
学校名
1 港南台第一小学校

横浜市立 2 小菅ヶ谷小学校
横浜市立 3 高田小学校
横浜市立 4 永田台小学校
横浜市立 5 東小学校
横浜市立 6 日吉台小学校
横浜市立 7 本牧小学校
横浜市立 8 南戸塚小学校
横浜市立 9 南山田小学校
横浜市立 10 岡津中学校
横浜市立 11 桂台中学校
横浜市立 12 金沢中学校
横浜市立 13 希望が丘中学校
横浜市立 14 小山台中学校
横浜市立 15 新羽中学校
横浜市立 16 都田中学校
横浜市立 17 富岡中学校
横浜市立 18 中田中学校
横浜市立 19 永田中学校
横浜市立 20 西中学校
横浜市立 21 根岸中学校
横浜市立 22 早渕中学校
横浜市立 23 東永谷中学校
横浜市立 24 平戸中学校
横浜市立 25 蒔田中学校
横浜市立 26 南希望が丘中学校
横浜市立 27 みなと総合高等学校
横浜市立 28 横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校
横浜市立 29 上菅田特別支援学校

計 29 校
1 麻生小学校

川崎市立 2 旭町小学校
川崎市立 3 有馬小学校
川崎市立 4 井田小学校
川崎市立 5 今井小学校
川崎市立 6 柿生小学校
川崎市立 7 片平小学校
川崎市立 8 上丸子小学校
川崎市立 9 苅宿小学校
川崎市立 10 川崎小学校
川崎市立 11 木月小学校
川崎市立 12 京町小学校
川崎市立 13 幸町小学校
川崎市立 14 坂戸小学校
川崎市立 15 鷺沼小学校
川崎市立 16 子母口小学校
川崎市立 17 下小田中小学校
川崎市立 18 下布田小学校
川崎市立 19 下沼部小学校
川崎市立 20 下平間小学校
川崎市立 21 宿河原小学校
川崎市立 22 新作小学校

23 新町小学校
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学校名地区

24 菅生小学校
川崎市立 25 菅小学校
川崎市立 26 大師小学校
川崎市立 27 平小学校
川崎市立 28 高津小学校
川崎市立 29 戸手小学校
川崎市立 30 殿町小学校
川崎市立 31 長沢小学校
川崎市立 32 中野島小学校
川崎市立 33 南原小学校
川崎市立 34 西有馬小学校
川崎市立 35 西菅小学校
川崎市立 36 西野川小学校
川崎市立 37 登戸小学校
川崎市立 38 稗原小学校
川崎市立 39 東生田小学校
川崎市立 40 東小田小学校
川崎市立 41 東門前小学校
川崎市立 42 久末小学校
川崎市立 43 久地小学校
川崎市立 44 久本小学校
川崎市立 45 古市場小学校
川崎市立 46 南生田小学校
川崎市立 47 南河原小学校
川崎市立 48 南野川小学校
川崎市立 49 南百合丘小学校
川崎市立 50 宮内小学校
川崎市立 51 宮崎台小学校
川崎市立 52 宮前小学校
川崎市立 53 宮前平小学校
川崎市立 54 御幸小学校
川崎市立 55 夢見ヶ崎小学校
川崎市立 56 百合丘小学校
川崎市立 57 有馬中学校
川崎市立 58 今井中学校
川崎市立 59 柿生中学校
川崎市立 60 京町中学校
川崎市立 61 桜本中学校
川崎市立 62 白鳥中学校
川崎市立 63 菅生中学校
川崎市立 64 菅中学校
川崎市立 65 平中学校
川崎市立 66 塚越中学校
川崎市立 67 中原中学校
川崎市立 68 西高津中学校
川崎市立 69 西中原中学校
川崎市立 70 野川中学校
川崎市立 71 はるひ野中学校
川崎市立 72 東高津中学校
川崎市立 73 東橘中学校
川崎市立 74 富士見中学校
川崎市立 75 宮前平中学校
川崎市立 76 御幸中学校
川崎市立 77 臨港中学校

