
学校名

1 大子地区 大子町立大子幼稚園

2 水戸地区 常磐大学幼稚園

3 水戸地区 水戸市立飯富幼稚園

4 県西地区 さくらこども園

5 県西地区 くくや台幼稚園

6 県西地区 富士見幼稚園

1 水戸地区 はーとぴあ保育園

2 水戸地区 はーとぴあ保育園　桜ノ牧

3 県南地区 ハートピア保育園石岡

4 県東地区 北浦保育園

1 北茨城地区 北茨城市立中郷第一小学校

2 北茨城地区 北茨城市立中郷第二小学校

3 北茨城地区 北茨城市立石岡小学校

4 北茨城地区 北茨城市立精華小学校

5 北茨城地区 北茨城市立明徳小学校

6 北茨城地区 北茨城市立中妻小学校

7 北茨城地区 北茨城市立華川小学校

8 北茨城地区 北茨城市立関南小学校

9 北茨城地区 北茨城市立大津小学校

10 北茨城地区 北茨城市立平潟小学校

11 北茨城地区 北茨城市立関本小学校

12 北茨城地区 高萩市立高萩小学校

13 北茨城地区 高萩市立松岡小学校

14 大子地区 大子町立生瀬小学校

15 大子地区 大子町立依上小学校

16 大子地区 大子町立だいご小学校

17 大子地区 大子町立袋田小学校

18 大子地区 大子町立上小川小学校

19 大子地区 大子町立さはら小学校

20 日立地区 日立市立助川小学校

21 日立地区 日立市立会瀬小学校

22 日立地区 日立市立宮田小学校

23 日立地区 日立市立中小路小学校

24 日立地区 日立市立大久保小学校

保育園

小学校
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25 日立地区 日立市立河原子小学校

26 日立地区 日立市立油縄子小学校

27 日立地区 日立市立成沢小学校

28 日立地区 日立市立大沼小学校

29 日立地区 日立市立日高小学校

30 日立地区 日立市立坂本小学校

31 日立地区 日立市立東小沢小学校

32 日立地区 日立市立中里小学校

33 日立地区 日立市立豊浦小学校

34 日立地区 日立市立諏訪小学校

35 日立地区 日立市立金沢小学校

36 日立地区 日立市立滑川小学校

37 日立地区 日立市立大みか小学校

38 日立地区 日立市立田尻小学校

39 日立地区 日立市立塙山小学校

40 日立地区 日立市立櫛形小学校

41 日立地区 日立市立山部小学校

42 日立地区 日立市立仲町小学校

43 日立地区 日立市立水木小学校

44 日立地区 日立市立久慈小学校

45 日立地区 常陸太田市立太田小学校

46 日立地区 常陸太田市立幸久小学校

47 水戸地区 水戸市立三の丸小学校

48 水戸地区 水戸市立新荘小学校

49 水戸地区 水戸市立寿小学校

50 水戸地区 水戸市立吉田小学校

51 水戸地区 水戸市立上中妻小学校

52 水戸地区 水戸市立大場小学校

53 水戸地区 水戸市立常磐小学校

54 水戸地区 水戸市立吉沢小学校

55 水戸地区 水戸市立飯富小学校

56 水戸地区 水戸市立堀原小学校

57 水戸地区 笠間市立笠間小学校

58 水戸地区 笠間市立稲田小学校

59 水戸地区 笠間市立北川根小学校

60 水戸地区 ひたちなか市立中根小学校

61 水戸地区 ひたちなか市立堀口小学校
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62 水戸地区 常陸大宮市立大宮北小学校

