
学校住所 校名 登録番号

千代田区九段北2-2-1 九段中等教育学校 3－01

千代田区永田町2-16-1 日比谷高等学校 3－02

千代田区三番町12 大妻高等学校 3－03

千代田区富士見1-2-5 暁星高等学校 3－04

千代田区神田錦町3-1 錦城学園高等学校 3－05

千代田区麹町3-8 麹町学園女子高等学校 3－06

千代田区神田錦町3-1　　　　　　　　　　　　正則学園高等学校 3－07

千代田区三番町22 東京家政学院高等学校 3－08

千代田区神田三崎町1-4-16 東洋高等学校 3－09

千代田区九段南2-1-32 二松学舎大学附属高等学校 3－10

千代田区一ツ橋2-2-1 共立女子高等学校 3－11

千代田区一番町22-10 女子学院高等学校 3－43

千代田区猿楽町2-3-6 神田女学園高等学校 3－44

千代田区九段北2-4-1 白百合学園高等学校 3－45

千代田区六番町14-1 雙葉高等学校 3－46

千代田区九段北3-3-15 三輪田学園高等学校 3－47

千代田区四番町11 武蔵野大学附属千代田高等学院 3－59

中央区日本橋馬喰町2-7-6 開智日本橋学園高等学校 3－41

中央区晴海1-2-1 晴海総合高等学校 3－42

港区三田1-4-46 三田高等学校 4－01

港区海岸1-8-25 芝商業高等学校 4－02

港区元麻布2-3-29 麻布高等学校 4－03

港区芝公園3-5-37 芝高等学校 4－04

港区白金台2-26-5 頌栄女子学院高等学校 4－05

港区芝公園3-1-36 正則高等学校 4－06

港区高輪2-1-32 高輪高等学校 4－07

港区高輪2-2-16 東海大学付属高輪台高等学校 4－08

港区白金台1-2-37 明治学院高等学校 4－09

港区赤坂4-10-36 山脇学園高等学校 4－10

港区芝浦3-3-6 東京工業大学附属科学技術高等学校 4－11

港区三田4-14-16 普連土学園高等学校 4－12

港区三田2-17-23 慶應義塾女子高等学校 4－13

港区南麻布5-1-14 広尾学園高等学校 4－14

港区六本木5-14-40 東洋英和女学院高等部 4－15

港区白金4-11-1 聖心女子学院高等科 4－16

港区芝4－1－30 東京女子学園高等学校 4－48

新宿区戸山3-19-1 戸山高等学校 3－12

新宿区大久保3-6-1 海城高等学校 3－13

新宿区戸山3-20-1 学習院女子高等科 3－14

新宿区原町3-87 成城高等学校 3－15

新宿区大久保3-6-2 保善高等学校 3－16

新宿区馬場下町62 早稲田高等学校 3－17

新宿区中落合4-31-1 目白研心高等学校 3－18

学校登録番号一覧（所在地別）



新宿区内藤町11-4 新宿高等学校 3－19

新宿区富久町7-30 成女高等学校 3－48

新宿区富久町22-1 総合芸術高等学校 3－49

文京区白山2-36-5 東洋大学京北高等学校 2－01

文京区白山2-36-5 京北学園白山高等学校 2－02

文京区小石川3-14-3 淑徳SC高等部 2－03

文京区本郷1-2-15 昭和第一高等学校 2－04

文京区千石3-29-8 東洋女子高等学校 2－05

文京区関口3-8-1 獨協高等学校 2－06

文京区大塚5-40-10 日本大学豊山高等学校 2－07

文京区本駒込6-18-3 文京学院大学女子高等学校 2－08

文京区本駒込2-29-1 村田女子高等学校 2－09

文京区大塚1-9-1 筑波大学附属高等学校 2－10

文京区小石川4-2-1 竹早高等学校 2－11

文京区向丘1-11-18 向丘高等学校 2－12

文京区本郷1-3-9 工芸高等学校 2－13

文京区大塚1-5-9 跡見学園高等学校 2－14

文京区向丘2-19-1 郁文館高等学校 2－15

