司せ肴土星

フ盲そ回tト祁可何せか1卑しはえ1人冊玉津杏土ヨ・菅が三召し恒里や手刀手珂史い慢誉誉 昔暑 い朝子子か1且

弟甘鋼字か1朗可彗蛙普土

コ醐瑚濃業篭▼芸

舌上目舌何人1辛亘叫＜洋一8−5j．父は亜司，

人回申も．王立♀申．tl空叶口困ヲ周年土智革ノ中朝皇烹圃工票ほし洞．
子生

玉手Otヰ01［高野台】

声

し望阜q

豊入日

音手

詞tキム

r望阜可

隼7t7ト彗星号甲立【八木が谷小学校］ Ot717巨卜者琴丘［八木が谷中学校】 Ot717tOt71中主言争二正［八木が谷北小学校】

正中【行田】

叶中中日押摺仲山競馬場】 剖召立年号瑠【県立行田公園】 正中司7川主音官立【行田東小学校】 正中リスl主音卑丘【行田西小学校】 立中寺常並［行田中学校】

滋中主［行田町】

q斗Ot叶瑠pt智【中山競馬場】 判召正す普瑠【県立行田公園】 五年司7川主音卑豆【行田東小学校］ 正中リス1主音苛立【行田西小学校】 正中青草正［行田中学校】 竺叶ヰ主音卑立［塚田小学校］

叶車中川風［七林町】

注入11

卑ヲt小三主音卑立［高郷小学校］ Otヱ地中01主音卑立［薬円台小学校】 dtユ倒す01音量【薬円台公園】 ヰヨ牒匡M五号卑立【薬園台高校】 ヰ叫叶0川主音甲立【七林小学校コ 叫ヰヰ0川音可逆［七林中学校］

卑せヰ判明ヰ中人1ヒ尊重△［陸上自衛隊習志野演習地］
叫キス1ヒ【習志野］ 1〜3基嘲1−3丁目 き 中三亜可01主音卑立［薬円台小学校］ 中三地中01号堪【薬円台公園i dtヨ地中01立春早足【薬園台高校】 Ot三倒斗dl可q可主音卑立t薬円台甫小学校］
2．4．5孟嘲 2・4・5丁目

Ulotl叶青草義【三山中学校ユ ロlot叫司アース1主音卑立［三山東小学校］

叶卑入1生す叶甜望主音号立【習志野台第一小学校】 ヰ呼べ1二可01苦常並［智恵野台中学校】 ヰ叫べ土qOl瑚2主音卑五【習志野台第二小学校コ 望阜印可01卑官早手【日本大学理工学部】 辛叶叶べ可句叫［船橋アリーナ］

叶呼べ土中Ol￣【習志野台】 1．2皇嘲【1・2丁目】 曹 陣中耶巨1瑚2主音琴丘【高根台第二小学校】 ヰ舛qlヲ1三三司月号包【高根木戸近隣公園】 中外qlヰ01号早足【高根台中学校］
1−4孟瑚＿【1〜4丁目】

4．5．8主用［小か8丁目］

ヲ1句叫斗ス1土二王司月号包【北習志野近隣公園］

卑せヰ胡嘲叫卑べ土尊重土【陸上自衛隊晋志野演習地】

4孟叶手刀産べ忍べ句 hT目：住居表示実施外］ l 叶叫中心珂主音卑五［七林小学校】 叶中中小1号卑屈【七林中学校】 Ot三哩可01主音苛立［薬円台小学校】 中三地中01号包［桑門台公園］ Ot三倒ヰ01五言単五［稟薗台高校］

辛叫叶人1号翠玉【船橋中学校】 Ot可斗嘲主音卑立【八乗小学校】
十岬1［夏見】

1孟嘲【1丁目】

叫埜ロ1斗01【夏見台］

奇骨＿1三叫べ杏【中央卸売市場】 01句中ネ音甲立［市場小学校］ 合音音量［運動公園］

1哀嘲【1丁月】
辛q叫べ音草道［船橋中学校］ dt八丁斗嘲主音今立［八栄小学校］
1〜4孟嘲【1〜4丁目】
ヰ埜ロ1tI01主音卑豆［夏見台小学校］ 叫竺ロlq01モ司月号瑠【夏見台近隣公即
5孟嘲−【5丁目］