63 水戸地区 常陸大宮市立美和小学校

64 水戸地区 常陸大宮市立緒川小学校

65 水戸地区 常陸大宮市立山方南小学校

66 水戸地区 常陸大宮市立山方小学校

67 水戸地区 那珂市立横堀小学校

68 水戸地区 那珂市立菅谷東小学校

69 水戸地区 那珂市立額田小学校

70 水戸地区 那珂市立菅谷西小学校

71 水戸地区 那珂市立菅谷小学校

72 水戸地区 那珂市立瓜連小学校

73 水戸地区 東海村立白方小学校

74 水戸地区 東海村立照沼小学校

75 水戸地区 東海村立中丸小学校

76 水戸地区 東海村立石神小学校

77 水戸地区 東海村立舟石川小学校

78 水戸地区 東海村立村松小学校

79 水戸地区 城里町立桂小学校

80 県東地区 鹿嶋市立大同東小学校

81 県東地区 鹿嶋市立中野東小学校

82 県東地区 鹿嶋市立三笠小学校

83 県東地区 鹿嶋市立鉢形小学校

84 県東地区 鉾田市立旭東小学校

85 県東地区 鉾田市立旭南小学校

86 県東地区 鉾田市立旭西小学校

87 県東地区 鉾田市立旭北小学校

88 県東地区 鉾田市立上島東小学校

89 県東地区 鉾田市立上島西小学校

90 県東地区 鉾田市立白鳥東小学校

91 県東地区 鉾田市立白鳥西小学校

92 県東地区 鉾田市立鉾田北小学校

93 県東地区 鉾田市立鉾田南小学校

94 県東地区 潮来市立潮来小学校

95 県東地区 潮来市立津知小学校

96 県東地区 潮来市立大生原小学校

97 県東地区 潮来市立延方小学校

98 県東地区 潮来市立日の出小学校
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99 県東地区 潮来市立牛堀小学校

100 県東地区 行方市立麻生小学校

101 県東地区 行方市立麻生東小学校

102 県東地区 行方市立玉造小学校

103 県東地区 行方市立北浦小学校

104 県南地区 土浦市立土浦小学校

105 県南地区 土浦市立下高津小学校

106 県南地区 土浦市立東小学校

107 県南地区 土浦市立大岩田小学校

108 県南地区 土浦市立真鍋小学校

109 県南地区 土浦市立都和小学校

110 県南地区 土浦市立荒川沖小学校

111 県南地区 土浦市立中村小学校

112 県南地区 土浦市立土浦第二小学校

113 県南地区 土浦市立上大津東小学校

114 県南地区 土浦市立神立小学校

115 県南地区 土浦市立右籾小学校

116 県南地区 土浦市立都和南小学校

117 県南地区 土浦市立乙戸小学校

118 県南地区 土浦市立菅谷小学校

119 県南地区 石岡市立園部小学校

120 県南地区 石岡市立東成井小学校

121 県南地区 石岡市立瓦会小学校

122 県南地区 石岡市立林小学校

123 県南地区 石岡市立恋瀬小学校

124 県南地区 石岡市立葦穂小学校

125 県南地区 石岡市立吉生小学校

126 県南地区 石岡市立柿岡小学校

127 県南地区 石岡市立小幡小学校

128 県南地区 石岡市立小桜小学校

129 県南地区 つくば市立東小学校

130 県南地区 つくば市立谷田部小学校

131 県南地区 つくば市立九重小学校

132 県南地区 龍ケ崎市立馴柴小学校

133 県南地区 龍ケ崎市立八原小学校

134 県南地区 牛久市立牛久第二小学校

135 県南地区 稲敷市立阿波小学校
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136 県南地区 利根町立文小学校