文京区白山5-6-6 京華高等学校 2－16

文京区白山5-6-6 京華商業高等学校 2－17

文京区白山5-13-5 京華女子高等学校 2－18

文京区千駄木5-6-25 駒込高等学校 2－19

文京区本駒込2-29-29 小石川中等教育学校 2－20

文京区春日1-13-27 中央大学高等学校 2－21

文京区向丘2-19-1 郁文館ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ高等学校 2－47

文京区大塚2-1-1 お茶の水女子大学附属高等学校 2－48

文京区関口3-12-1 東京音楽大学付属高等学校 2－49

文京区本郷1-5-25 桜蔭高等学校 2－50

文京区大塚1-2-10 貞静学園高等学校 2－51

文京区大塚4-46-9 東邦音楽大学附属東邦高等学校 2－52

台東区上野公園10-14 上野高等学校 1－01

台東区東上野4－24－12 上野学園高等学校 1－02

台東区浅草橋5-1-24 忍岡高等学校 1－03

台東区元浅草1-6-22 白鷗高等学校 1－04

台東区上野7-8-8 岩倉高等学校 1－05

台東区蔵前1-3-57 蔵前工業高等学校 1－06

台東区上野公園12-8 東京藝大音楽学部付属音楽高等学校 1－48

墨田区東向島3-34-14 墨田川高等学校 1－07

墨田区向島3-37-25 本所高等学校 1－08

墨田区江東橋1-7-14 両国高等学校 1－09

墨田区立花4-29-7 橘高等学校 1－10

墨田区横網1-5-2 日本大学第一高等学校 1－11

墨田区横網2-2-25 安田学園高等学校 1－12

墨田区八広1-28-21 日本橋高等学校 1－13

墨田区太平2-9-6 立志舎高等学校 1－14

江東区大島3-22-1 城東高等学校 1－15



江東区東砂7-19-24 東高等学校 1－16

江東区東陽5-32-19 深川高等学校 1－17

江東区清澄2-3-15 中村高等学校 1－18

江東区森下5-1-7 墨田工業高等学校 1－19

江東区大島1-2-31 科学技術高等学校 1－20

江東区亀戸4-50-1 江東商業高等学校 1－21

江東区亀戸7-65-12 中央学院大学中央高等学校 1－22

江東区東雲2-16-1 かえつ有明高等学校 1－23

江東区越中島3-3-1 第三商業高等学校 1－49

江東区豊洲6-2-7 芝浦工業大学附属高等学校 1－54

品川区北品川3-3-12 品川女子学院高等部 4－17

品川区豊町2-1-7 大崎高等学校 4－18

品川区小山3-3-32 小山台高等学校 4－19

品川区東品川3-27-22 八潮高等学校 4－20

品川区西五反田5-14-2 攻玉社高等学校 4－21

品川区二葉1-6-6 青稜高等学校 4－22

品川区西大井6-1-23 朋優学院高等学校 4－23

品川区旗の台3-2-17 文教大学付属高等学校 4－24

品川区東大井1-10-40 都立産業技術高等専門学校 4－25

品川区豊町2-16-12 日本音楽高等学校 4－49

品川区西大井1-6-13 小野学園女子高等学校 4－50

品川区南品川5-12-4 品川エトワール女子高等学校 4－51

目黒区大橋2-18-1 駒場高等学校 4－26

目黒区祐天寺2-7-15 目黒高等学校 4－27

目黒区駒場1-35-32 日本工業大学駒場高等学校 4－28

目黒区中目黒1-1-50 目黒学院高等学校 4－30

目黒区八雲1-1-2 桜修館中等教育学校 4－31

目黒区駒場2-19-59 国際高等学校 4－32

目黒区自由が丘2-21-1 自由ヶ丘学園高等学校 4－33

目黒区下目黒4-10-24 多摩大学目黒高等学校 4－34

目黒区目黒1-6-15 目黒日本大学高等学校 4－35

