
令和元年度千葉県中学校駅伝大会出場校一覧
〈男子〉 〈女子〉
ナンバー
カード番号 支部名 学　校　名 ナンバー

カード番号 支部名 学　校　名

1 千葉 千葉市立蘇我中学校 1 千葉 千葉市立蘇我中学校
2 千葉 千葉市立泉谷中学校 2 千葉 千葉市立花園中学校
3 千葉 千葉市立生浜中学校 3 千葉 千葉市立泉谷中学校
4 船橋 船橋市立宮本中学校 4 船橋 船橋市立宮本中学校
5 船橋 船橋市立湊中学校 5 船橋 船橋市立御滝中学校
6 船橋 船橋市立三山中学校 6 船橋 船橋市立船橋中学校
7 船橋 船橋市立御滝中学校 7 船橋 船橋市立七林中学校
8 船橋 船橋市立海神中学校 8 船橋 船橋市立旭中学校
9 市川浦安 浦安市立美浜中学校 9 市川浦安 浦安市立明海中学校
10 市川浦安 浦安市立日の出中学校 10 市川浦安 市川市立第二中学校
11 市川浦安 市川市立第八中学校 11 市川浦安 浦安市立美浜中学校
12 市川浦安 市川市立妙典中学校 12 市川浦安 市川市立第四中学校
13 市川浦安 市川中学校 13 市川浦安 浦安市立高洲中学校
14 松戸 松戸市立常盤平中学校 14 松戸 松戸市立六実中学校
15 松戸 松戸市立第六中学校 15 松戸 松戸市立小金南中学校
16 松戸 松戸市立小金北中学校 16 松戸 松戸市立第一中学校
17 松戸 松戸市立小金中学校 17 松戸 松戸市立第三中学校
18 松戸 松戸市立第四中学校 18 松戸 松戸市立常盤平中学校
19 習志野 東邦大学付属東邦中学校 19 習志野 習志野市立第四中学校
20 習志野 習志野市立第四中学校 20 習志野 習志野市立第一中学校
21 八千代 八千代市立高津中学校 21 八千代 八千代市立高津中学校
22 柏 柏市立豊四季中学校 22 柏 柏市立逆井中学校
23 柏 柏市立大津ケ丘中学校 23 柏 柏市立酒井根中学校
24 柏 柏市立光ケ丘中学校 24 柏 柏市立光ケ丘中学校
25 柏 柏市立松葉中学校 25 柏 柏市立柏第五中学校
26 柏 柏市立西原中学校 26 柏 柏市立大津ケ丘中学校
27 葛南 我孫子市立我孫子中学校 27 葛南 我孫子市立我孫子中学校
28 葛南 我孫子市立久寺家中学校 28 葛南 我孫子市立湖北中学校
29 葛南 我孫子市立白山中学校 29 葛南 我孫子市立白山中学校
30 葛南 鎌ケ谷市立第三中学校 30 葛南 鎌ケ谷市立第二中学校
31 葛南 我孫子市立湖北台中学校 31 葛南 我孫子市立久寺家中学校
32 葛北 流山市立南流山中学校 32 葛北 流山市立南流山中学校
33 葛北 野田市立南部中学校 33 葛北 流山市立八木中学校
34 葛北 野田市立北部中学校 34 葛北 流山市立西初石中学校
35 葛北 流山市立西初石中学校 35 葛北 野田市立北部中学校
36 葛北 野田市立岩名中学校 36 葛北 野田市立岩名中学校
37 印旛 印西市立西の原中学校 37 印旛 印西市立西の原中学校
38 印旛 印西市立木刈中学校 38 印旛 印西市立木刈中学校
39 印旛 佐倉市立井野中学校 39 印旛 酒々井町立酒々井中学校
40 印旛 印西市立印旛中学校 40 印旛 佐倉市立井野中学校
41 印旛 佐倉市立臼井中学校 41 印旛 成田市立成田中学校
42 香取 香取市立佐原中学校 42 香取 香取市立佐原中学校
43 香取 香取市立小見川中学校 43 香取 香取市立小見川中学校
44 香取 東庄町立東庄中学校 44 香取 東庄町立東庄中学校
45 東総 旭市立第二中学校 45 香取 香取市立佐原第五中学校
46 東総 銚子市立第五中学校 46 東総 銚子市立第五中学校
47 東総 旭市立第一中学校 47 東総 旭市立第一中学校
48 東総 旭市立海上中学校 48 東総 旭市立海上中学校
49 山武 東金市立東金中学校 49 山武 大網白里市立大網中学校



ナンバー
カード番号 支部名 学　校　名 ナンバー

カード番号 支部名 学　校　名
50 山武 山武市立山武中学校 50 山武 東金市立東中学校
51 山武 九十九里町立九十九里中学校 51 山武 東金市立東金中学校
52 山武 山武市立成東中学校 52 山武 山武市立山武中学校
53 山武 大網白里市立大網中学校 53 山武 大網白里市立増穂中学校
54 夷隅 大多喜町立大多喜中学校 54 夷隅 いすみ市立岬中学校
55 夷隅 いすみ市立岬中学校 55 夷隅 大多喜町立大多喜中学校
56 安房 館山市立第三中学校 56 安房 鴨川市立鴨川中学校
57 安房 鴨川市立鴨川中学校 57 安房 鴨川市立安房東中学校
58 安房 館山市立第二中学校 58 安房 南房総市立千倉中学校
59 安房 南房総市立白浜中学校 59 安房 館山市立第三中学校
60 安房 南房総市立嶺南中学校 60 安房 館山市立第一中学校
61 君津 君津市立君津中学校 61 君津 君津市立八重原中学校
62 君津 君津市立周南中学校 62 君津 君津市立君津中学校
63 君津 君津市立周西南中学校 63 君津 君津市立周西南中学校
64 君津 富津市立富津中学校 64 君津 君津市立周南中学校
65 君津 君津市立八重原中学校 65 君津 君津市立周西中学校
66 木更津袖ヶ浦 木更津市立波岡中学校 66 木更津袖ヶ浦 木更津市立波岡中学校
67 木更津袖ヶ浦 木更津市立畑沢中学校 67 木更津袖ヶ浦 袖ケ浦市立昭和中学校
68 木更津袖ヶ浦 袖ケ浦市立平川中学校 68 木更津袖ヶ浦 木更津市立木更津第二
69 木更津袖ヶ浦 木更津市立太田中学校 69 木更津袖ヶ浦 袖ケ浦市立蔵波中学校
70 木更津袖ヶ浦 袖ヶ浦市立長浦中学校 70 木更津袖ヶ浦 木更津市立清川中学校
71 市原 市原市立五井中学校 71 市原 市原市立ちはら台南中学校
72 市原 市原市立ちはら台南中学校 72 長生 茂原市立本納中学校
73 長生 茂原市立本納中学校