叫三竺叫孟【夏見町】

中外土71【中野木］

辛ヰ中人l叫丞司玉音号泣r船穂旭高校】

貴書音型［運動公園コ ヰ空可ヰ01主音甲立【夏見合小学校］ 叫竺ロlq012真1割晋瑠［夏見台近隣公園］

q斗土フl主音甲立［中野木小学校］ 叶倒中年看守立［前原中学校］ 可ヰ叶ロ1叶ロ1主音苛立【飯山溝南小学校】 斗ヰヰ音苛立［飯山溝中学校】

軒斗ヰ主音甲立【飯山演小学校］
lり土ロ1叫（1去嘲）［二宮（1丁目）］

NTT辛叫中人1コ窃三［NTT船橋ゲラウンF］

可ヲt斗呈主音習正′t高郷小学校］

叶車中中指」西習志野］

3．4哀切【3・4丁目】
叶叫叫dH主音甲立［七林小学校］ 叫叶叶0川音卑立［七林中学校］
4哀切［4丁目】
dtヱ地中bl主音卑正【薬円台小学校］ ヰ三切ヰbl音名［藁円台公園】 Otヨ＿坦qol玉音苛立【稟適合高校】

千土

LAtU印
T リス1辛叫【西船］

L望菩叫

正人IJ

ユ．■L 1ゴーl

112孟瑚【1・2丁目】
11．4主用［1・4TB1

ヰ01型旦基［大神保町］

中立用益［馬込町］

可子中ヰ【丸山】

r旬阜可 星人11
Jヽ

叫べ斗01割主音苛立【西海神小学校］
し川耳叶モ司句音量［西船近隣公園】

呈且圭司主音甲立［豊富小学校］ 呈且呈可昔卑立【豊富中学校】 租弘句会［県民の森］

互♀哩司フ川孟青草滋［法典東小学校】 中子年中主音卑立【丸山小学校］ 鼻音音量【運動公園】 亘♀中音草道【法田中学校】 互♀哩主音甲立［法典小学校］ 辛叫叫べOtスt司ヱ音卑立［船橋旭高校］

五千哩音型［法典公園］ 主♀中音琴丘【法田中学校］ 互♀哩主音卑立【法典小学校】 亘♀哩司7tベ主音常並【法典東小学校］ 叫子中ヰ主音卑立【丸山小学校］

ヰ卵何咽［前原郡 如5醐）［2t3・5丁目】

叫外し7l王昔苛立【中野末小学校】
ヰ叶叶叶寺号瓦［前原中学校］
ヰ叶叶ヰ主音卑並［前原小学校］

18孟嘲【8丁目］

中外叶斗司7川［前原東】t134孟嘲【1・3・4丁目】

声

斗坤叫主音甲立［飯山溝小学校］

リkqOF主音甲立［二宮小学校】
リヒ司Ot昔卑五［二宮中学校】
中側叶斗主音苛立［前原小学校］

は6呈嘲［5・6丁目］

叶郎中1子外豆［前貝塚町］

頚リー土

し西浦j
ロー叶ロl音義丑音甲立［甫
詳 オ空べ升主音卑立［葛飾小学校コ
オ至べ外書卑立［葛飾中学校】 叶升叶叶瑠可杏【中山競馬場】
巷召立中骨瑠【県立行田公国】 正中司7川主音卑立［行田東小学校］ 正中リス1主音単五【行田酉小学校】 五中音卑適［行田中学校】

輯ヲ1土01主音卑五［田喜野井小学校］

埜斗中之音甲立［塚田小学校】 辛叶叶司り刃玉音卑立【船橋西高校］ 互♀哩叫べ主音苛立【法典西小学校】 中外ヰヰ瑠叫杏【中山競馬場］ 塾更正ヰ晋瑠【県立行田公園】 正中司オペ主音卑立［行田東小学校】 立て1−叫べ主音卑五【行田西小学校】 立ヰ寺号立［行田中学校1

声 五年フト叫星音甲立［吉和釜小学校］ 丑斗7tpt青年冠【吉和釜中学校コ 辛叶叫べヨ斗7t叫立言卑正［船橋古和釜高校】

中空升且舛【松が丘】 1．4孟珊［1・4丁目］ 戸 卑外用ヰ01瑚2主音卑五［高根台第二小学校】 可外用ヲ1王己司雪青垣［高根木戸近隣公園】 陣中耶巨1号卑五【高根台中学校】
4．5孟嘲 h■5丁目】

