
旭市 旭市立中央小学校 大網白里市 大網白里市立増穂小学校 匝瑳市 匝瑳市立野田小学校 船橋市 船橋市立旭中学校

旭市 旭市立琴田小学校 大網白里市 大網白里市立白里小学校 匝瑳市 匝瑳市立八日市場第一中学校 船橋市 船橋市立高根中学校

旭市 旭市立干潟小学校 大網白里市 大網白里市立増穂北小学校 匝瑳市 匝瑳市立野栄中学校 船橋市 船橋市立七林中学校

旭市 旭市立萬歳小学校 大網白里市 大網白里市立季美の森小学校 袖ケ浦 袖ケ浦市立昭和小学校 松戸市 松戸市立北部小学校

旭市 旭市立中和小学校 大多喜町 大多喜町立西小学校 多古町 多古町立常磐小学校 松戸市 松戸市立矢切小学校

旭市 旭市立鶴巻小学校 御宿町 御宿町立御宿中学校 館山市 館山市立房南小学校 松戸市 松戸市立高木第二小学校

旭市 旭市立滝郷小学校 柏市 柏市立柏第六小学校 千葉市 千葉市立若松小学校 松戸市 松戸市立馬橋小学校

旭市 旭市立三川小学校 柏市 柏市立柏第八小学校 千葉市 千葉市立幸町第三小学校 松戸市 松戸市立小金小学校

旭市 旭市立飯岡小学校 柏市 柏市立酒井根小学校 銚子市 銚子市立清水小学校 松戸市 松戸市立根木内小学校

旭市 旭市立飯岡中学校 柏市 柏市立風早北部小学校 銚子市 銚子市立飯沼小学校 松戸市 松戸市立栗ケ沢小学校

旭市 旭市立干潟中学校 柏市 柏市立大津ヶ丘第一小学校 銚子市 銚子市立明神小学校 松戸市 松戸市立松ケ丘小学校

我孫子市 我孫子市立我孫子第三小学校 勝浦市 勝浦市立勝浦中学校　 銚子市 銚子市立春日小学校 松戸市 松戸市立柿ノ木台小学校

我孫子市 我孫子市立湖北台西小学校 香取市 香取市立竟成小学校 銚子市 銚子市立高神小学校 松戸市 松戸市立六実小学校

我孫子市 我孫子市立根戸小学校 香取市 香取市立福田小学校 銚子市 銚子市立海上小学校 松戸市 松戸市立八ケ崎小学校

我孫子市 我孫子市立湖北台東小学校 香取市 香取市立小見川西小学校 銚子市 銚子市立船木小学校 松戸市 松戸市立梨香台小学校

我孫子市 我孫子市立布佐南小学校 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 銚子市 銚子市立椎柴小学校 松戸市 松戸市立横須賀小学校

我孫子市 我孫子市立久寺家中学校 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市立南部小学校 銚子市 銚子市立豊里小学校 松戸市 松戸市立新松戸南小学校

いすみ市 いすみ市立千町小学校 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市立北部小学校 銚子市 銚子市立双葉小学校 松戸市 松戸市立六実第三小学校

いすみ市 いすみ市立長者小学校 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市立東部小学校 銚子市 銚子市立第一中学校 松戸市 松戸市立第三中学校

いすみ市 いすみ市立太東小学校 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市立中部小学校 銚子市 銚子市立第五中学校 松戸市 松戸市立常盤平中学校

市川市 市川市立菅野小学校 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市立初富小学校 銚子市 銚子市立第七中学校 松戸市 松戸市立古ケ崎中学校

市川市 市川市立鬼高小学校 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市立道野辺小学校 長生村 長生村立高根小学校 松戸市 松戸市立牧野原中学校

市川市 市川市立国分小学校 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市立五本松小学校 長南町 長南町立長南小学校 松戸市 松戸市立新松戸南中学校

市川市 市川市立大柏小学校 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市立第四中学校 東金市 東金市立東小学校 松戸市 松戸市立小金中学校

市川市 市川市立冨貴島小学校 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市立第五中学校 東金市 東金市立福岡小学校 南房総市 南房総市立富山小学校

