
7月27日（土）　中学校C部門１組（大編成） 7月2８日（日）　中学校C部門２組（大編成） 7月29日（月）　中学校C部門３組

順 団体名 成績 特別賞 順 団体名 成績 特別賞 順 団体名 成績 特別賞

1 成田市立玉造中学校 優秀 1 松戸市立河原塚中学校 優良 1 千葉市立緑町中学校 優秀

2 四街道市立四街道中学校 優良 2 千葉市立都賀中学校 優秀 2 千葉市立小中台中学校 優秀

3 船橋市立御滝中学校 優秀 3 千葉市立幕張本郷中学校 優秀 3 千葉市立山王中学校 優良

4 船橋市立行田中学校 優秀 4 白井市立七次台中学校 優秀 4 八街市立八街南中学校 優秀

5 香取市立佐原中学校 優良 5 成田市立成田中学校 優良 5 千葉市立打瀬中学校 優秀 理事長賞

6 渋谷教育学園幕張中学校 優秀 6 白井市立南山中学校 優秀 理事長賞 6 千葉市立轟町中学校 優良

7 千葉市立幕張中学校 優良 7 木更津市立波岡中学校 優良 7 君津市立周西南中学校 優良

8 千葉市立椿森中学校 優良 8 千葉市立緑が丘中学校 優良 8 千葉市立幸町第一中学校 優良

9 佐倉市立井野中学校 優秀 9 国府台女子学院中学部 優良 9 睦沢町立睦沢中学校 優良

10 船橋市立湊中学校 優秀 10 習志野市立第六中学校 優秀 10 いすみ市立国吉中学校 優秀

11 千葉市立花見川中学校 優良 11 千葉市立幸町第二中学校 優良 11 木更津市立木更津第三中学校 努力賞

12 神崎町立神崎中学校 優良 12 千葉大学教育学部附属中学校 優秀

13 千葉市立大宮中学校 優良 13 千葉市立千草台中学校 優秀

14 千葉市立末広中学校 優良 14 麗澤中学校 優秀

15 千葉市立生浜中学校 優秀 理事長賞 15 千葉市立千城台南中学校 優良

16 多古町立多古中学校 優良 16 南房総市立富山・富浦中学校 優秀 7月29日（月）　高等学校C部門

17 松戸市立新松戸南中学校 優良 17 千葉市立朝日ケ丘中学校 優良 順 団体名 成績 特別賞

1 国府台女子学院高等部 優秀

7月27日（土）　中学校C部門１組（小編成） 7月2８日（日）　中学校C部門２組（小編成） 2 東邦大学付属東邦中学校・高等学校 優秀 理事長賞

順 団体名 成績 特別賞 順 団体名 成績 特別賞 3 県立船橋法典高等学校 優秀

18 君津市立八重原中学校 優秀 18 館山市立第一中学校 優良 4 県立松戸向陽高等学校 優秀

19 袖ヶ浦市立根形中学校 優良 19 千葉市立高洲第一中学校 優良 5 県立佐倉東高等学校 優秀

20 茂原市立南中学校 優良 20 成田市立下総みどり学園 優良 6 県立柏陵高等学校 優良

21 千葉市立千城台西中学校 優良 21 千葉市立高浜中学校 優良 7 県立犢橋高等学校 優良

22 勝浦市立勝浦中学校 優秀 22 南房総市立千倉中学校 優良 8 県立京葉工業高等学校 優良

23 市原市立東海中学校 優良 23 市原市立三和中学校 優秀 9 県立市川工業高等学校 優良

24 成田市立大栄中学校 優秀 24 市原市立菊間中学校 優良 10 県立船橋古和釜高等学校 優秀

25 千葉市立さつきが丘中学校 優良 25 館山市立房南中学校 優良 11 県立姉崎高等学校 優秀

26 富津市立天羽中学校 優良 26 千葉市立松ケ丘中学校 優良 12 県立京葉高等学校 優良

27 流山市立東深井中学校 優秀 理事長賞 27 市原市立有秋中学校 優秀 理事長賞 13 県立船橋北高等学校 優秀

28 白井市立白井中学校 優秀 28 香取市立栗源中学校 優良 14 県立沼南高等学校 優良

29 富里市立富里北中学校 優良 29 船橋市立豊富中学校 優秀 15 県立大原高等学校 優良

30 香取市立佐原第五中学校 優良 30 志学館中等部 優秀 16 県立浦安南高等学校 優良

31 南房総市立嶺南中学校 優秀 31 南房総市立白浜中学校 優秀 17 県立船橋豊富高等学校 優良

32 市原市立市原中学校 優良 32 柏市立手賀中学校 優良 18 県立市原高等学校 優良

33 市原市立姉崎東中学校 優良 33 船橋市立金杉台中学校 優秀 19 県立八街高等学校 優良