竺旦01主音卑五［坪井小学校】 埜且01号卑玉［坪井中学校］ 辛坤中い匝M【船橋アリーナ】 望阜嘲卑01ヰ奇骨早【日本大学理工学部］

且ユ司卑可主音卑正［小葉原小学校］

旦呈ヰ升Ot叫［本中山］ 1．2皇嘲［1・2丁目】

叶汁叶叶召可穏［中山競馬場】 租召正す号瑠［県立行田公園］ 正中司オペ主音卑五【行田東小学校】 正中叫べ主音卑正【行田西小学校】 五ヰ奇骨丘【行田中学校】

叶車中車中1【南三咲］ 1孟嘲【1丁目］ 1〜3孟瑚［1〜3丁目】
司サト刊司7巨l主音苛立［高根東小学校】
中外司1号卑正［高根中学校】
舛叫千71主音卑屈【金杉小学校】
且可ヲ1号卑屈［御尭中学校］
且ヰヲ1号包【御尭公園］
2−4壷嘲【2〜4丁目】
享年斗主量卑玉に和小学校】
▲
4孟嘲 レ丁目］
ヰヲ川中Ot刹望主音卑正［高根台第一小学校］

叫q司夕川巷【南海神］

斗d博司叶可主音卑丘【海神甫小学校］ 可ヰロ1喜岳主音単五浦本町小学校］

叶叶司書為【雨本町］

可叫主主【湊町］

叫叫巧三五五喜苛立［甫本町小学校］

声

▲

可叫呈五五号甲立【湊町小学校】 ロ1q主音卑五［湊中学校】
は盃嘲【3丁目】
ロ1叫可菩壷主音卑玉［南本町小学校】

ー2−

千土

ロ1主司ヰ01【緑台】

L望阜叫

立入IJ

ニユノL tj▼l

詞引一生「隻】阜可

温人11

ヲト十手フl主音甲立【金杉小学校】 中外哺主音申立【高根小学校】 中外1割司7日主音卑立［高根東小学校］ 卑外用寺号正【高根中学校】 且曙71号琴丘［押尭中学校】 且ヰヲ1号包【御潅公塵】

11￣嘲［1丁目］

乙3．9孟瑚【2・3・9丁目】
茫 Ot717tOt主音早道［八木が谷小学校］ dt717tOt号卑立【八木が谷中学校】
ヰ717tdtヲ1q主音卑立［八木が谷北小学校］

可斗ヲ1仁咲］

2一一8基嘲【2〜8丁目］

可叫ヲ1孟［三昧町］

羊蹄斗主音甲立【二和小学校】

且♀叶中主音甲立［大穴小学校］ 且♀ヰヰ71年主音卑五【大穴北小学校】 鼠♀叶4号卑屈［大穴中学校］

手中卑主音卑立に和小学校】 鼠斗01−叫主音卑立【大穴小学校］ 且手中ヰヲ1中主青草遍［大穴北小学校】 且♀dH一号替玉［大穴中学校】 疎外哺401瑚望主音卑冠［高根台第一小学校］

可Ot7■lヰ01【みやぎ台】

評 Ot71升Ot主音卑立【八木が谷小学校］ Ot717tOt奇骨正【八木が谷中学校】 dt71ヰOt71ヰ主音卑正【八木が谷北小学校］ 華中車中14玉音卑適搬橋北高綾］

ロlOt中主音野道【三山小学校］ 望冬用卑増せ晋卑早［日本大学生産工学部］ 主立嘲卑【東邦大学】

ロlotl叶［三山】

1−4呈嘲［1−4丁目】

5−9哀切【5−9丁目】

蔚

ロ1ヰ菅卑五［三田中学校コ

卑せヰ割切ヰ卑ベヒ音型土【陸上自衛隊習志野演習地】 可年中音単五［三山中学校】 可ヰヰ司7川主音単五【三山東小学校1

⊥

可隼旦呈主音常道【宮本小学校】 ロ1bt旦主音卑屈【宮本中学校】 制覇手中叫べ五言可逆［県立船橋高校］

ロlot旦呈【宮本］

1．6壷嘲【1・6丁目］

昔甘王嘲人1せ【中央卸売市場】 人相手叶叫べ五号卑五［市立船橋高校】

1〜7孟嘲【1〜7丁目】
39孟

3・9丁

6孟嘲【6丁目］

坤ヲト瑚孟【栄町】

ヰヲ17t且外［咲が丘】

戸

辛坤中小中1童子【船棟大神宮】
8

人

ロ

ス

ロ1周年可主音苛立［峰台小学校】

¶1ヰ主音卑立【湊中学校］ ロ14ロ1手鼻主音卑正博本町小学校】

声 隼717ト中主音甲立［八大が谷小学校］ dt717tbt奇骨五［八大が谷中学校】 ヰ717tヰヲ1中主昔草道【八木が谷北小学校】 ロ14ヲ1ネ音卑丘【三咲小学校】 叫717tA舛主音卑正【咲が丘小学校】

