺　匠 16:49.73 柵木　徳之 16:54.36 戸部　匡貴 17:38.08 関　直人 17:53.06 和泉　雄也 18:04.35 湯川　達也 18:17.83

　 船橋法典高 船橋法典高 薬園台AC 国分高 　 ｸﾞｯｽﾋﾟの会 船橋消防局
9 鈴木　利幸 18:41.85 清水　慶一 18:42.51 荒木　徹 20:14.33 川井　聡大 20:24.74 川北　幸亮 21:04.27 荒井　裕二 22:14.54

　 　 ｸﾞｯｽﾋﾟの会 　 ｸﾞｯｽﾋﾟの会 ｸﾞｯｽﾋﾟの会
市立船橋高 42.99 国分高 43.00 船橋法典高 43.75 東葉高 45.73 船橋古和釜高 49.01
今村　誠慈 助田　碧泉 神戸　大雅 山本　翔大 嶋田　晴弥
春名　一汰 竹内　智輝 鈴木　詠 久保木　陽平 蔭山　隼斗
井上　海人 塩谷　悠心 守沢　和真 中島　涼太郎 宮崎　聖芽
福田　悠介 髙田　喬之 真野　勇人 藤原　魁 箕浦　汐悠
松村　匠真 7m18 渡邊　耀介 6m99 鈴木　雄也 6m58 日開　弘喜 6m41 勝山　翔太 6m30 島田　駿 6m27 津山　将汰 6m05 鈴木　樂 5m64
市立船橋高 (+3.0) 市立船橋高 (+3.6) 市立船橋高 (+3.5) 船橋法典高 (+2.5) 船橋法典高 (+4.7) 市立船橋高 (+2.5) 市立船橋高 (+1.3) 船橋法典高 (+0.3)

9 笠原　統 5m51
　 (+3.0)

椎名　啓翔 10m51 高橋　旺雅 9m39
船橋法典高 船橋法典高
樋口　葵 12.75 高橋　久美 12.98 佐々木　千翔 13.05 亀田　紘花 13.06 渡邉　奈月 13.15 石川　愛梨 13.45 齋藤　李音 13.50 小野　凜 13.57

市立船橋高 (-0.5) 船橋法典高 (-0.5) 市立船橋高 (-0.5) 市立船橋高 (-0.5) 船橋法典高 (+0.8) 市立船橋高 (-0.5) 船橋法典高 (+0.8) 国分高 (+0.8)
高校女子100m 渡邊　愛美 14.25 小林　莉愛 14.28 豊田　侑希 15.18 鈴木　友菜 15.88

1組 東葉高 (-0.1) 東葉高 (-0.1) 船橋古和釜高 (-0.1) 国分高 (-0.1)
高校女子100m 渡邉　奈月 13.15 齋藤　李音 13.50 小野　凜 13.57 梅原　由伊 13.83 吉岡　弥憂 14.07 深田　梨々花 14.10

2組 船橋法典高 (+0.8) 船橋法典高 (+0.8) 国分高 (+0.8) 船橋法典高 (+0.8) 船橋古和釜高 (+0.8) 東葉高 (+0.8)
高校女子100m 樋口　葵 12.75 高橋　久美 12.98 佐々木　千翔 13.05 亀田　紘花 13.06 石川　愛梨 13.45

3組 市立船橋高 (-0.5) 船橋法典高 (-0.5) 市立船橋高 (-0.5) 市立船橋高 (-0.5) 市立船橋高 (-0.5)
松本　恭子 5:07.97 斎藤　友佳 5:14.69 宮川　萌奈 5:14.71 梶原　真希 5:24.78 堀池　栞 5:29.50 渡邉　来実 5:32.73 宮原　千花 5:58.05

　 船橋法典高 国分高 船橋法典高 船橋法典高 船橋法典高 国分高
市立船橋高 50.21 船橋法典高 51.44
星野　美優 高橋　久美
供田　柚香 渡邉　奈月
石川　愛梨 齋藤　李音
志水　芹菜 梅原　由伊
橋本　季咲 4m87 松尾　あいみ 3m81
市立船橋高 (+3.4) 市立船橋高 (+3.7)
石川　新菜 8m11
船橋法典高
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