78 川崎総合科学高等学校

川崎市教育委員会
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学校名地区

79 高津高等学校
川崎市立 80 橘高等学校
川崎市立 81 田島支援学校
川崎市立 82 中央支援学校分教室

計 82 校
1 相原小学校

相模原市立 2 青葉小学校
相模原市立 3 大沼小学校
相模原市立 4 大野台中央小学校
相模原市立 5 鹿島台小学校
相模原市立 6 川尻小学校
相模原市立 7 くぬぎ台小学校
相模原市立 8 桜台小学校
相模原市立 9 清新小学校
相模原市立 10 田名北小学校
相模原市立 11 当麻田小学校
相模原市立 12 中野小学校
相模原市立 13 根小屋小学校
相模原市立 14 広田小学校
相模原市立 15 藤野北小学校
相模原市立 16 淵野辺小学校
相模原市立 17 淵野辺東小学校
相模原市立 18 星が丘小学校
相模原市立 19 緑台小学校
相模原市立 20 相原中学校
相模原市立 21 内出中学校
相模原市立 22 大野台中学校
相模原市立 23 共和中学校
相模原市立 24 串川中学校
相模原市立 25 新町中学校
相模原市立 26 谷口中学校
相模原市立 27 東林中学校
相模原市立 28 鳥屋中学校
相模原市立 29 内郷中学校
相模原市立 30 北相中学校
横須賀市立 31 緑が丘中学校
鎌倉市立 32 弥栄中学校

計 32 校
1 粟田小学校

横須賀市立 2 大楠小学校
横須賀市立 3 公郷小学校
横須賀市立 4 神明小学校
横須賀市立 5 根岸小学校
横須賀市立 6 走水小学校
横須賀市立 7 望洋小学校
横須賀市立 8 馬堀小学校
横須賀市立 9 森崎小学校
横須賀市立 10 明浜小学校
横須賀市立 11 田浦中学校

計 11 校
湘南三浦教育事務所 鎌倉市立 1 玉縄中学校

鎌倉市立 2 手広中学校
鎌倉市立 3 深沢中学校
藤沢市立 4 大庭小学校
藤沢市立 5 亀井野小学校

相模原市教育委員会

横須賀市教育委員会

川崎市教育委員会
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学校名地区

湘南三浦教育事務所 藤沢市立 6 鵠洋小学校
藤沢市立 7 御所見小学校
藤沢市立 8 駒寄小学校
藤沢市立 9 湘南台小学校
藤沢市立 10 大道小学校
藤沢市立 11 長後小学校
藤沢市立 12 中里小学校
藤沢市立 13 藤沢小学校
藤沢市立 14 六会小学校
藤沢市立 15 大清水中学校
藤沢市立 16 大庭中学校
藤沢市立 17 御所見中学校
藤沢市立 18 湘洋中学校
藤沢市立 19 長後中学校
藤沢市立 20 羽鳥中学校
藤沢市立 21 村岡中学校
藤沢市立 22 明治中学校
茅ヶ崎市立 23 赤羽根中学校
茅ヶ崎市立 24 梅田中学校
茅ヶ崎市立 25 円蔵中学校
茅ヶ崎市立 26 鶴が台中学校
茅ヶ崎市立 27 西浜中学校
茅ヶ崎市立 28 北陽中学校
茅ヶ崎市立 29 松浪中学校
逗子市立 30 沼間小学校
逗子市立 31 久木中学校
三浦市立 32 南下浦中学校
葉山町立 33 葉山中学校
寒川町立 34 小谷小学校
寒川町立 35 寒川小学校

計 35 校
県央教育事務所 厚木市立 1 愛甲小学校

厚木市立 2 厚木小学校
厚木市立 3 厚木第二小学校
厚木市立 4 飯山小学校
厚木市立 5 依知南小学校
厚木市立 6 荻野小学校
厚木市立 7 上依知小学校
厚木市立 8 上荻野小学校
厚木市立 9 北小学校
厚木市立 10 小鮎小学校
厚木市立 11 清水小学校
厚木市立 12 玉川小学校
厚木市立 13 妻田小学校
厚木市立 14 緑ケ丘小学校
厚木市立 15 南毛利小学校
厚木市立 16 相川中学校
厚木市立 17 依知中学校
厚木市立 18 荻野中学校
厚木市立 19 睦合東中学校
大和市立 20 つきみ野中学校
大和市立 21 引地台中学校
大和市立 22 光丘中学校
大和市立 23 大和中学校
海老名市立 24 今泉中学校
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県央教育事務所 海老名市立 25 海老名中学校
海老名市立 26 柏ケ谷中学校
座間市立 27 栗原小学校
座間市立 28 相模が丘小学校
座間市立 29 相模野小学校
座間市立 30 座間小学校
座間市立 31 中原小学校
座間市立 32 東原小学校
座間市立 33 ひばりが丘小学校
座間市立 34 栗原中学校
座間市立 35 座間中学校
座間市立 36 西中学校
綾瀬市立 37 綾瀬小学校
綾瀬市立 38 土棚小学校
綾瀬市立 39 寺尾小学校
綾瀬市立 40 天台小学校
綾瀬市立 41 綾南小学校
愛川町立 42 菅原小学校
愛川町立 43 高峰小学校
愛川町立 44 中津第二小学校
愛川町立 45 半原小学校
愛川町立 46 愛川中学校
愛川町立 47 愛川中原中学校
清川村立 48 緑小学校
清川村立 49 宮ヶ瀬小学校
清川村立 50 緑中学校
清川村立 51 宮ヶ瀬中学校