手早7tヰ01【駿河台】 1孟嘲［1丁目】

千手ロ1皇［鈴身町】

ロl中里主音可五【宮本中学校】 剖召享け叫べ五号卑立【県立船橋高校］ 人1召手中叫べ五言卑正［市立船橋高校】
2基嘲【2丁目】 斗中小車中1主音卑屈［飯山満南小学校］ 卑斗中書卑丘【飯山満中学校】 ヰ舛土ノl主音卑屈【中野木小学校】 叶叶叶叶号卑正」前原中学校］

呈且呈叫主音苛立［豊富小学校］ 阜風早、ロ1号卑五［豊吉中学校】 租弘当室【県民の森］

入1叫叶叶司7日盈音甲立【芝山東小学校］ 叶叶叶叶号音卑屈【芝山中学校コ 入1叫ヰヰしい1主音卑止［芝山西小学校］

入1叫ヰヰ【芝山］

1．3￣7孟瑚【1・3〜7丁目］
1￣4孟嘲【1〜4丁目】

2．4．5孟嘲【2・4・5丁目】

辛ヰ叫ベベ中年中立寺号五［船橋芝山高校】
辛ヰ叶川司7川玉音卑屈【船橋東高校】

ヰ升用句オペ主音卑五［高根東小学校】 ヰヲ川t号卑五［高根中学校］

6．7孟瑚【6・7丁目】
鴎外小量主音卑玉【高郷小学校】
入l且ロl孟【潮見町］
叫叫司書泰阜青草五【甫本町小学校］

ス1年外用【薪高根】

手中叫べ司7日玉音卑五［船穂東高校］ 中外ql司7t人1主音卑五【高根東小学校］ 埠外用苦卑屈［高振中学校】
3・−5孟瑚［3〜5丁目】
4〜6壷［4〜6丁目】

0トt司孟［泄町］

中外Ⅷヰ01瑚望主音卑五［高根台第一小学校】
斗ヲ洞ヰbl瑚4主音可逆［高根台第三小学校】

辛叫中人I叫斗可玉音斗五【船橋旭高校】 音寺号包【運動公薗】 至オヰ鼻音早道【塚田小学校］ 辛叫叫べりべ五号卑正［船橋西高校】 Ot八一司書卑二正r旭中学校】

千土

Ot子ヰ皇【東町］

L望阜q

五八日

コ＿＿メ一 日￣l

頭中土

rg旦可

星人11

舌甘工用人l甘【中央卸売市場］ 01司中主寺号瓦［市場小学校］ 辛叶叫べ寺卑立【船橋中学校】 Ot叫斗嘲主音苛立r八栄小学校］

Ot717トヰ【八木が谷】

辟

Ot717ト中主音甲立【八木が谷小学校】 Ot717tOt寺号立［八木が谷中学校】 Ot717tbt71ヰ主音常並［八木が谷北小学校］

暮4．5主用

OFフけドF基［八木が谷町］

的・5丁目】

辛叫叫刃ヲ1珠玉寺号湿［船橋北高校］

辛叫1叶人l71珠玉青野二正［船橋北高校］

ヰ中土孟［山野町］ 芦 升Olそ1ロ1しけl主音甲立【海神甫小学校】 リス1辛tlモ・司月号包［西船近隣公園］ オ竺ベオ主音卑立［葛飾小学校］ 斗埜パオ言争，詞［釜飯中学校】

ヰ可嘲【山手】

ヲtOl巻舌翠玉［海神中学校］ 叫オOt叫瑠中食【中山競馬場】 魂召五年普瑠［県立行田公園】 正中司フ川主音可逆［行田東小学校】 正中叫べ主音卑立［行田酉小学校】 立ヰ奇骨五【行田中学校】