目黒区八雲2-14-1 八雲学園高等学校 4－52

目黒区碑文谷4-17-16 トキワ松学園高等学校 4－53

大田区東六郷2-18-2 六郷工科高等学校 4－36

大田区西馬込1-5-1 立正大学付属立正高等学校 4－37

大田区西蒲田2-2-1 大森高等学校 4－38

大田区蒲田本町1-1-30 蒲田高等学校 4－39

大田区田園調布南27-1 田園調布高等学校 4－40

大田区久が原1-14-1 雪谷高等学校 4－41

大田区大森西3-2-12 大森学園高等学校 4－42

大田区鵜の木2-39-1 東京高等学校 4－43

大田区西蒲田8-18-1 東京実業高等学校 4－44

大田区池上8-26-1 日本体育大学荏原高等学校 4－45

大田区大森東1-33-1 美原高等学校 4－46

大田区本羽田1-4-1 蒲田女子高等学校 4－47

大田区中馬込3-11-10 大田桜台高等学校 4－54



大田区本羽田3-11-5 つばさ総合高等学校 4－55

世田谷区成城6-1-20 成城学園高等学校 6－01

世田谷区松原2-17-22 日本女子体育大学附属二階堂高等学校 6－02

世田谷区三宿1-16-31 世田谷学園高等学校 6－03

世田谷区奥沢7-11-22 玉川聖学院高等部 6－04

世田谷区東玉川2-21-8 田園調布学園高等部 6－05

世田谷区桜3-33-1 東京農業大学第一高等学校 6－06

世田谷区松原2-7-34 日本学園高等学校 6－07

世田谷区桜上水3-24-22 日本大学櫻丘高等学校 6－08

世田谷区成城1-13-1 東京都市大学付属高等学校 6－09

世田谷区池尻4-7-1 筑波大学附属駒場高等学校 6－10

世田谷区下馬4-1-5 東京学芸大学附属高等学校 6－11

世田谷区用賀2-4-1 桜町高等学校 6－12

世田谷区船橋3-18-1 千歳丘高等学校 6－13

世田谷区桜上水4-3-5 松原高等学校 6－14

世田谷区太子堂1-7-57 昭和女子大学附属昭和高等学校 6－15

世田谷区成城9-25-1 総合工科高等学校 6－16

世田谷区宮坂1-5-30 鷗友学園女子高等学校 6－17

世田谷区岡本2-9-1 世田谷総合高等学校 6－18

世田谷区給田2-1-1 佼成学園女子高等学校 6－19

世田谷区若林4-32-1 国士舘高等学校 6－20

世田谷区上用賀1-17-12 駒澤大学高等学校 6－21

世田谷区代沢1-23-8 駒場学園高等学校 6－22

世田谷区池尻4-5-1 駒場東邦高等学校 6－23

世田谷区北沢1-16-10 松蔭高等学校 6－24

世田谷区玉川田園調布1-20-9 田園調布雙葉高等学校 6－25

世田谷区船橋5-8-1 恵泉女学園高等学校 6－26

世田谷区深沢5-38-1 園芸高等学校 6－27

世田谷区等々力8-10-1 東京都市大学等々力高等学校 6－28

世田谷区粕谷3-8-1 芦花高等学校 6－42

世田谷区深沢7-3-14 深沢高等学校 6－43

世田谷区代田6-12-39 下北沢成徳高等学校 6－44

世田谷区喜多見8－15－33 国本女子高等学校 6－45

世田谷区船橋7-22-1 大東学園高等学校 6－46

世田谷区大蔵2-8-1 目黒星美学園高等学校 6－47

世田谷区岡本1-10-1 聖ドミニコ学園高等学校 6－48

世田谷区成城1-11-1 科学技術学園高等学校 6－52

渋谷区渋谷4-4-25 青山学院高等部 3－20

渋谷区本町3-2-2 関東国際高等学校 3－21

渋谷区神宮前2-2-3 國學院高等学校 3－22

渋谷区東1-1-11 実践女子学園高等学校 3－23

渋谷区渋谷1-21-18 渋谷教育学園渋谷高等学校 3－24

渋谷区笹塚3-19-9 富士見丘高等学校 3－25

