
学校名 学校名 学校名 学校名
三浦市立初声中学校 県立座間総合高等学校

横浜市 港南区 認定こども園野庭聖佳幼稚園 横浜市立市場中学校 緑ヶ丘女子中学校 県立平塚江南高等学校
多摩区 ぶどうの実　登戸園 横浜市立末吉中学校 大和市立大和中学校 県立高浜高等学校
中原区 ぶどうの実　平間園 横浜市立生麦中学校 大和市立下福田中学校 県立平塚農商高等学校

ぶどうの実　梶ヶ谷園 鶴見大学附属中学校 海老名市立海老名中学校 県立湘南高等学校
ぶどうの実　久地園 神奈川区 浅野中学校 海老名市立有馬中学校 県立藤沢総合高等学校
ぶどうの実　鷺沼園 西区 横浜市立老松中学校 海老名市立大谷中学校 県立小田原高等学校
ぶどうの実　第2鷺沼園 中区 横浜女学院中学校 藤沢市立村岡中学校 県立小田原城北工業高等学校

麻生区 ちよがおか幼稚園 横浜市立共進中学校 藤沢市立第一中学校 県立茅ヶ崎高等学校
ひよこ保育園 横浜国立大学附属横浜中学校 藤沢市立滝の沢中学校 県立茅ケ崎北陵高等学校
ひよこ第2保育園 横浜市立笹下中学校 南足柄市立岡本中学校 県立鶴嶺高等学校
認定こども園　聖佳幼稚園 横浜市立芹が谷中学校 県立茅ヶ崎西浜高等学校
さがみ愛子園 保土ヶ谷区 横浜市立上菅田中学校 白鵬女子高等学校 県立大和東高等学校
ふたば愛子園 横浜市立万騎が原中学校 鶴見大学附属高等学校 柏木学園高等学校

横浜市立南希望が丘中学校 神奈川区 浅野高等学校 県立二宮高等学校
横浜市立生麦小学校 横浜市立旭中学校 中区 横浜女学院高等学校
横浜市立寺尾小学校 横浜市立若葉台中学校 県立横浜清陵高等学校 横浜市 旭区 横浜富士見丘学園中等教育学校

神奈川区 神奈川学園精華小学校 横浜市立根岸中学校 県立横浜国際高等学校 相模原市 南区 神奈川県立相模原中等教育学校
南区 横浜市立蒔田小学校 横浜市立浜中学校 青山学院横浜英和高等学校

港南区 横浜市立芹が谷小学校 横浜市立洋光台第一中学校 港南区 県立横浜南陵高等学校 緑区 県立みどり養護学校
横浜市立保土ケ谷小学校 横浜市立洋光台第二中学校 県立保土ヶ谷高等学校 金沢区 県立金沢養護学校
横浜市立桜台小学校 金沢区 横浜市立並木中学校 横浜市立桜丘高等学校 保土ヶ谷区 横浜市立上菅田特別支援学校

磯子区 横浜市立屏風浦小学校 横浜市立日吉台西中学校 県立二俣川看護福祉高等学校 栄区 横浜市立本郷特別支援学校
金沢区 横浜市立六浦小学校 日本大学中学校 横浜商科大学高等学校 横浜市立二つ橋高等特別支援学校

横浜市立綱島小学校 武相中学校 磯子区 横浜学園高等学校 神奈川県立瀬谷養護学校
横浜市立高田東小学校 横浜市立篠原中学校 横浜高等学校 川崎市 川崎区 川崎市立田島支援学校
横浜市立太尾小学校 横浜市立山内中学校 横浜市立金沢高等学校 相模原市 緑区 県立津久井養護学校

青葉区 横浜市立美しが丘小学校 横浜市立市ヶ尾中学校 英理女子学院高等学校 県立武山養護学校
都筑区 横浜市立牛久保小学校 横浜市立すすき野中学校 日本大学高等学校 県立岩戸養護学校

