
Ｎｏ． 事務所 Ｎｏ． 事務所 Ｎｏ． 事務所

1 葛南 市川市立塩浜学園(後期） 43 東葛飾 我孫子市立我孫子中学校 新 85 北総 旭市立第一中学校

2 葛南 市川市立東国分中学校 44 東葛飾 我孫子市立湖北中学校 86 北総 香取市立小見川中学校

3 葛南 市川市立第一中学校 45 東葛飾 我孫子市立白山中学校 87 北総 東庄町立東庄中学校 新

4 葛南 市川市立第二中学校 新 46 東葛飾 柏市立富勢中学校 新 88 北総 匝瑳市立八日市場第二中学校

5 葛南 市川市立第四中学校 47 東葛飾 柏市立田中中学校 89 北総 多古町立多古中学校

6 葛南 市川市立第五中学校 48 東葛飾 柏市立柏第二中学校 新 90 北総 銚子市立第三中学校

7 葛南 市川市立第七中学校 新 49 東葛飾 柏市立柏第四中学校 91 東上総 九十九里町立九十九里中学校

8 葛南 市川市立第八中学校 50 東葛飾 柏市立中原中学校 92 東上総 横芝光町立横芝中学校

9 葛南 市川市立下貝塚中学校 51 東葛飾 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 93 東上総 山武市立山武中学校 新

10 葛南 市川市立福栄中学校 52 東葛飾 鎌ケ谷市立第二中学校 94 東上総 山武市立成東中学校

11 葛南 市川市立南行徳中学校 53 東葛飾 鎌ケ谷市立第三中学校 95 東上総 東金市立東金中学校

12 葛南 市川市立妙典中学校 54 東葛飾 鎌ケ谷市立第五中学校 96 東上総 大網白里市立増穂中学校

13 葛南 市川市立高谷中学校 55 東葛飾 松戸市立金ケ作中学校 97 東上総 大網白里市立白里中学校

14 葛南 習志野市立第一中学校 56 東葛飾 松戸市立栗ケ沢中学校 98 東上総 大網白里市立大網中学校 新

15 葛南 習志野市立第二中学校 57 東葛飾 松戸市立常盤平中学校 99 東上総 茂原市立東中学校 新

16 葛南 習志野市立第三中学校 58 東葛飾 松戸市立古ケ崎中学校 100 東上総 茂原市立茂原中学校

17 葛南 習志野市立第四中学校 59 東葛飾 野田市立木間ケ瀬中学校 101 東上総 一宮町立一宮中学校

18 葛南 習志野市立第五中学校 60 東葛飾 野田市立南部中学校 102 東上総 一宮町立一宮小学校

19 葛南 習志野市立第六中学校 61 東葛飾 野田市立二川中学校 103 東上総 長生村立長生中学校 新

20 葛南 浦安市立堀江中学校 62 東葛飾 野田市立福田中学校 新 104 東上総 大多喜町立大多喜中学校

21 葛南 浦安市立浦安中学校 63 東葛飾 流山市立南流山中学校 105 南房総 鴨川市立鴨川中学校

22 葛南 浦安市立美浜中学校 64 東葛飾 流山市立常盤松中学校 106 南房総 館山市立第二中学校

23 葛南 船橋市立大穴中学校 65 東葛飾 流山市立八木中学校 新 107 南房総 南房総市立三芳中学校 新

24 葛南 船橋市立七林中学校 66 東葛飾 流山市立東深井中学校 108 南房総 君津市立君津中学校

25 葛南 船橋市立旭中学校 67 東葛飾 流山市立東部中学校 109 南房総 君津市立周西南中学校

26 葛南 船橋市立海神中学校 68 東葛飾 流山市立南部中学校 110 南房総 市原市立市原中学校 新

27 葛南 船橋市立葛飾中学校 69 東葛飾 流山市立北部中学校 111 南房総 市原市立姉崎中学校

28 葛南 船橋市立宮本中学校 70 北総 栄町立栄中学校 112 南房総 市原市立菊間中学校

29 葛南 船橋市立御滝中学校 71 北総 佐倉市立臼井中学校 113 南房総 市原市立五井中学校

30 葛南 船橋市立行田中学校 72 北総 佐倉市立臼井南中学校 114 南房総 市原市立辰巳台中学校

31 葛南 船橋市立高根台中学校 73 北総 佐倉市立志津中学校 115 南房総 市原市立双葉中学校

32 葛南 船橋市立三田中学校 74 北総 佐倉市立西志津中学校 新 116 南房総 市原市立八幡中学校

33 葛南 船橋市立習志野台中学校 75 北総 酒々井町立酒々井中学校 117 南房総 市原市立若葉中学校

34 葛南 船橋市立船橋中学校 76 北総 白井市立大山口中学校 118 南房総 袖ケ浦市立蔵波中学校

35 葛南 船橋市立前原中学校 77 北総 白井市立南山中学校 119 南房総 袖ケ浦市立平川中学校

36 葛南 船橋市立二宮中学校 78 北総 富里市立富里中学校 120 南房総 富津市立富津中学校

37 葛南 船橋市立八木が谷中学校 79 北総 富里市立富里北中学校 新 121 南房総 富津市立天羽中学校 新

38 葛南 船橋市立法田中学校 80 北総 成田市立大栄中学校 122 南房総 木更津市立木更津第一中学校

39 葛南 八千代市立阿蘇中学校 81 北総 成田市立西中学校 123 南房総 木更津市立木更津第二中学校

40 葛南 八千代市立大和田中学校 82 北総 印西市立原山中学校 124 南房総 木更津市立富来田中学校

41 葛南 八千代市立高津中学校 83 北総 八街市立八街中学校 125 南房総 木更津市立太田中学校

42 東葛飾 我孫子市立湖北台中学校 84 北総 四街道市立四街道西中学校
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