計 51 校
中教育事務所 平塚市立 1 大原小学校

平塚市立 2 岡崎小学校
平塚市立 3 勝原小学校
平塚市立 4 金目小学校・中学校　五領ヶ台分校
平塚市立 5 神田小学校
平塚市立 6 相模小学校
平塚市立 7 城島小学校
平塚市立 8 崇善小学校
平塚市立 9 豊田小学校
平塚市立 10 なでしこ小学校
平塚市立 11 南原小学校
平塚市立 12 花水小学校
平塚市立 13 松が丘小学校
平塚市立 14 松延小学校
平塚市立 15 真土小学校
平塚市立 16 みずほ小学校
平塚市立 17 横内小学校
平塚市立 18 大住中学校
平塚市立 19 大野中学校
平塚市立 20 金目中学校
平塚市立 21 神田中学校
平塚市立 22 旭陵中学校
平塚市立 23 金旭中学校
平塚市立 24 江陽中学校
平塚市立 25 神明中学校
平塚市立 26 太洋中学校
平塚市立 27 土沢中学校
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中教育事務所 平塚市立 28 中原中学校
平塚市立 29 山城中学校
平塚市立 30 横内中学校
秦野市立 31 大根小学校
秦野市立 32 北小学校
秦野市立 33 渋沢小学校
秦野市立 34 東小学校
秦野市立 35 南が丘小学校
秦野市立 36 南小学校
秦野市立 37 本町小学校
秦野市立 38 北中学校
秦野市立 39 西中学校
秦野市立 40 本町中学校
秦野市立 41 南が丘中学校
伊勢原市立 42 伊勢原小学校
伊勢原市立 43 大田小学校
伊勢原市立 44 桜台小学校
伊勢原市立 45 高部屋小学校
伊勢原市立 46 竹園小学校
伊勢原市立 47 比々多小学校
伊勢原市立 48 緑台小学校
伊勢原市立 49 伊勢原中学校
伊勢原市立 50 成瀬中学校
大磯町立 51 大磯小学校
大磯町立 52 国府小学校
二宮町立 53 二宮小学校
二宮町立 54 山西小学校
二宮町立 55 二宮中学校
二宮町立 56 二宮西中学校

計 56 校
県西教育事務所 南足柄市立 1 南足柄小学校

南足柄市立 2 向田小学校
南足柄市立 3 足柄台中学校
大井町立 4 相和小学校
松田町立 5 松田小学校
松田町立 6 寄小学校
松田町立 7 松田中学校
松田町立 8 寄中学校
山北町立 9 三保小学校
開成町立 10 開成小学校
開成町立 11 開成南小学校
開成町立 12 文命中学校
小田原市立 13 足柄小学校
小田原市立 14 芦子小学校
小田原市立 15 大窪小学校
小田原市立 16 国府津小学校
小田原市立 17 桜井小学校
小田原市立 18 下曽我小学校
小田原市立 19 下中小学校
小田原市立 20 下府中小学校
小田原市立 21 千代小学校
小田原市立 22 富水小学校
小田原市立 23 早川小学校
小田原市立 24 東富水小学校
小田原市立 25 富士見小学校
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県西教育事務所 小田原市立 26 報徳小学校
小田原市立 27 前羽小学校
小田原市立 28 泉中学校
小田原市立 29 城南中学校
小田原市立 30 千代中学校
箱根町立 31 箱根の森小学校
箱根町立 32 湯本小学校
箱根町立 33 箱根中学校
真鶴町立 34 まなづる小学校
真鶴町立 35 真鶴中学校
湯河原町立 36 東台福浦小学校
湯河原町立 37 湯河原中学校

