
茨城県

群馬県

埼玉県

千葉県

神奈川県

栃木県

市川市立 大洲中学校
市川市立 第一中学校
市川市立 第七中学校
市川市立 東国分中学校
市川市立 福栄中学校
浦安市立 浦安中学校
浦安市立 見明川中学校
柏市立 柏第二中学校

柏市立 富勢中学校
千葉市立 稲毛中学校
流山市立 南部中学校
流山市立 北部中学校
習志野市立 第五中学校
成田市立 成田中学校 
野田市立 野田南部中学校
松戸市立 第一中学校

松戸市立 和名ケ谷中学校
八千代市立 大和田中学校
私立 国府台女子学院中学部
私立 昭和学院中学校 
　

上尾市立 瓦葺中学校
上尾市立 上尾西中学校
朝霞市立 朝霞第一中学校
小川町立 欅台中学校 
越生町立 越生中学校
春日部市立 豊野中学校
加須市立 昭和中学校
川口市立 安行中学校
川口市立 青木中学校
川口市立 上青木中学校 
川口市立 神根中学校
川口市立 里中学校
川口市立 幸並中学校
川口市立 芝西中学校 
川口市立 戸塚西中学校
川口市立 戸塚中学校
川口市立 西中学校

川口市立 榛松中学校
川口市立 鳩ヶ谷中学校
川口市立 南中学校
川口市立 元郷中学校
北本市立 東中学校
熊谷市立 荒川中学校
越谷市立 新栄中学校
越谷市立 東中学校
越谷市立 南中学校
さいたま市立 大谷場中学校
さいたま市立 木崎中学校
さいたま市立 指扇中学校
さいたま市立 慈恩寺中学校
さいたま市立 春野中学校
さいたま市立 三室中学校
さいたま市立 宮前中学校
草加市立 瀬崎中学校

草加市立 草加中学校
草加市立 谷塚中学校
草加市立 花栗中学校
草加市立 松江中学校
草加市立 両新田中学校
所沢市立 美原中学校 
戸田市立 笹目中学校
戸田市立 新曽中学校
深谷市立 上柴中学校
富士見市立 勝瀬中学校
八潮市立 潮止中学校
八潮市立 八潮中学校
吉川市立 中央中学校
吉川市立 南中学校
和光市立 和光第三中学校
蕨市立 第二中学校

厚木市立 厚木中学校
川崎市立 橘中学校
川﨑市立 西中原中学校
川崎市立 宮崎中学校

藤沢市立 湘洋中学校
大和市立 大和中学校
横浜市立 あざみ野中学校

横浜市立 市場中学校
横浜市立 大綱中学校
横浜市立 末吉中学校 

阿見町立 阿見中学校
稲敷市立 江戸崎中学校
小美玉市立 小川南中学校
つくば市立 桜中学校
つくば市立 高崎中学校

つくば市立 谷田部中学校
つくばみらい市立 小絹中学校
土浦市立 土浦第六中学校 
利根町立 利根中学校
守谷市立 けやき台中学校

結城市立 結城南中学校
龍ヶ崎市立 城ノ内中学校
私立 水戸英宏中学校

益子町立 田野中学校伊勢崎市立 赤堀中学校 伊勢崎市立 第三中学校



東京都
青ヶ島村立 青ケ島中学校
昭島市立 多摩辺中学校
足立区立 伊興中学校
足立区立 入谷南中学校
足立区立 加賀中学校
足立区立 蒲原中学校
足立区立 栗島中学校
足立区立 江北桜中学校
足立区立 鹿浜菜の花中学校
足立区立 新田中学校
足立区立 千寿青葉中学校
足立区立 第一中学校
足立区立 第五中学校
足立区立 第七中学校
足立区立 第九中学校
足立区立 第十中学校
足立区立 第十二中学校
足立区立 第十三中学校
足立区立 第十四中学校
足立区立 西新井中学校
足立区立 花畑北中学校
足立区立 花保中学校
足立区立 東島根中学校
足立区立 東綾瀬中学校
足立区立 渕江中学校
荒川区立 尾久八幡中学校
荒川区立 諏訪台中学校
荒川区立 第九中学校
荒川区立 南千住第二中学校
板橋区立 赤塚第一中学校
板橋区立 板橋第三中学校
板橋区立 桜川中学校
板橋区立 志村第三中学校
板橋区立 高島第二中学校
江戸川区立 葛西第三中学校
江戸川区立 葛西中学校
江戸川区立 上一色中学校

江戸川区立 小松川第一中学校
江戸川区立 鹿骨中学校
江戸川区立 松江第二中学校
江戸川区立 松江第三中学校
江戸川区立 松江第五中学校
江戸川区立 瑞江中学校
青梅市立 第七中学校 
青梅市立 西中学校
大田区立 志茂田中学校
大田区立 東調布中学校
葛飾区立 青葉中学校
葛飾区立 綾瀬中学校
葛飾区立 一之台中学校
葛飾区立 葛美中学校
葛飾区立 上平井中学校
葛飾区立 小松中学校
葛飾区立 新小岩中学校
葛飾区立 大道中学校
葛飾区立 堀切中学校 
葛飾区立 本田中学校
葛飾区立 水元中学校 
北区立 王子桜中学校
北区立 十条富士見中学校
北区立 滝野川紅葉中学校
清瀬市立 清瀬第四中学校
江東区立 大島中学校
江東区立 亀戸中学校
江東区立 深川第二中学校
江東区立 南砂中学校
小金井市立 小金井第二中学校
国分寺市立 国分寺第二中学校
小平市立 小平第六中学校
渋谷区立 渋谷本町学園中学校
新宿区立 落合中学校
新宿区立 落合第二中学校 
墨田区立 桜堤中学校
墨田区立 竪川中学校

墨田区立 本所中学校
墨田区立 両国中学校
世田谷区立 瀬田中学校
世田谷区立 太子堂中学校
世田谷区立 千歳中学校
台東区立 上野中学校
台東区立 御徒町台東中学校
台東区立 柏葉中学校
鷹南学園 三鷹市立 第五中学校
多摩市立 落合中学校
中央区立 日本橋中学校
中央区立 晴海中学校
調布市立 第五中学校
豊島区立 西池袋中学校 
豊島区立 明豊中学校
中野区立 第七中学校
練馬区立 大泉西中学校
練馬区立 開進第四中学校
練馬区立上石神井中学校
練馬区立 石神井西中学校
練馬区立 石神井東中学校
練馬区立 関中学校
練馬区立 豊玉第二中学校
練馬区立 貫井中学校
東久留米市立 大門中学校  
日野市立 日野第三中学校
日野市立 平山中学校
府中市立 府中第三中学校
文京区立 音羽中学校
文京区立 第六中学校
文京区立 茗台中学校
町田市立 小山中学校
私立 京華女子中学校
私立 共栄学園中学校
私立 女子美術大学付属中学校
私立 東京家政学院中学校
私立 日本大学第一中学校 
私立 文教大学付属中学校