渋谷区神宮前2-1-8 青山高等学校 3－26

渋谷区広尾3-7-16 東京女学館高等学校 3－27

渋谷区鉢山町8-1 第一商業高等学校 3－50



渋谷区東4-14-14 広尾高等学校 3－51

中野区若宮3-46-8 鷺宮高等学校 5－01

中野区弥生町5-21-1 富士高等学校 5－02

中野区上鷺宮2-14-1 武蔵丘高等学校 5－03

中野区野方3-5-5 中野工業高等学校 5－04

中野区本町6-38-1 新渡戸文化高等学校 5－05

中野区中央2-34-2 実践学園高等学校 5－06

中野区上高田5-44-3 東亜学園高等学校 5－07

中野区上高田2-3-7 大妻中野高等学校 5－08

中野区東中野3-3-4 明治大学付属中野高等学校 5－09

中野区中央2-28-3 宝仙学園高等学校 5－10

中野区南台1-15-1 東京大学教育学部附属中等教育学校 5－11

杉並区成田西4-15-15 杉並高等学校 5－12

杉並区成田西2-6-18 豊多摩高等学校 5－13

杉並区宮前4-21-32 西高等学校 5－14

杉並区今川3-25-1 農芸高等学校 5－15

杉並区上井草4-13-31 杉並工業高等学校 5－16

杉並区阿佐谷南2-30-17 杉並学院高等学校 5－17

杉並区和田2-6-29 佼成学園高等学校 5－18

杉並区久我山1-9-1 國學院大學久我山高等学校 5－19

杉並区阿佐谷南3-48-16 文化学園大学杉並高等学校 5－20

杉並区和田1-49-8 女子美術大学付属高等学校 5－21

杉並区和泉4-4-1 専修大学附属高等学校 5－22

杉並区今川2-7-1 中央大学杉並高等学校 5－23

杉並区堀ノ内2-41-15 東京立正高等学校 5－24

杉並区天沼1-45-33 日本大学第二高等学校 5－25

杉並区和泉2-26-12 日本大学鶴ヶ丘高等学校 5－26

杉並区久我山4-29－60 立教女学院高等学校 5－27

杉並区下高井戸5-17-1 杉並総合高等学校 5－39

杉並区高円寺南2-33-28 光塩女子学院高等科 5－40

豊島区西巣鴨1-1-5 文京高等学校 3－28

豊島区千早3-46-21 千早高等学校 3－29

豊島区目白1-5-1 学習院高等科 3－30

豊島区北大塚1-10-33 十文字高等学校 3－31

豊島区千早1-10-26 城西大学附属城西高等学校 3－32

豊島区駒込4-11-1 本郷高等学校 3－33

豊島区上池袋1-21-1 巣鴨高等学校 3－34

豊島区西巣鴨2-22-16 淑徳巣鴨高等学校 3－35

豊島区東池袋1-25-22 豊島岡女子学園高等学校 3－36

豊島区池袋本町2-10-1 豊島学院高等学校 3－37

豊島区池袋本町2-10-1 昭和鉄道高等学校 3－38

豊島区高松3-6-7 豊南高等学校 3－39

豊島区西池袋5-16-5 立教池袋高等学校 3－40

豊島区千早4-9-21 豊島高等学校 3－52

豊島区目白2-22-3 川村高等学校 3－53

北区王子6-8-8 飛鳥高等学校 2－22



北区滝野川3-54-7 王子総合高等学校 2－23

北区中里3-12-2 女子聖学院高等学校 2－24

北区滝野川1-51-12 桜丘高等学校 2－25

北区王子本町1-17-13 順天高等学校 2－26

北区王子6-1-10 駿台学園高等学校 2－27

北区中里3-12-1 聖学院高等学校 2－28

北区東十条6-9-13 成立学園高等学校 2－29

北区豊島8-26-9 東京成徳大学高等学校 2－30

北区上中里1－27-7 瀧野川女子学園高等学校 2－53

北区西ヶ原4－56－20 武蔵野高等学校 2－54

北区栄町35-4 安部学院高等学校 2－56

北区赤羽台4-2-14 星美学園高等学校 2－57

荒川区西日暮里4-2-4 開成高等学校 2－44

