
種目 部門２ 部門 学校名 学年組 記録 単位

1 チャレンジスピード 小学校低学年 クラス 鎌ケ谷市立北部小学校 ２－２ 9.30 秒
2 チャレンジスピード 小学校中学年 クラス 鎌ケ谷市立北部小学校 ４－２ 7.63 秒
3 チャレンジスピード 小学校高学年 クラス 鎌ケ谷市立北部小学校 ５－２ 7.58 秒
4 チャレンジスピード 小学校低学年 グループ 流山市立南流山小学校 ＣＣレモン 7.50 秒
5 チャレンジスピード 小学校中学年 グループ 千葉市立幕張南小学校 スターグループ 7.16 秒
6 チャレンジスピード 小学校高学年 グループ 鎌ケ谷市立北部小学校 ５の２＆たっくん 6.77 秒
7 チャレンジスピード 小学校特別支援学級 グループ 松戸市立新松戸南小学校 けやき坂 9.80 秒
8 チャレンジスピード 中学校 グループ 君津市立清和中学校 ３Ａ男 7.50 秒
9 チャレンジスピード 中学校特別支援学級 グループ 富津市立富津中学校 富津中学校潮風チーム 8.95 秒
10 チャレンジスピード 高等学校 グループ 秒
11 チャレンジスピード 特別支援学校小学部 グループ 秒
12 チャレンジスピード 特別支援学校中学部 グループ 秒
13 チャレンジスピード 特別支援学校高等部 グループ 千葉県立柏特別支援学校 柏ハイウェイ 24.08 秒
14 長縄８の字連続跳び 小学校低学年 クラス 山武市立山武西小学校 ２－１ 319 回
15 長縄８の字連続跳び 小学校中学年 クラス 鎌ケ谷市立北部小学校 ４－２ 409 回
16 長縄８の字連続跳び 小学校高学年 クラス 松戸市立八ケ崎小学校 ５年４組 483 回
17 長縄８の字連続跳び 小学校低学年 グループ 白井市立大山口小学校 スピードＡ２－１ 346 回
18 長縄８の字連続跳び 小学校中学年 グループ 白井市立大山口小学校 fuji 375 回
19 長縄８の字連続跳び 小学校高学年 グループ 松戸市立八ケ崎小学校 6-2B 476 回
20 長縄８の字連続跳び 小学校特別支援学級 グループ 市川市立新浜小学校 かるがも 191 回
21 長縄８の字連続跳び 中学校 グループ 木更津市立太田中学校 赤 366 回
22 長縄８の字連続跳び 中学校特別支援学級 グループ 市川市立第四中学校 大空 182 回
23 長縄８の字連続跳び 高等学校 グループ 回
24 長縄８の字連続跳び 特別支援学校小学部 グループ 回
25 長縄８の字連続跳び 特別支援学校中学部 グループ 回
26 長縄８の字連続跳び 特別支援学校高等部 グループ 回
27 長縄みんなでジャンプ 小学校高学年 グループ 茂原市立萩原小学校 チャレンジクラブ 1036 回
28 長縄みんなでジャンプ 中学校 グループ 鎌ケ谷市立第二中学校 ３－２女 574 回
29 長縄みんなでジャンプ 高等学校 グループ 千葉県立松戸六実高等学校 ３－８ 1989 回
30 みんなで短縄跳び 小学校低学年 クラス 旭市立萬歳小学校 ２年 132.2 回
31 みんなで短縄跳び 小学校中学年 クラス 市川市立鬼高小学校 ３－１ 180.3 回
32 みんなで短縄跳び 小学校高学年 クラス 流山市立小山小学校 ６年１組 203.0 回
33 みんなで短縄跳び 小学校特別支援学級 グループ 御宿町立御宿小学校 なかよし・ともだち 112.0 回
34 みんなで短縄跳び 特別支援学校小学部 グループ 回
35 連続馬跳び 小学校中学年 グループ 流山市立南流山小学校 4111301 14.09 秒
36 連続馬跳び 小学校高学年 グループ 流山市立南流山小学校 6072501 12.99 秒
37 連続馬跳び 中学校（男） グループ 君津市立清和中学校 3A男 14.92 秒
38 連続馬跳び 中学校（女） グループ 銚子市立第五中学校 ＹＳＡ．ＨＭ 21.20 秒
39 連続馬跳び 高等学校(男） グループ 秒
40 連続馬跳び 高等学校(女） グループ 秒
41 ボールパスラリー【５ｍ】 小学校低学年 グループ 浦安市立富岡小学校 ラッキーセブンチーム 150 回
42 ボールパスラリー【５ｍ】 小学校中学年 グループ 浦安市立富岡小学校 イナズマイレブン 167 回