中三倒斗01主音卑屈【薬円台小学校］ Ot三世ヰ01号包【薬円台公園】 Ot三嶋401玉音卑立【薬園台高校］
Otヨ哩ヰ01【薬円台】

1−3孟嘲【1−3丁目】

疲ら

3、壷嘲【3丁目】 6孟嘲【6丁目】

Otヨ哩ヰ01ulqU1主音卑詞［薬円台南小学校】

卑せヰ割印ヰ叫べ土昇竜土［陸上自衛隊習志野演習地］
qヰヰヰベ主音早道【七林小学校】 叫叫叶Ot人1苦卑立［七線中学校］

bt三倒す01盃［薬園台町】 声 OF三哩斗01主音智正【薬円台小学校】 Ot王餞ヰ01音名［薬円台公園】 dtヨ地中01五号卑瓦［薬園台高校］ 中三也ヰわ1可叫可主音年忌【薬円台南小学校］

且土中孟川ヽ野田町】 戸 主且主叫主音苛立【豊富小学校コ 主且呈ロ1号卑五【豊盲中学校】 魂虻匝巨を【県民の森］ 五千五皇寺号正伸圭小学校］ 玉手王者卑五【小室中学校】

且♀ot叶可叫ロ1【大穴南】

且手中ヰ主音卑五【大穴小学校】 且♀叶ヰヲ1年主音卑五【大穴北小学校］ 且♀dtヰ寺号五［大穴中学校】
15孟瑚【5丁目］

且♀叶ヰ孟［大穴町］

卑外用叶01刊望主音甲立【高根台第一小学校］ 且♀ヰヰ主音卑五【大穴小学校】 且♀ヰヰヲ1中主寺号五【大穴北小学校】 旦♀叶叶苦句中［大穴中学校】

且♀0トけ1卑［大穴北コ

卑ヲt叶竺［若松】
01司叫【市場】

ヰ外用ヰ01瑚望主音可逆［高根台第一小学校】

且♀叶ヰ主音常道［大穴小学校］ 旦♀叶ヰヲ1中主寺号五〔大穴北小学校］ 旦♀叶4号卑屈【大穴中学校】

卑外中空主音甲立【若松小学校コ 斗叶中堅音斗正【若松中学校】 手嶋叫べ瑠可肴［船橋競馬場】
奇骨三明ス1智［中央卸売市場】 01句中主音卑正【市場小学校］ 入1召辛ヰ叫べ玉音卑正【市立船橋高校】

や叫01［印内］ 戸 外至大1外主音早道【葛飾小学校］ 斗至大1ヲト音常並［葛飾中学校】 叶升叶叶瑠可母［中山競馬場］ 租召正中晋瑠［県立行田公園1 五ヰ司7回主音卑五【行田東小学校］ 正中L入1主音早道【行田西小学校］ 正中寺号五［行田中学校】

やヰ01孟【印内町】 ㌔ 升埜入1升主音常並［葛飾小学校］ 升聖人1升号卑瓦【葛飾中学校］ 叫ヲ一年ヰ召中巻【中山競馬場】 巷智正年号瑠【県立行田公園】 正中司7川主音常並［行田東小学校］ 正ヰり人1主音卑正【行田酉小学校】 正中青年正【行田中学校】 升可塑叫叶叫主音卑正【海神南小学校】 りスl辛ヰモ司句普倒［西船近隣公園】

室員孟【神保町】

辛ヰ可刃ヲ1申立書甲立［船橋北高校】 主且主可主音常並［豊富小学校］ 主且主司書卑五［豊富中学校】 剖弘句会［県民の森］

−4−

子土

竺旦01孟【坪井町】

L望阜叫

正人ij

二ユJL t1−1

望呈q可0車叶晋甲子［日本大学理工学部】 竺且01主音琴丘【坪井小学校】 埜且01号草道【坪井中学校】 享け叫べ可du［船橋アリーナ］

1．2孟瑚【1・2丁目】

古寺音型【運動公園】

3．4．7−9孟嘲【3・417−9丁目】

オ巧手71［金杉】

弁巧千71ヰ可【金杉台］

升ヰ手71主音単五【金杉小学校］

3−9壷瑚【3■−9丁目】
且卑71号常並［御滝中学校】 且ヰヲ1号包【神海公国1
1孟嘲［1丁目］
斗外用主音苛立［高根小学校】
4−6皇嘲【4−6丁目］
ヲtヰ千71可01主音早道［金杉台小学校】 ヲト十干71qol寺号正【金杉台中学校］
7．8孟嘲［7・8丁目】