市川市 市川市立国府台小学校 鴨川市 鴨川市立江見小学校 東金市 東金市立日吉台小学校 南房総市 南房総市立三芳小学校

市川市 市川市立行徳小学校 鴨川市 鴨川市立鴨川小学校 東庄町 東庄町立神代小学校 南房総市 南房総市立富山中学校

市川市 市川市立南行徳小学校 鴨川市 鴨川市立西条小学校 東庄町 東庄町立東城小学校 茂原市 茂原市立東郷小学校

市川市 市川市立曽谷小学校 鴨川市 鴨川市立田原小学校 東庄町 東庄町立東庄中学校 茂原市 茂原市立萩原小学校

市川市 市川市立新浜小学校 鴨川市 鴨川市立天津小学校 富里市 富里市立浩養小学校 茂原市 茂原市立豊岡小学校

市川市 市川市立富美浜小学校 鴨川市 鴨川市立小湊小学校 富里市 富里市立根木名小学校 茂原市 茂原市立東中学校

市川市 市川市立新井小学校 木更津 木更津市立南清小学校 流山市 流山市立八木南小学校 八街市 八街市立朝陽小学校

市川市 市川市立塩焼小学校 木更津 木更津市立鎌足小学校 流山市 流山市立新川小学校 八街市 八街市立八街東小学校

市川市 市川市立大和田小学校 木更津 木更津市立中郷小学校 流山市 流山市立東深井小学校 八街市 八街市立八街中央中学校

市川市 市川市立福栄小学校 木更津 木更津市立太田中学校 流山市 流山市立鰭ケ崎小学校 八千代 八千代市立高津小学校

市川市 市川市立妙典小学校 君津市 君津市立周西小学校 流山市 流山市立西初石小学校 横芝光町 横芝光町立日吉小学校

市川市 市川市立第一中学校 君津市 君津市立南子安小学校 流山市 流山市立南流山小学校 四街道市 四街道市立四街道小学校

市川市 市川市立第四中学校 君津市 君津市立中小学校 習志野市 習志野市立津田沼小学校 四街道市 四街道市立旭小学校

市川市立 市川市立須和田の丘支援学校 君津市 君津市立秋元小学校 習志野市 習志野市立東習志野小学校 四街道市 四街道市立中央小学校

市原市 市原市立八幡小学校 君津市 君津市立坂畑小学校 習志野市 習志野市立実花小学校 四街道市 四街道市立吉岡小学校

市原市 市原市立菊間小学校 九十九里 九十九里町立九十九里小学校 習志野市 習志野市立第四中学校

市原市 市原市立辰巳台西小学校 栄町 栄町立竜角寺台小学校 成田市 成田市立遠山小学校

市原市 市原市立五井小学校 佐倉市 佐倉市立佐倉小学校 成田市 成田市立中台小学校

市原市 市原市立京葉小学校 佐倉市 佐倉市立志津小学校 成田市 成田市立公津の杜中学校 千葉県 千葉県立千葉南高等学校

市原市 市原市立戸田小学校 佐倉市 佐倉市立井野小学校 野田市 野田市立中央小学校 千葉県 千葉県立柏井高等学校

市原市 市原市立若宮小学校 佐倉市 佐倉市立西志津小学校 野田市 野田市立清水台小学校 千葉県 千葉県立犢橋高等学校

市原市 市原市立石塚小学校 佐倉市 佐倉市立間野台小学校 野田市 野田市立山崎小学校 千葉県 千葉県立八千代高等学校

市原市 市原市立白幡小学校 山武市 山武市立日向小学校 野田市 野田市立尾崎小学校 千葉県 千葉県立津田沼高等学校

市原市 市原市立寺谷小学校 山武市 山武市立山武西小学校  野田市 野田市立関宿小学校 千葉県 千葉県立鎌ヶ谷高等学校

市原市 市原市立国分寺台西小学校 山武市 山武市立松尾小学校 野田市 野田市立南部中学校 千葉県 千葉県立市川南高等学校

市原市 市原市立五所小学校 芝山町 芝山町立芝山小学校 富津市 富津市立青堀小学校 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校

市原市 市原市立清水谷小学校 白子町 白子町立南白亀小学校 富津市 富津市立富津中学校 千葉県 千葉県立柏中央高等学校

市原市 市原市立ちはら台桜小学校 白井市 白井市立白井第一小学校 船橋市 船橋市立法典小学校 千葉県 千葉県立匝瑳高等学校

印西市 印西市立平賀小学校 白井市 白井市立白井第二小学校 船橋市 船橋市立塚田小学校 千葉県 千葉県立大原高等学校

印西市 印西市立本埜第一小学校 白井市 白井市立大山口小学校 船橋市 船橋市立南本町小学校 千葉県 千葉県立君津高等学校

印西市 印西市立滝野小学校 白井市 白井市立南山小学校 船橋市 船橋市立行田西小学校 千葉県 千葉県立京葉高等学校

浦安市 浦安市立富岡小学校 白井市 白井市立七次台小学校 船橋市 船橋市立八木ヶ谷北小学校 千葉県 千葉県立八千代特別支援学校

浦安市 浦安市立東小学校 白井市 白井市立桜台小学校 船橋市 船橋市立法典西小学校 千葉県 千葉県立松戸特別支援学校

浦安市 浦安市立高洲北小学校 匝瑳市 匝瑳市立八日市場小学校 船橋市 船橋市立湊中学校 千葉県 千葉県立印旛特別支援学校

浦安市 浦安市立明海南小学校 匝瑳市 匝瑳市立須賀小学校 船橋市 船橋市立宮本中学校 千葉県 千葉県立八日市場特別支援学校

大網白里市 大網白里市立大網小学校 匝瑳市 匝瑳市立共興小学校 船橋市 船橋市立若松中学校 千葉県 千葉県立東金特別支援学校

大網白里市 大網白里市立瑞穂小学校 匝瑳市 匝瑳市立豊和小学校 船橋市 船橋市立法田中学校 千葉県 千葉県立市原特別支援学校

遊・友スポーツランキングちば　平成３０年度後期協力校
協力校名（小・中・高等学校・特別支援学校　市町村＜五十音順＞別）

協力校名（県立学校）