横浜市立東汲沢小学校 横浜市立川和中学校 武相高等学校
横浜市立倉田小学校 横浜市立荏田南中学校 緑区 県立霧が丘高等学校
横浜市立豊田小学校 横浜市立都田中学校 県立舞岡高等学校
横浜市立公田小学校 横浜市立戸塚中学校 県立横浜桜陽高等学校
横浜市立中和田小学校 横浜市立豊田中学校 横浜市立戸塚高等学校
横浜市立東中田小学校 公文国際学園 公文国際学園

瀬谷区 横浜市立南瀬谷小学校 栄区 横浜市立飯島中学校 県立金井高等学校
幸区 川崎市立古川小学校 瀬谷区 横浜市立下瀬谷中学校 県立柏陽高等学校

中原区 川崎市立下河原小学校 川崎市立川中島中学校 泉区 県立横浜緑園高等学校
川崎市立坂戸小学校 川崎市立富士見中学校 瀬谷区 県立瀬谷西高等学校
洗足学園小学校 川崎市立川崎中学校 県立新城高等学校
川崎市立南野川小学校 川崎市立平間中学校 川崎市立橘高等学校
川崎市立土橋小学校 川崎市立宮内中学校 高津区 洗足学園高等学校

麻生区 桐光学園小学校 川崎市立東高津中学校 多摩区 県立生田東高等学校

横須賀市立大津小学校 川崎市立東橘中学校 県立麻生高等学校
横須賀市立大塚台小学校 洗足学園中学校 桐光学園高等学校
藤沢市立鵠南小学校 川崎市立宮前平中学校 幸区 川崎市立幸高等学校
秦野市立南が丘小学校 川崎市立野川中学校 川崎区 川崎市立川崎高等学校
秦野市立末広小学校 川崎市立南生田中学校 幸区 川崎市立川崎総合科学高等学校
秦野市立上小学校 川崎市立稲田中学校 相模原市 南区 相模女子大学高等部
厚木市立厚木小学校 川崎市立枡形中学校 県立横須賀大津高等学校
海老名市立社家小学校 川崎市立菅中学校 県立海洋科学高等学校
海老名市立今泉小学校 川崎市立柿生中学校 県立横須賀南高等学校
海老名市立杉本小学校 川崎市立麻生中学校 湘南学院高等学校
座間市立入谷小学校 桐光学園中学校 緑ヶ丘女子高等学校
二宮町立一色小学校 相模原市 緑区 相模原市立北相中学校 県立有馬高等学校

※中高一貫校は、1校を2校種でカウント

保育園・幼稚園（13園） 中学校（65校）

海老名市

座間市

横浜市

鶴見区
平塚市

川崎市

藤沢市

高津区 藤沢市

宮前区 小田原市

南区

横浜市

鶴見区
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自治体名 自治体名 自治体名 自治体名

茅ヶ崎市相模原市 中央区
港南区

横須賀市

海老名市

南区

南足柄市
高等学校（58校）

川崎区

港北区

青葉区

戸塚区
都筑区

栄区

栄区

戸塚区
泉区

港北区

戸塚区

大和市

旭区
小学校（40校） 二宮町

横浜市

鶴見区
中高一貫教育校（2校）

保土ヶ谷区

磯子区

旭区

特別支援学校（10校）

横浜市
保土ヶ谷区

金沢区

港北区 瀬谷区

海老名市

麻生区 特別支援学校　　　 　　１０校
座間市

計　１９０校二宮町

横須賀市

多摩区

川崎市

中原区川崎市

川崎市

高津区

麻生区

宮前区 中原区

三浦市
横須賀市

大和市

高等学校　　 　　　　  　５８校
厚木市

中高一貫教育校※       ２校
海老名市

保育園・幼稚園 　　　　１３園

高津区
横須賀市 小学校　　　　 　 　　　　４０校

藤沢市
宮前区 中学校　 　　　　　     　６５校

秦野市

横須賀市