ヲt中子71壷［金杉町】

詞中土「望早dl星人11

中外111司7ト1主音軍記【高根東小学校】 斗ヲt一朝青甲立［高根中学校］

旦ヰヲ1号常並【御兼中学校】 且可ヲ1号穏［御濯公国］ 斗ヰ手71qol主音苛立【金杉台小学校】 ヲト十千フIqol苦雪道［金杉台中学校】

l ヲt叶手フlq01主音常道【金杉台小学校］ ヲt中辛71可01号可逆［金杉台中学校］ 喜寺号包【運動公園］ 且ヰヲ1号卑正［御薙中学校］ 且ヰヲl青垣［御滝公園】

升ヰ互司孟［金堀町］

升ロ1叶叶基［卜山町］ 1孟嘲【1丁目〕

呈且呈ロl主音苛立［豊富小学校］ 主且呈ロ1寺号五［豊富中学校］ 判型句意【県民の姦】

1．2孟嘲［1・2丁目］
互♀切り人1主音単五［法典酉小学校］
叫ヲ1−Otヰ召中音沖山競馬場】
塾召正中普瑠【県立行田公園】 正中司7川主音甲立［行田東小学校】
立けりべ主音甲立【行田西小学校］ 正中寺号五［行田中学校］

2．3孟嘲［2・3丁目］

辛叫叫ス1叫べ五号卑玉［船積西高校】 叶叶司書句丘［旭中学校］ 王手哩普包［法典公園］ 互♀中寺卑正【法田中学校】 主♀切主音甲立【法典小学校】

1．2孟嘲［1・2丁目］

d巨†千叶地租01瑚青垣［天沼弁天池公園】

1「4．6孟瑚【1■−4・6丁目］

ヲtOl尋主音卑五［海神小学校］

2￣5孟珊【2〜5丁目】
升01そ！【海紳］

1去嘲［1丁目】

斗可召子年玉［海神中学校］
斗01召可叶明星音苛立［海神南小学校］

4￣6主嘲【4−6丁目］ 叶升叶叶召可増1中山兼馬場】 遡智正中音瑠【県立行田公園】 正中司フ川主音卑正【行田東小学校］ 正すリス1主音甲立【行田西小学校】 立寸書早足【行田中学校】 リス1矛01塑主音卑正［酉海神小学校］

6孟嘲【6丁目】
りべ辛ヰヨ司雪青垣【西船近隣公園】
升Ol巷叫叶明星音常並［海神甫小学校】 可ヰ司書孟主音卑立［南本町小学校】

ヲ巨車軋孟【海神町】
斗01孤塁叫べ［海神町西】

リ人1ヲtOl巻き舌常道［西海神小学校】 り入1辛叶モ司句晋包［西船近隣公園】 ブtOl召可叶可主音卑正【海神南小学校］

ヲtOl祖孟叫囚叫【海神町南】

L川ヲtOl奉呈寺号正【西海神小学校］ りべ辛ヰモ司句青垣【西船近隣公園】 叶01召叫叶呵主音早足［海神南小学校】 叫ヰUl喜孟主音苛立［南本町小学校］

ヲ川蚕豆可7ト1【海神町東】

リス1ヲ巨1召主音早道［西海神小学校］ リス1辛ヰモ司月号包［西船近隣公園】 升dl召Ulヰ叫主音卑五［海神南小学校］ 呵叫Ul喜孟主音苛立【南本町小学校］

升空べ升，［葛飾町、】
五嘲叶斗71孟【米ケ崎町】

五千主義［小童町］

辟

外聖人1外書常道［葛飾中学校］ 斗竺人1斗主音苛立［葛飾小学校〕 り人1辛叫モ司月号包［西船近隣公園】
辛叫中人1号甲立【船積中学校】 dtノ車中瑚主音卑立【八栄小学校］ 奇骨王嘲人1杏［中央卸売市境］

戸

ヨ手鼻主音可立【小室小学校】 玉手主音号玉川ヽ圭中学校】

−5−
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ヨ小三【古作】 戸 斗空べ斗鼻音苛立【葛飾小学校】 升埜べ弁舌卑義【葛飾中学校】 叫升叶叶瑠可杏［中山競馬場】 巷召道中号瑠［県立行田公園】 正中司7川主音苛立［行田東小学校コ 立qt川主音琴丘行田西小学校】 二正q舌単二正［行田中学校1