荒川区東尾久6-34-24 北豊島高等学校 2－45

荒川区東日暮里5-14-1 竹台高等学校 2－46

荒川区南千住6－42－1 荒川工業高等学校 2－58

板橋区大谷口1-54-1 板橋高等学校 2－31

板橋区小茂根5-18-1 大山高等学校 2－32

板橋区板橋4-14-1 北園高等学校 2－33

板橋区徳丸2-17-1 板橋有徳高等学校 2－34

板橋区高島平3-7-1 高島高等学校 2－35

板橋区前野町5-14-1 淑徳高等学校 2－36

板橋区東新町2-28-1 城北高等学校 2－37

板橋区高島平1-9-1 大東文化大学第一高等学校 2－38

板橋区稲荷台27-1 帝京高等学校 2－39

板橋区加賀1-18-1 東京家政大学附属女子高等学校 2－40

板橋区富士見町28-1 北豊島工業高等学校 2－42

板橋区中台3-15-1 日本大学豊山女子高等学校 2－43

板橋区高島平3-7-1　高島高校内 赤羽北桜高等学校開設準備室 2－55

練馬区上石神井2-2-43 井草高等学校 5－28

練馬区東大泉5-3-1 大泉高等学校 5－29

練馬区大泉町3-5-7 大泉桜高等学校 5－30

練馬区関町北4-32-48 石神井高等学校 5－31

練馬区春日町4-28-25 練馬高等学校 5－32

練馬区旭町2-1-35 光丘高等学校 5－33

練馬区早宮2-9-18 練馬工業高等学校 5－34

練馬区貫井3-45-19 第四商業高等学校 5－35

練馬区中村北4-8-26 富士見高等学校 5－36

練馬区豊玉上1-26-1 武蔵高等学校 5－37

練馬区上石神井3-31-1 早稲田大学高等学院 5－38

練馬区関町北4-16-11 東京女子学院高等学校 5－41

練馬区光が丘2-3-1 田柄高等学校 5－42

練馬区東大泉5-22-1 東京学芸大学附属国際中等教育学校 5－43

足立区青井1-7-35 青井高等学校 1－24

足立区中央本町1-3-9 足立高等学校 1－25

足立区新田2-10-16 足立新田高等学校 1－26



足立区江北5-7-1 足立西高等学校 1－27

足立区西綾瀬4－14－30 江北高等学校 1－28

足立区東保木間2-10-1 淵江高等学校 1－29

足立区千住旭町40-24 足立学園高等学校 1－30

足立区千住2-11 潤徳女子高等学校 1－31

足立区西新井4-30-1 足立工業高等学校 1－32

足立区小台2ｰ1ｰ31 荒川商業高等学校 1－33

足立区大谷田2－3－5 足立東高等学校 1－50

葛飾区亀有1－7－1 葛飾野高等学校 1－34

葛飾区立石6-4-1 南葛飾高等学校 1－35

葛飾区新宿3-14-1 葛飾商業高等学校 1－36

葛飾区青戸8-10-1 修徳高等学校 1－37

葛飾区お花茶屋2-6-1 共栄学園高等学校 1－38

葛飾区南水元4-21-1 葛飾総合高等学校 1－51

葛飾区西亀有1-28-1 農産高等学校 1－52

江戸川区松島2-38-1 江戸川高等学校 1－39

江戸川区南葛西1-11-1 葛西南高等学校 1－40

江戸川区本一色3-10-1 小岩高等学校 1－41

江戸川区平井1-27-10 小松川高等学校 1－42

江戸川区西小岩5-7-1 愛国高等学校 1－43

江戸川区東小岩5-22-1 江戸川女子高等学校 1－44

江戸川区臨海町2-1-1 紅葉川高等学校 1－45

江戸川区東篠崎1-10-1 篠崎高等学校 1－46

江戸川区一之江7-68-1 葛西工業高等学校 1－47

江戸川区松島2-10-11 関東第一高等学校 1－53

八王子市越野322 帝京大学高等学校 7－30

八王子市片倉町1643 片倉高等学校 7－31

八王子市楢原町601 八王子北高等学校 7－32

