
平成26年度受検者学校一覧　①

＜国立＞ ＜公立＞

都道府県 学校名 都道府県 学校名

宮城県 宮城教育大学附属小学校 神奈川県 座間市立 座間小学校

宮城県 宮城教育大学附属中学校 神奈川県 平塚市立 勝原小学校

東京都 御茶ノ水女子大学附属小学校 神奈川県 平塚市立 金目小学校

東京都 筑波大学附属中学校 神奈川県 横山市立 日野南中学校

東京都 筑波大学附属駒場中学校 神奈川県 海老名市立 上星小学校

富山県 富山大学人間発達科学部付属小学校 神奈川県 大磯町立 国府小学校

愛知県 愛知教育大学附属名古屋中学校 神奈川県 小田原市立 国府津小学校

愛知県 愛知教育大学附属名古屋小学校 神奈川県 小田原市立 山王小学校

大阪府 大阪教育大学附属池田中学校 神奈川県 小田原市立 豊川小学校

大阪府 大阪教育大学附属平野小学校 神奈川県 小田原市立 久野小学校

大阪府 大阪教育大学附属天王寺中学校 神奈川県 小田原市立 富士見小学校

和歌山県 和歌山大学教育学部附属小学校 神奈川県 開成町立 開成南小学校

福岡県 福岡教育大学附属小倉小学校 神奈川県 川崎市立 井田小学校

福岡県 福岡教育大学附属福岡小学校 神奈川県 川崎市立 住吉小学校

（国立　14校） 神奈川県 茅ケ崎市立 緑が浜小学校

神奈川県 二宮町立 二宮小学校

神奈川県 二宮町立 山西小学校

＜公立＞ 神奈川県 葉山町立 一色小学校

神奈川県 平塚市立 岡崎小学校

都道府県 学校名 神奈川県 平塚市立 松原小学校

岩手県 一関市立 大東中学校 神奈川県 平塚市立 松延小学校

宮城県 大崎市立 鹿島台中学校 神奈川県 平塚市立 山下小学校

宮城県 仙台市立 南吉成中学校 神奈川県 平塚市立 吉沢小学校

栃木県 さくら市立 氏家小学校 神奈川県 藤沢市立 大清水小学校

栃木県 さくら市立 押上小学校 神奈川県 藤沢市立 長後小学校

埼玉県 吉川市立 旭小学校 神奈川県 町田市立 町田第二小学校

埼玉県 吉川市立 北谷小学校 神奈川県 南足柄市立 岡本小学校

埼玉県 吉川市立 栄小学校 神奈川県 南足柄市立 南足柄小学校

埼玉県 吉川市立 三輪野江小学校 神奈川県 大和市立 中央林間小学校

埼玉県 吉川市立 関小学校 神奈川県 大和市立 南林間小学校

埼玉県 吉川市立 中央中学校 神奈川県 大和市立 林間小学校

埼玉県 吉川市立 中曽根小学校 神奈川県 湯河原町立 湯河原小学校

埼玉県 吉川市立 東中学校 神奈川県 横須賀市立 久里浜小学校

埼玉県 吉川市立 松伏小学校 神奈川県 横須賀市立 瀬ケ崎小学校

埼玉県 吉川市立 松伏第二小学校 神奈川県 横須賀市立 鷹取小学校

埼玉県 吉川市立 松伏第二中学校 神奈川県 横須賀市立 田戸小学校

埼玉県 吉川市立 美南小学校 神奈川県 横須賀市立 夏島小学校

埼玉県 吉川市立 吉川小学校 神奈川県 横浜市立 あざみ野第二小学校

千葉県 千葉市立 寒川小学校 神奈川県 横浜市立 品濃小学校

東京都 大田区立 石川台中学校 神奈川県 横浜市立 新羽小学校

東京都 江東区 豊洲小学校 神奈川県 横浜市立 原小学校

東京都 江東区立 第二辰巳小学校 神奈川県 横浜市立 藤の木小学校

東京都 新宿区立 牛込第三中学校 神奈川県 横浜市立 本宿小学校

東京都 杉並区立 高井戸東小学校 神奈川県 横浜市立 六浦小学校

東京都 杉並区立 桃井第三小学校 新潟県 長岡市立 表町小学校

東京都 港区立 赤坂中学校

東京都 目黒区立 五本木小学校

東京都 調布市立 第八中学校

東京都 調布市立 調和小学校



平成26年度受検者学校一覧　②

＜公立＞ ＜私立＞

都道府県 学校名 都道府県 学校名

富山県 富山市立 芝園中学校 宮城県 古川学園中学校

富山県 滑川市立 西部小学校 栃木県 佐野日本大学中等教育学校

富山県 富山市立 桜谷小学校 東京都 女子聖学院中学校

富山県 富山市立 蜷川小学校 東京都 桐朋女子中学校

富山県 富山市立 五福小学校 東京都 東京成徳大学中学校

富山県 富山市立 芝園中学校 東京都 日本大学豊山中学校

富山県 富山市立 西部中学校 東京都 攻玉社中学校

静岡県 浜松市立 雄踏中学校 神奈川県 日本大学中学校

愛知県 名古屋市立 太子小学校 神奈川県 日本大学藤沢中学校

大阪府 大阪市立 西中学校 神奈川県 桐光学園小学校

大阪府 門真市立 北巣本小学校 神奈川県 関東学院六浦小学校

和歌山県 串本町立 串本小学校 大阪府 大阪明星学園中学校

和歌山県 串本町立 古座小学校 大阪府 清風学園清風中学校

和歌山県 串本町立 田原小学校 大阪府 桃山学院中学校

和歌山県 串本町立 橋杭小学校 福岡県 福岡大学附属大濠中学校

和歌山県 広川町立 津木小学校 熊本県 熊本マリスト学園中学校

和歌山県 広川町立 広小学校 鹿児島県 志學館中等部

和歌山県 広川町立 南広小学校 （私立　17校）

広島県 広島市立 安北小学校

広島県 広島市立 大芝小学校

広島県 広島市立 戸山小学校

広島県 広島市立 戸山中学校

広島県 広島市立 三條小学校

広島県 広島市立 中広中学校

福岡県 大野城市立 平野小学校

福岡県 筑紫野市立 筑紫野東小学校

福岡県 福岡県立 門司学園中学校

福岡県 福津市立 津屋崎中学校

熊本県 菊池市立 隈府小学校

熊本県 熊本市立 東町小学校

熊本県 熊本市立 東町中学校

大分県 別府市立 鶴見小学校

（公立　106校）

国立　　　　　14校

公立　　　　 106校

私立　　　　　17校

合計　　　　 137校