137 県西地区 結城市立江川南小学校

138 県西地区 常総市立絹西小学校

139 県西地区 筑西市立五所小学校

140 県西地区 坂東市立七重小学校

141 県西地区 坂東市立弓馬田小学校

142 県西地区 坂東市立飯島小学校

143 県西地区 坂東市立神大実小学校

144 県西地区 坂東市立岩井第一小学校

145 県西地区 坂東市立岩井第二小学校

146 県西地区 坂東市立七郷小学校

147 県西地区 坂東市立中川小学校

148 県西地区 坂東市立長須小学校

149 県西地区 坂東市立生子菅小学校

150 県西地区 坂東市立逆井山小学校

151 県西地区 坂東市立沓掛小学校

152 県西地区 坂東市立内野山小学校

153 県西地区 五霞町立五霞東小学校

154 県西地区 五霞町立五霞西小学校

155 県西地区 境町立境小学校

156 県西地区 境町立長田小学校

157 県西地区 境町立猿島小学校

158 県西地区 境町立森戸小学校

159 県西地区 境町立静小学校

160 県西地区 古河市立古河第六小学校

1 北茨城地区 北茨城市立中郷中学校

2 北茨城地区 北茨城市立磯原中学校

3 北茨城地区 北茨城市立華川中学校

4 北茨城地区 北茨城市立常北中学校

5 北茨城地区 北茨城市立関本中学校

6 北茨城地区 高萩市立高萩中学校

7 北茨城地区 高萩市立秋山中学校

8 大子地区 大子町立大子中学校

9 大子地区 大子町立生瀬中学校

10 大子地区 大子町立大子西中学校

11 大子地区 大子町立南中学校

中学校



学校名

JRC加盟校一覧　　　（令和3年3月現在）

12 日立地区 日立市立平沢中学校

13 日立地区 日立市立駒王中学校

14 日立地区 日立市立多賀中学校

15 日立地区 日立市立泉丘中学校

16 日立地区 日立市立日高中学校

17 日立地区 日立市立久慈中学校

18 日立地区 日立市立中里中学校

19 日立地区 日立市立豊浦中学校

20 日立地区 日立市立河原子中学校

21 日立地区 日立市立滑川中学校

22 日立地区 日立市立十王中学校

23 日立地区 日立市立大久保中学校

24 日立地区 日立市立助川中学校

25 日立地区 日立市立坂本中学校

26 日立地区 日立市立台原中学校

27 日立地区 常陸太田市立瑞竜中学校

28 日立地区 常陸太田市立水府中学校

29 水戸地区 水戸市立第一中学校

30 水戸地区 水戸市立第二中学校

31 水戸地区 水戸市立緑岡中学校

32 水戸地区 水戸市立第四中学校

33 水戸地区 水戸市立赤塚中学校

34 水戸地区 水戸市立見川中学校

35 水戸地区 水戸市立双葉台中学校

36 水戸地区 水戸市立笠原中学校

37 水戸地区 水戸市立常澄中学校

38 水戸地区 水戸市立内原中学校

39 水戸地区 笠間市立笠間中学校

40 水戸地区 笠間市立稲田中学校

41 水戸地区 笠間市立友部第二中学校

42 水戸地区 ひたちなか市立阿字ケ浦中学校

43 水戸地区 ひたちなか市立勝田第二中学校

44 水戸地区 ひたちなか市立勝田第三中学校

45 水戸地区 那珂市立第一中学校

46 水戸地区 那珂市立第四中学校

47 水戸地区 東海村立東海中学校

48 水戸地区 東海村立東海南中学校
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49 水戸地区 小美玉市立小川南中学校

50 水戸地区 茨城町立明光中学校

51 水戸地区 大洗町立南中学校

52 水戸地区 城里町立常北中学校

53 県東地区 鹿嶋市立大野中学校

54 県東地区 鹿嶋市立高松中学校

55 県東地区 鉾田市立鉾田南中学校

56 県東地区 潮来市立潮来第一中学校

57 県東地区 潮来市立潮来第二中学校

58 県東地区 潮来市立日の出中学校

59 県東地区 潮来市立牛堀中学校

60 県東地区 行方市立麻生中学校

61 県東地区 行方市立北浦中学校

62 県東地区 行方市立玉造中学校

63 県南地区 土浦市立土浦第一中学校

64 県南地区 土浦市立土浦第二中学校

65 県南地区 土浦市立土浦第三中学校

66 県南地区 土浦市立土浦第四中学校

67 県南地区 土浦市立土浦第五中学校

68 県南地区 土浦市立土浦第六中学校

69 県南地区 土浦市立都和中学校

70 県南地区 常総学院中学校

71 県南地区 石岡市立石岡中学校

72 県南地区 石岡市立園部中学校

73 県南地区 石岡市立八郷中学校

74 県南地区 龍ケ崎市立城西中学校

75 県南地区 龍ヶ崎市立城南中学校

76 県南地区 龍ケ崎市立中根台中学校

77 県南地区 取手市立取手第二中学校

78 県南地区 つくば市立谷田部中学校

79 県西地区 結城市立結城中学校

80 県西地区 結城市立結城南中学校

81 県西地区 下妻市立東部中学校

82 県西地区 常総市立水海道中学校

83 県西地区 筑西市立下館中学校

84 県西地区 坂東市立東中学校

85 県西地区 坂東市立岩井中学校
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86 県西地区 坂東市立南中学校