八王子市高倉町68-1 八王子東高等学校 7－33

八王子市長房町420-2 富士森高等学校 7－34

八王子市明神町4-20-1 南多摩中等教育学校 7－35

八王子市千人町4-8-1 八王子桑志高等学校 7－36

八王子市中野町2647-2 工学院大学附属高等学校 7－37

八王子市台町4-35-1 八王子学園八王子高等学校 7－38

八王子市館町1097-136 翔陽高等学校 7－39

八王子市松が谷1772 松が谷高等学校 7－40

八王子市戸吹町1100 明治大学付属中野八王子高等学校 7－41

八王子市台町1-6-15 八王子実践高等学校 7－42

八王子市館町2600 穎明館高等学校 7－43

八王子市滝山町2-600 東京純心女子高等学校 7－44

八王子市下恩方町2727 聖パウロ学園高等学校 7－45

八王子市上川町3766 帝京八王子高等学校 7－46

八王子市椚田町1220-2 東京工業高等専門学校 7－47

八王子市元八王子町2-786 共立女子第二高等学校 7－52

八王子市台町3-25-1 八王子拓真高等学校 7－53

立川市曙町3-29-37 立川国際中等教育学校 7－01



立川市錦町2-13-5 立川高等学校 7－02

立川市栄町2-45-8 昭和第一学園高等学校 7－03

立川市高松町3-12-1 立川女子高等学校 7－04

武蔵野市境4-13-28 武蔵高等学校 8－01

武蔵野市八幡町2-3-10 武蔵野北高等学校 8－02

武蔵野市境南町2-11-8 聖徳学園高等学校 8－03

武蔵野市吉祥寺東町4-12-20 吉祥女子高等学校 8－04

武蔵野市吉祥寺北町3-10-13 成蹊高等学校 8－05

武蔵野市吉祥寺本町2-16-3 藤村女子高等学校 8－42

三鷹市新川6-21-21 三鷹中等教育学校 7－05

三鷹市上連雀6-7-5 大成高等学校 7－06

三鷹市牟礼4-15-22 明星学園高等学校 7－07

三鷹市牟礼4-3-1 法政大学高等学校 7－08

青梅市裏宿町580 多摩高等学校 8－38

青梅市勝沼1-60-1 青梅総合高等学校 8－39

府中市栄町3-3-1 府中高等学校 7－09

府中市日新町4-6-7 府中西高等学校 7－10

府中市押立町4-21 府中東高等学校 7－11

府中市若松町2-19 府中工業高等学校 7－12

府中市栄町1-1 明星高等学校 7－13

府中市寿町1-10-2 農業高等学校 7－48

昭島市東町2-3-21 昭和高等学校 7－14

昭島市拝島町4-13-1 拝島高等学校 7－15

昭島市拝島町5-11-15 啓明学園高等学校 7－16

調布市若葉町1-46-1 神代高等学校 7－17

調布市深大寺北町5-39-1 調布北高等学校 7－18

調布市多摩川6-2-1 調布南高等学校 7－19

調布市若葉町1-41-1 桐朋女子高等学校 7－20

調布市富士見町4-23-25 明治大学付属明治高等学校 7－21

調布市佐須町5-28-1 晃華学園高等学校 7－49

調布市入間町2-28-20 ドルトン東京学園高等部 7－54

町田市木曽西3-5-1 町田総合高等学校 6－29

町田市成瀬7－4－1 成瀬高等学校 6－30

町田市野津田町2001 野津田高等学校 6－31

町田市中町4-25-3 町田高等学校 6－32

町田市忠生1-20-2 町田工業高等学校 6－33

町田市常盤町3758 桜美林高等学校 6－34

町田市玉川学園6-1-1高学年 玉川学園高等部 6－35

町田市図師町11-2375 日本大学第三高等学校 6－36

町田市小川2-1002-1 小川高等学校 6－37

町田市山崎町1453-1 山崎高等学校 6－38

町田市三輪町122 鶴川高等学校 6－49

町田市真光寺町1291 和光高等学校 6－50