丘斗王墓【古作町］ ㌔ 斗竺べ升主音卑立【葛飾小学校】 外空叶外書卑屈［葛飾中学校】 ヰオヰ叶召可杏【中山競馬場】 塾召還中音瑠【県立行田公園］ 正中司71べ主音卑立［行田兼小学校】 ＿詞卑しいトを音卑屈【行田西小学校】 二正4号卑丑【行田中学校】

ヨ卑7t中主［吉和釜町］

千千ヰフt中主［車方町】

辟

五斗フナ叶主音卑滋［吉和釜小学校］ 五卑71ヰ昔年立【吉和釜中学校コ 辛叫叫べ五斗フt叫玉音卑正【船橋吉和釜高校】

蔚 呈且呈ロl主音甲立【豊富小学校コ 呈且圭司奇骨五［豊富中学校】 判型句会【県民の森］ 五千三主音卑五【小童小学校］ 玉手主音卑二正目ヽ室中学校】

千千アド中叶孟【楠が山町］ 声 五卑7ト叶主音翠玉［吉和釜小学校］ 五斗ヰヰ青草玉【吉和釜中学校コ 辛ヰ叫べ五卑フtptil寺号五【船橋古和釜高校】 早．＿倉．早、ロ1主音卑道［豊富小学校］ 主且星口1号申立［豊富中学校】 地租当室【県民の森］

ヲ1年喜孟［北本町］

㌔ 辛uHト1主音苛立【船橋小学校］ ヲ川召青卑五［海神中学校】 辛ヰ叶入1号号五【船橋中学校】 Ot斗外側主音苛立【八乗小学校コ

1−4．6．7孟刊【1〜4・6・7丁目］

可ヲ川1年dl【高取｛］

ヰ斗Ⅶ孟【高根町］

ヰヲt周年01瑚3主音卑立［高根台第三小学校】

3〜6急用［3−6丁目】 辟 斗升Ⅷヰ01瑚2主音常道【高根台第二小学校］ ヰ斗qlヲ1王き司句青垣［高根木戸近隣公園］ 中外l刊ヰ01号苛立［高根台中学校］
1〜3孟瑚［1〜3丁目】
中外相中01瑚望主音常並【高根台第一小学校】

5孟瑚［5丁目】

望単相卑014号卑早［日本大学理工学部］ 辛ヰ中人1叶司叶［船橋アリーナ］

7孟嘲［7丁目】

中外ql司7川主音卑玉［高根東小学校】 ヰヲt嘲奇骨玉【高根中学枝】

斗ヲt嘲主音卑立［高根小学校】 可ヲtl胡司7ト1主音苛立［高根兼小学校】 可ヲtl胡音卑五【高根中学校】 辛叶uH．司フ川五号卑立［船桔東高校］ 且卑ヲ1号卑立【御尭中学校】 且鴎ヲ1号包【御尭公園】

ヰヲt倒基［高瀬町］

卑斗中空主音単五【若松小学校コ 斗ヲt中空寺号五【若松中学校】
可71土可主音甲立［田喜野井小学校】

ヰヲ1ニこ01【田喜野井］ 1．4．5去嘲【1・4・5丁目】
1一〉3壷刊［1−3丁目】
辟
［三田中学校】
霹 り土可Ot主音卑立［二宮小学校］
qkロlot音甲立【二宮中学校】

3〜7主瑚［3−7丁目】

卑ヲ1ヰ01［滝台】

ヰヲ1ヰ01孟【蓮台町】
呈且主ロ1孟【豊富町］

村中壷［浜町】

芦

厨

中三地中01ロ1叫ロ1主音常並［薬円台南小学校】

叫と可中主音甲立【二宮小学校】 り土可Ot号卑正［二宮中学校】 朝ヰ中主言争五r飯山溝小学校1

蔚

qkロlot主音甲立【二宮小学校］ り土ロlot奇卑丘［二宮中学校】 卑斗中主言争五［飯山満小学校］

呈且星口l主音卑屈［豊富小学校］ 羊＿倉＿阜ロ1号卑正［豊富中学校］ 剖吐句会［県民の姦】

卑外中空主音卑嘉【若松小学校】 斗汁叶竺苦卑五【若松中学校】 辛叫叫べ召叫せ【船庸競馬場】
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入四・OF叫可7‡一人l主音可逆［芝山東小学校】 ス1叶Otヰ号音卑立［芝山中学校コ 人1叶叶ヰ甘べ主音卑立［芝山西小学校】

