
区分 学校名 学校長名 責任教諭名 監督名 〒 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

都立 日比谷 武内彰 水田博巳 水田博巳 100-0014 千代田区永田町2-16-1 3581-0808 3597-8331

都立 小山台 大田原弘幸 櫻井明弘 櫻井明弘 142-0002 東京都品川区小山3-3-32 3714-8155 3714-8163

都立 大崎 白井克昌 湯川　泉 湯川泉 142-0042 東京都品川区豊町2-1-7 3786-3355 3782-4059

都立 八潮 高橋斉 木村愛美 湯浅　孝 140-0002 東京都品川区東品川3-27-22 3471-7384 3472-9840

都立 美原 鶴田秀樹 中島聡司 中島聡司 143-0012 東京都大田区大森東1-33-1 3764-3883 3764-3854

都立 六郷工科 佐々木哲 近藤浩 近藤浩 144-8506 東京都大田区東六郷2-18-2 3737-6565 5480-6500

都立 蒲田 天野光芳 宮田美紀子 宮田美紀子 144-0053 東京都大田区鎌田本町1-1-30 3737-1331 3737-1714

都立 青山 小澤哲郎 石河絋史 高橋幸一 150-0051 渋谷区神宮前2-1-8 3404-7801 3404-0182

都立 広尾 田神　仁 須田竜生 須田竜生 150-0011 渋谷区東4-14-14 3400-1761 3400-8424

都立 駒場 安倍卓郎 黒羽和子 柳澤立児 153-0044 目黒区大橋2-18-1 3466-2481 3466-5240

都立 大森 金澤利明 小西径子 秋野翔太 144-0051 東京都大田区西蒲田2-2-1 3753-3161 3754-0978

都立 総合工科 平田誠一 藤澤健一 藤澤健一 157-0066 東京都世田谷区成城9-25-1 3483-0204 3483-1194

区立 九段中等教育学校 坂光司 小野征一郎 小野征一郎 102-0073 千代田区富士見1-10-14 3263-2091 3288-3467

区分 学校名 学校長名 責任教諭名 監督名 〒 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

国立 東京工業大学附属科学技術 宮本文人 山口正勝 早坂　健 108-0023 港区芝浦3-3-6 3453-2251 3454-8571

国立 東京学芸大学附属 狩野賢司 瀧澤政彦 瀧澤政彦 154-0002 世田谷区下馬4-1-5 3421-5151 3421-5152

区分 学校名 学校長名 責任教諭名 監督名 〒 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

私立 東洋 石井和彦 正路拓 長尾祐和 101-0061 千代田区三崎町1-4-16 3291-3824 3291-3827

私立 正則学園 金子良夫 山口真史 塩澤天 101-8456 千代田区神田錦町3-1 3295-3011 3295-6220

私立 芝 春日利比古 小川義人 小川義人 105-0011 港区芝公園3-5-37 3431-2629 3578-1212

私立 正則 日沼慎吉　 小林孝臣 小林孝臣 105-0011 港区芝公園3-1-36 3431-0913 3432-6067

私立 麻布 平秀明 江端晃希 江端晃希 106-0046 港区元麻布2-3-29 3446-6541 3444-2337

私立 高輪 坂本　正 佐藤陽介 小澤侑亮 108-0062 港区高輪2-1-32 3441-7201 3441-6699

私立 東海大学附属高輪台 片桐知己治 福岡政章 福岡政章 108-8587 港区高輪2-2-16 3448-4011 3448-4020

私立 攻玉社 今西理朗 佐藤秀之 佐藤秀之 141-0031 品川区西五反田5-14-2 3493-0331 3491-3077

私立 立正大学付属立正 大場一人 勝本哲之 松村広聡 141-8577 大田区西馬込1-5-1 6303-7683 3775-1356

私立 文教大学付属 戸田弘美 鈴木　茂 鈴木茂 142-0064 品川区旗の台3-2-17 3783-5511 3783-6079

私立 青稜 下山　晃 宮下真一郎 成田光正 142-8550 品川区二葉1-6-6 3782-1502 3784-7571

私立 大森学園 畑澤正一 秋山史晶 秋山史晶 143-0015 大田区大森西3-2-12 3762-7336 3766-0314

私立 東京実業 知念義裕 宮地裕 宮地　裕 144-0051 大田区西蒲田8-18-1 3732-4481 3732-4456

私立 日本体育大学荏原 大石巧造 小久保純史 小久保純史 146-8588 大田区池上8-26-1 3759-3291 3759-3614

私立 國學院 津田栄 泉雄麿 児玉晃和 150-0001 渋谷区神宮前2-2-3 3403-2331 3403-1320

私立 渋谷教育学園渋谷 田村哲夫 古矢彰浩 上村凛歩 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-21-18 3400-6363 3486-1033

私立 青山学院 西川良三 平野武士 平野武士 150-8366 渋谷区渋谷4-4-25 3409-3880 3409-5784

私立 自由ヶ丘学園 田中道久 伊藤伸也 宮地祥久 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-21-2 3717-0388 3718-5943

私立 日本工業大学駒場 吉田忠雄 山賀正 伊藤亮 153-8508 東京都目黒区駒場1-35-32 3467-2130 3467-2245

私立 駒場東邦 平野勲 本橋順二 森田正治 154-0001 東京都世田谷区池尻4-5-1 3466-8221 3466-8225

私立 世田谷学園 山本慈訓 持田治也 持田治也 154-0005 東京都世田谷区三宿1-16-31 3411-8661 3487-9113

私立 国士舘 福田三郎 岩渕公一 岩渕公一 154-8553 東京都世田谷区若林4-32-1 5481-3131 5481-3149

私立 駒場学園 笠原喜四郎 土谷奉功 野口　毅 155-0032 東京都世田谷区代沢1-23-8 3414-5561 3795-9068

私立 日本学園 小岩利夫 手塚貢夫 万田清文 156-0043 世田谷区松原2-7-34 3322-6331 3327-8987

私立 日本大学櫻丘 森寺秀勝 高橋啓純 伊東健吾 156-0045 東京都世田谷区桜上水3-24-22 5317-9300 3304-4328

私立 東京農業大学第一 田中越郎 池内隆英 池内隆英 156-0053 世田谷区桜3-33-1 3425-4481 3420-7199

私立 成城学園 石井弘之 八木道雄 原田新一 157-8511 東京都世田谷区成城6-1-20 3482-2103 3482-5100

私立 科学技術学園 吉田修 豊島正人 豊島正人 157-8562 東京都世田谷区成城1-11-1 5494-7711 5494-7720

私立 駒澤大学 貫井洋 国生祥雄 横山　勇 158-8577 世田谷区上用賀1-17-12 3700-6131 3707-5689

私立 暁星 飯田雅章 千品洋一 千品洋一 102-8133 千代田区富士見1-2-5 3262-3291