43 ボールパスラリー【５ｍ】 小学校高学年 グループ 浦安市立富岡小学校 集中～！ 177 回
44 ボールパスラリー【５ｍ】 小学校特別支援学級 グループ 白井市立大山口小学校 うさぎ 79 回
45 ボールパスラリー【５ｍ】 中学校（男） グループ 松戸市立牧野原中学校 1－2男子 305 回
46 ボールパスラリー【５ｍ】 中学校（女） グループ 鎌ケ谷市立第三中学校 チーム最中 156 回
47 ボールパスラリー【５ｍ】 中学校特別支援学級 グループ 富津市立富津中学校 富津中学校潮風チーム 80 回
48 ボールパスラリー【５ｍ】 高等学校(男） グループ 回
49 ボールパスラリー【５ｍ】 高等学校(女） グループ 回
50 ボールパスラリー【５ｍ】 特別支援学校小学部 グループ 回
51 ボールパスラリー【５ｍ】 特別支援学校中学部 グループ 回
52 ボールパスラリー【５ｍ】 特別支援学校高等部 グループ 千葉県立柏特別支援学校 ワールドカップ 25 回
53 ボールパスラリー【７ｍ】 小学校中学年 グループ 大網白里市立季美の森小学校 ホワイトガールズ 83 回
54 ボールパスラリー【７ｍ】 小学校高学年 グループ いすみ市立千町小学校 ちまんちゅ６ 133 回
55 ボールパスラリー【７ｍ】 小学校特別支援学級 グループ 回
56 ボールパスラリー【７ｍ】 中学校（男） グループ 木更津市立太田中学校 １・２年紫 130 回
57 ボールパスラリー【７ｍ】 中学校（女） グループ 木更津市立太田中学校 １・２年白緑 125 回
58 ボールパスラリー【７ｍ】 中学校特別支援学級 グループ 富津市立富津中学校 富津中学校潮風チーム 70 回
59 ボールパスラリー【７ｍ】 高等学校(男） グループ 回
60 ボールパスラリー【７ｍ】 高等学校(女） グループ 回
61 ボールパスラリー【７ｍ】 特別支援学校小学部 グループ 回
62 ボールパスラリー【７ｍ】 特別支援学校中学部 グループ 回
63 ボールパスラリー【７ｍ】 特別支援学校高等部 グループ 千葉県立柏特別支援学校 女子's 24 回
64 ボールパスラリー【１０ｍ】 小学校中学年 グループ 銚子市立清水小学校 清水３年 75 回
65 ボールパスラリー【１０ｍ】 小学校高学年 グループ 大網白里市立季美の森小学校 チームツッパリ 90 回
66 ボールパスラリー【１０ｍ】 小学校特別支援学級 グループ 回
67 ボールパスラリー【１０ｍ】 中学校（男） グループ 木更津市立太田中学校 黄 77 回
68 ボールパスラリー【１０ｍ】 中学校（女） グループ 木更津市立太田中学校 緑 64 回
69 ボールパスラリー【１０ｍ】 中学校特別支援学級 グループ 富津市立富津中学校 富津中学校潮風チーム 49 回
70 ボールパスラリー【１０ｍ】 高等学校(男） グループ 回
71 ボールパスラリー【１０ｍ】 高等学校(女） グループ 回
72 ボールパスラリー【１０ｍ】 特別支援学校小学部 グループ 回
73 ボールパスラリー【１０ｍ】 特別支援学校中学部 グループ 回
74 ボールパスラリー【１０ｍ】 特別支援学校高等部 グループ 回
75 バスケットボールフリースロー 小学校高学年 グループ 茂原市立東郷小学校 東郷シゲキックス 51 回
76 バスケットボールフリースロー 中学校 グループ 茂原市立東中学校 ２－Ａ女③ 31 回
77 バスケットボールフリースロー 高等学校 グループ 千葉県立市川南高等学校 市川南Ａ 116 回
78 サークルターゲットスロー 小学校特別支援学級 グループ 山武市立日向小学校 あさがおなのはな 17 個
79 サークルターゲットスロー 中学校特別支援学級 グループ 市川市立第四中学校 大空 16 個
80 サークルターゲットスロー 特別支援学校小学部 グループ 個
81 サークルターゲットスロー 特別支援学校中学部 グループ 千葉県立松戸特別支援学校 チームミラクル１８ 11 個
82 サークルターゲットスロー 特別支援学校高等部 グループ 市川市立須和田の丘支援学校 須和田ガールボーイ 12 個

種目別 第１位表（平成３０年度 中期分）