町田市小山ケ丘4-6-8 サレジオ高等専門学校 6－51

小金井市本町6-8-9 多摩科学技術高等学校 8－06

小金井市貫井北町3-22-1 中央大学附属高等学校 8－07



小金井市緑町4-1-1 小金井北高等学校 8－08

小金井市梶野町4-8-1 東京電機大学高等学校 8－09

小平市仲町112 小平高等学校 8－10

小平市小川町1-502-95 小平西高等学校 8－11

小平市大沼町5-3-7 錦城高等学校 8－12

小平市小川町1-830 白梅学園高等学校 8－13

小平市たかの台2-1 創価高等学校 8－14

小平市上水本町6-21-1 小平南高等学校 8－15

日野市石田1-190-1 日野高等学校 7－27

日野市大坂上4-16-1 日野台高等学校 7－28

日野市南平8-2-3 南平高等学校 7－29

東村山市富士見町1-12-3 明治学院東村山高等学校 8－16

東村山市富士見町2-4-12 明法高等学校 8－17

東村山市富士見町5-4-41 東村山西高等学校 8－18

東村山市恩田町4-26-1 東村山高等学校 8－44

東村山市富士見町2-5-1 日本体育大学桜華高等学校 8－45

国分寺市新町3-2-5 国分寺高等学校 8－29

国分寺市本町1-2-1 早稲田実業学校高等部 8－30

国立市東4-25-1 国立高等学校 7－22

国立市中3-1-10 桐朋高等学校 7－23

国立市中3-4-1 第五商業高等学校 7－50

国立市西2-12-19 国立音楽大学附属高等学校 7－51

福生市北田園2-11-3 福生高等学校 8－36

福生市熊川215 多摩工業高等学校 8－37

狛江市元和泉3-9-1 狛江高等学校 6－39

東大和市桜が丘3-44-8 東大和南高等学校 8－28

東大和市中央3-945 東大和高等学校 8－47

清瀬市松山3-1-56 清瀬高等学校 8－23

清瀬市梅園3-14-47 東星学園高等学校 8－24

東久留米市幸町5-8-46 東久留米総合高等学校 8－25

東久留米市野火止2-1-44 久留米西高等学校 8－26

東久留米市学園町1-8-15 自由学園高等科 8－27

武蔵村山市大南4-64-5 拓殖大学第一高等学校 8－31

武蔵村山市中原1-7-1 武蔵村山高等学校 8－32

武蔵村山市大南4-62-1 上水高等学校 8－33

多摩市永山5-22 永山高等学校 7－24

多摩市唐木田2-7-1 大妻多摩高等学校 7－25

多摩市聖ケ丘4-1-1 多摩大学附属聖ケ丘高等学校 7－26

稲城市坂浜238 駒沢学園女子高等学校 6－40

稲城市坂浜1434-3 若葉総合高等学校 6－41

羽村市羽4152-1 羽村高等学校 8－35

あきる野市平沢153-4 秋留台高等学校 8－40

あきる野市菅生1817 東海大学菅生高等学校 8－41

あきる野市五日市894 五日市高等学校 8－48

西東京市向台町1-9-1 田無工業高等学校 8－19

西東京市西原町4-5-85 文華女子高等学校 8－20



西東京市住吉町5-8-23 保谷高等学校 8－21

西東京市新町1-1-20 武蔵野大学高等学校 8－22

西東京市向台町5-4-34 田無高等学校 8－46

大島町元町字八重の水127 大島高等学校 4－56

三宅村坪田4586 三宅高等学校 4－57

八丈町大賀郷3020 八丈高等学校 4－58

新島村本村4-10-1 新島高等学校 4－59

神津島村1620 神津高等学校 4－60

小笠原村父島字清瀬 小笠原高等学校 4－61

大島町差木地字下原996-1 大島海洋国際高等学校 4－62

西多摩郡瑞穂町石畑2027 瑞穂農芸高等学校 8－34
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