計 37 校
県立 中等教育学校・高等学校 1 愛川高等学校

中等教育学校・高等学校 2 厚木高等学校
中等教育学校・高等学校 3 厚木商業高等学校
中等教育学校・高等学校 4 磯子工業高等学校
中等教育学校・高等学校 5 荏田高等学校
中等教育学校・高等学校 6 柏陽高等学校
中等教育学校・高等学校 7 金井高等学校
中等教育学校・高等学校 8 神奈川総合高等学校
中等教育学校・高等学校 9 神奈川総合産業高等学校
中等教育学校・高等学校 10 金沢総合高等学校
中等教育学校・高等学校 11 釜利谷高等学校
中等教育学校・高等学校 12 上溝南高等学校
中等教育学校・高等学校 13 港北高等学校
中等教育学校・高等学校 14 相模田名高等学校
中等教育学校・高等学校 15 相模原高等学校
中等教育学校・高等学校 16 座間高等学校
中等教育学校・高等学校 17 座間総合高等学校
中等教育学校・高等学校 18 寒川高等学校
中等教育学校・高等学校 19 湘南高等学校
中等教育学校・高等学校 20 城山高等学校
中等教育学校・高等学校 21 逗子高等学校
中等教育学校・高等学校 22 高浜高等学校
中等教育学校・高等学校 23 田奈高等学校
中等教育学校・高等学校 24 多摩高等学校
中等教育学校・高等学校 25 茅ヶ崎北陵高等学校
中等教育学校・高等学校 26 鶴見総合高等学校
中等教育学校・高等学校 27 二宮高等学校
中等教育学校・高等学校 28 白山高等学校
中等教育学校・高等学校 29 秦野総合高等学校
中等教育学校・高等学校 30 平塚工科高等学校
中等教育学校・高等学校 31 平塚江南高等学校
中等教育学校・高等学校 32 平塚商業高等学校
中等教育学校・高等学校 33 平塚湘風高等学校
中等教育学校・高等学校 34 平塚農業高等学校
中等教育学校・高等学校 35 平塚農業高等学校初声分校
中等教育学校・高等学校 36 二俣川看護福祉高等学校
中等教育学校・高等学校 37 大和南高等学校
中等教育学校・高等学校 38 横須賀明光高等学校
中等教育学校・高等学校 39 横浜修悠館高等学校
中等教育学校・高等学校 40 横浜南陵高等学校
中等教育学校・高等学校 41 横浜緑ケ丘高等学校
中等教育学校・高等学校 42 吉田島高等学校
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県立 特別支援 43 麻生養護学校
県立 44 岩戸養護学校
県立 45 津久井養護学校
県立 46 みどり養護学校

計 46 校
私立 小学校 1 湘南白百合学園小学校

小学校 2 森村学園初等部
小学校 3 横浜雙葉小学校

計 3 校
中学校・高等学校 1 青山学院横浜英和中学校・高等学校
中学校・高等学校 2 アレセイア湘南中学校・高等学校
中学校・高等学校 3 学校法人桐光学園　中学校・高等学校
中学校・高等学校 4 神奈川学園中学校・高等学校
中学校・高等学校 5 神奈川大学附属中学校・高等学校
中学校・高等学校 6 鎌倉女学院中学校・高等学校
中学校・高等学校 7 鎌倉女子大学中等部・高等部
中学校・高等学校 8 北鎌倉女子学園中学校・高等学校
中学校・高等学校 9 鵠沼高等学校
中学校・高等学校 10 慶應義塾普通部
中学校・高等学校 11 向上高等学校
中学校・高等学校 12 自修館中等教育学校
中学校・高等学校 13 湘南学院高等学校
中学校・高等学校 14 湘南白百合学園中学校・高等学校
中学校・高等学校 15 清泉女学院中学高等学校
中学校・高等学校 16 聖和学院中学校・髙等学校
中学校・高等学校 17 洗足学園中学校・高等学校
中学校・高等学校 18 高木学園女子高等学校
中学校・高等学校 19 立花学園高等学校
中学校・高等学校 20 中央大学附属横浜中学校・高等学校
中学校・高等学校 21 桐蔭学園中学校
中学校・高等学校 22 桐蔭学園中等教育学校
中学校・高等学校 23 白鵬女子高等学校
中学校・高等学校 24 藤嶺学園藤沢中学校・高等学校
中学校・高等学校 25 横浜共立学園中学校・高等学校
中学校・高等学校 26 横浜清風高等学校
中学校・高等学校 27 横浜創英中学校・高等学校
中学校・高等学校 28 横浜富士見丘学園中等教育学校

計 28 校
その他 幼稚園 1 学校法人南学園　南幼稚園

計 1 校
合計 411 校
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