
                   2021年7月１日施行ＲＩＤ2790新グループ構成　　　　　添付１－(1)
会員数 　地 会員数 　地

新グループ （現Ｇ） クラブ名 （女性） 　域 新グループ （現G) クラブ名 （女性） 　域
第１G 第１Ｇ 市川 　　41(3) 第６G 第６G 館山 46（4)

第２Ｇ 舩橋 　　30(0) 第６G 鴨川 34(5)
第２Ｇ 舩橋西 　　39(7) 第６G 勝浦 46(6)
第1G 市川東 　　42(2) 第６G 千倉 ４（２）
第１G 市川南     23(2) 第５G 富津中央 37（4)
第２Ｇ 舩橋東 　　30(2) 第６G 鋸南 15（２）
第２Ｇ 舩橋南 　　13(1) 第５G 富津シティー 14(1)
第１G 浦安 　　42(1) 第６G 館山ベイ 24（0)
第１G 市川シビック 　　34(0) 計 ８クラブ 220（24）
第２Ｇ 舩橋みなと 　　19（4) 第７G 第７G 茂原 60(4)
第１G 浦安ベイ 　　15(0) 第７G 東金 20(1)
計 11クラブ 328（22) 第７G 大原 10(1)

第２G 第13G 松戸 　　59（0) 第７G 大多喜 5(1)
第14G 流山 　　14（3) 第７G 成田空港南 32(0)
第13G 松戸東 　　49（0) 第７G 茂原中央 22(2)
第２Ｇ 鎌ヶ谷 　　30（2) 第７G 大網 29（１）
第13G 松戸北 　　33（0) 第７G 東金ビュー 16(1)
第13G 松戸中央 　　42（7) 計 ８クラブ 194(11)
第13G 松戸西 　　30（0) 第８G 第8G 銚子 39(3)
第14G 流山中央 　　22（2) 第９G 佐原 49(0)
計 ８クラブ 279（14) 第8G 旭 43(4)

第３G 第３G 千葉 　102（5) 第8G 八日市場 38(3)
第３G 新千葉 　　55(0) 第9G 小見川 27(0)
第３G 千葉西 　　51（4) 第８G 銚子東 33(2)
第３G 千葉中央 　　26（0) 第9G 佐原香取 24(1)
第４G 千葉港 　　25（4) 計 ７クラブ 253（13)
第３G 千葉幕張 　　37（4) 第９G 第10G 成田 64(4)
第３G 千葉東 　　30（2) 第10G 八街 30(3)
第３G 千葉若潮 　　32（1) 第10G 印西 16（1)
計 ８クラブ 358(20) 第９G 多古 16(0)

第４G 第12G 習志野 　　26(1) 第10G 白井 12(1)
第４G 千葉南 　　47(7) 第10G 冨里 30(0)
第12G 八千代 　　52(0) 第10G 成田ｺｽﾓ 71(0)
第12G 佐倉 　　38(3) 計 ７クラブ 239(9)
第12G 八千代中央 　　23(1) 第10G 第14G 野田 54(6)
第12G 四街道 　　28(4) 第11G 柏 66(10)
第12G 習志野中央 　　50(5) 第11G 我孫子 32(3)
第12G 佐倉中央 　　23(5) 第11G 柏西 64(3)
第４G 千葉北 　　30(4) 第11G 柏東 41(8)
第４G 千葉緑 　　21(1) 第14G 野田東 18(0)
計 10クラブ 338（31） 第11G 柏南 41（９）

第５G 第５G 木更津 　　31（5) 第14G 野田CNTRL 25(1)
第５G 上総 　　15(0) 計 ８クラブ 341(40)
第４G 市原 　　52(4)
第５G 木更津東 　　46(5)
第４G 市原中央 　　47(1)
第５G 君津 　　58（5)
第５G 袖ヶ浦 　　25(4)
計 ７クラブ 274（24)
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