ヰヰ可孟【飯山満町］ 1，2孟嘲［1・2丁目】
叫升ヒ71主音卑屈【中野木小学校】 ヰ叶叶叶号卑立【前原中学校】 可ヰ中ロ1ヰロ1主音卑立［飯山済南小学校］
2．3主用【2・3丁目】
卑ヰ中書卑正【飯山満中学校】 科斗中主寺号正［飯山清小学校】
2孟嘲【2丁目】

3孟嘲【3丁目】

喜ヱ孟［本郷町］

喜孟【本町］

撃

声

NTT辛t＋中人1ユ窃三【NTT船橋グラウンF］

享け車中車中秤目的洞見［船橋芝山高校】 可ヲtノ叶主星寺号立［高郷小学校コ 叶叶叶0川主音甲立【七林小学校】 叫叫叫Ot入1号管玉［七林中学］

且ユ司年中主音卑適［小乗原小学校】 斗竺べ斗主音卑立［葛飾小学校］ 可空べ弁舌卑立【葛飾中学校］

叫叫千叫嘲切0囲l音型［天沼弁天池公園〕 辛q叫べ主音卑立【船梼小学校】 吾管主叫べ杏【中央卸売市場】
2．3孟嘲［2・3丁目1
】
1．7孟瑚【117丁目】

可叫呈孟主音苛立【湊町小学校】
ヲtOl召主音常並［海神小学校】

辛叫中人1量♀切ヱ音卑丘［船橋法典高校】 主♀哩青垣［法典公園］ 主♀中音卑見［法田中学校】 主♀尊皇寺号丘［法典小学校】

辛司斗斗［藤原］ 1，2主瑚【1・2丁目】

手中三岳【二子町】

欝

叶升叶叶瑠可骨【中山競馬場】 軍司正中普瑠［県立行田公園］ 正中司フト可鼻音卑五［行田東小学校］ 正中叫べ主音甲立【行田西小学校】 立ヰ寺号五［行田中学校］

且コ司申年主音早道【小乗原小学校】 升空ス1升主音卑五［葛飾小学校］ 升竺ス1升寺号五［羞飾中学校】
手嶋可刃手中卑滋子苛立［船構二和高校］

手中斗り人1【ニ和西】

1〜3孟瑚【1〜3丁目】
且卑ヲ1音卑五【御津中学校】
且ヰヲ1号包【御潅公園］
3去嘲［3丁目］
享年卑主音常並【二和小学校】
4．6主用 h・6丁目】

手中卑司7回［二和束】

1．2孟嘲【1・2丁目］

Hl坤ヲl主音卑五【三咲小学校】 人tヲ1井且升主音申立［晩が丘小学校］

且曙ヲ1奇骨丑［御滝中学校］ 旦ヰヲ1号包［御滝公園］ 辛ヰ卑主音卑五［ニ和小学校】

3〜6孟1倒【3一一6丁目】

可斗ヲ1鼻音卑五【三咲小学校］ 斗ヲ17t且升主音卑正［咲が丘小学校】

司フt人lヰ外Ot叫【東中山］ 戸 升竺人1升主音卑正【葛飾小学校］ ヲ1三竺べ外書甲立［葛飾中学校】 叶車中巨か摘＝中山競馬場】 租召道中普瑠【県立行田公園】 正中司7川主音卑正［行田東小学校】 道卑し入1主音苛立【行田西小学校】 立寸書卑五［行田中学校〕

司Ot旦三号卑五【宮本中学校］ 租召草ヰ叶入1立音苛立【県立船橋高校］
司フ川手ヰヰス1［東船橋］

1主用［1丁目］

叶郎中1主音卑正［峰台小学校】

1．4■−7五嘲【1・4〜7丁目】
叫ヰ旦呈王寺卑玉［宮本小学校】
2．3孟瑚［2・3丁目】
入1召辛ヰ叶入1正吉常並［市立船橋高校】

司土ql【日の出コ

声

Ul叶王墓主音甲立［湊町小学校】 可ヰ主音卑五［湊中学校］
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