87 県西地区 坂東市立猿島中学校

88 県西地区 桜川市立岩瀬東中学校

89 県西地区 五霞町立五霞中学校

90 県西地区 境町立境第一中学校

91 県西地区 境町立境第二中学校

92 県西地区 古河市立古河第一中学校

93 県西地区 古河市立総和南中学校

94 県西地区 古河市立三和東中学校

95 県西地区 古河市立三和中学校

1 北茨城地区 県立磯原郷英高等学校

2 北茨城地区 県立高萩高等学校

3 大子地区 県立大子清流高等学校

4 日立地区 県立日立第一高等学校

5 日立地区 県立日立第二高等学校

6 日立地区 県立日立工業高等学校

7 日立地区 県立多賀高等学校

8 日立地区 県立日立商業高等学校

9 日立地区 県立日立北高等学校

10 日立地区 明秀学園日立高等学校

11 日立地区 茨城キリスト教学園高等学校

12 日立地区 翔洋学園高等学校

13 水戸地区 太田西山高等学校

14 水戸地区 県立太田第一高等学校

15 水戸地区 県立太田第二高等学校

16 水戸地区 県立佐竹高等学校

17 水戸地区 県立小瀬高等学校

18 水戸地区 県立常陸大宮高等学校

19 水戸地区 県立水戸第一高等学校

20 水戸地区 県立水戸第二高等学校

21 水戸地区 県立水戸第三高等学校

22 水戸地区 県立緑岡高等学校

23 水戸地区 県立水戸農業高等学校

24 水戸地区 県立水戸工業高等学校

25 水戸地区 県立水戸商業高等学校

26 水戸地区 県立水戸桜ノ牧高等学校

高等学校
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27 水戸地区 県立勝田高等学校

28 水戸地区 県立勝田工業高等学校

29 水戸地区 県立佐和高等学校

30 水戸地区 県立那珂湊高等学校

31 水戸地区 県立笠間高等学校

32 水戸地区 県立友部高等学校

33 水戸地区 県立大洗高等学校

34 水戸地区 県立東海高等学校

35 水戸地区 県立茨城東高等学校

36 水戸地区 県立那珂高等学校

37 水戸地区 常磐大学高等学校

38 水戸地区 大成女子高等学校

39 水戸地区 茨城高等学校

40 水戸地区 水戸啓明高等学校

41 水戸地区 水戸女子高等学校

42 水戸地区 水戸平成学園高等学校

43 県東地区 県立波崎高等学校

44 県東地区 県立鹿島灘高等学校

45 県東地区 県立玉造工業高等学校

46 県東地区 県立麻生高等学校

47 県東地区 県立潮来高等学校

48 県南地区 県立土浦第一高等学校

49 県南地区 県立土浦第二高等学校

50 県南地区 県立土浦工業高等学校

51 県南地区 県立石岡第一高等学校

52 県南地区 県立江戸崎総合高等学校

53 県南地区 県立取手第二高等学校

54 県南地区 県立藤代高等学校

55 県南地区 県立牛久栄進高等学校

56 県南地区 県立筑波高等学校

57 県南地区 県立竹園高等学校

58 県南地区 県立つくば工科高等学校

59 県南地区 県立守谷高等学校

60 県南地区 県立茎崎高等学校

61 県南地区 土浦日本大学高等学校
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62 県南地区 茗溪学園高等学校

63 県南地区 愛国学園大学附属龍ヶ崎高等学校

64 県南地区 つくば国際大学東風高等学校

65 県南地区 常総学院高等学校

66 県西地区 県立下館第二高等学校

67 県西地区 県立下妻第二高等学校

68 県西地区 県立結城第一高等学校

69 県西地区 県立石下紫峰高等学校

70 県西地区 県立水海道第二高等学校

71 県西地区 県立古河第一高等学校

72 県西地区 県立古河第二高等学校

73 県西地区 県立古河第三高等学校

74 県西地区 県立岩井高等学校

小 中 高

1 大子地区 県立大子特別支援学校

2 水戸地区 茨城大学教育学部付属特別支援学校

幼稚園・保育園 10園

小学校 160校

中学校 95校

高等学校 74校

一貫教育校 4校

特別支援学校 2校

345校

◎

加盟校種

特別支援学校

合　計

◎ ◎

◎ ◎

◎

4 県西地区 県立古河中等教育学校

◎3 県南地区 土浦市立新治学園義務教育学校

2 県東地区 清真学園高等学校・清真学園中学校

一貫教育校

1 水戸地区 笠間市立みなみ学園義務教育学校


