
2018年度 東京都中学校体育連盟スキー専門部 登録校一覧 2018年6月5日現在

1 千代田 私立 暁星中学校 51 板橋 私立 城北中学校

2 千代田 私立 白百合学園中学校 52 板橋 公立 高島第二中学校

3 千代田 私立 女子学院中学校 53 練馬 公立 大泉中学校

4 中央 私立 開智日本橋学園中学校 54 練馬 公立 光が丘第二中学校

5 港 私立 麻布中学校 55 練馬 公立 石神井中学校

6 港 私立 慶應義塾中等部 56 練馬 公立 上石神井中学校

7 港 私立 芝中学校 57 練馬 公立 練馬東中学校

8 港 公立 高松中学校 58 練馬 公立 田柄中学校

9 港 私立 東京女子学園中学校 59 練馬 公立 石神井西中学校

10 港 私立 東洋英和女学院中学部 60 足立 公立 蒲原中学校

11 港 私立 山脇学園中学校 61 足立 公立 第十一中学校

12 港 公立 御成門中学校 62 足立 私立 足立学園中学校

13 新宿 私立 早稲田中学校 63 江戸川 公立 小松川第二中学校

14 文京 私立 獨協中学校 64 江戸川 公立 小岩第三中学校

15 文京 私立 京華中学校 65 江戸川 公立 瑞江第三中学校

16 文京 私立 日本大学豊山中学校 66 江戸川 公立 篠崎中学校

17 江東 公立 深川第四中学校 67 八王子 公立 横山中学校

18 品川 私立 攻玉社中学校 68 八王子 私立 穎明館中学校

19 品川 私立 明晴学園中学部 69 八王子 公立 由井中学校

20 目黒 私立 日本工業大学駒場中学校 70 八王子 公立 長房中学校

21 目黒 公立 目黒区立第八中学校 71 八王子 公立 第七中学校

22 目黒 私立 多摩大学目黒中学校 72 立川 公立 立川第七中学校

23 目黒 私立 トキワ松学園中学校 73 武蔵野 私立 成蹊中学校

24 大田 公立 大森第一中学校 74 三鷹 私立 法政大学中学校

25 大田 公立 大森第八中学校 75 三鷹 公立 連雀学園 三鷹市立第一中学校

26 大田 公立 矢口中学校 76 三鷹 公立 東三鷹学園 三鷹市立第六中学校

27 大田 私立 立正大学立正中学校 77 青梅 公立 青梅西中学校

28 世田谷 国立 学芸大学附属世田谷中学校 78 府中 私立 明星中学校

29 世田谷 私立 成城学園中学校 79 調布 私立 明治大学付属明治中学校

30 世田谷 公立 弦巻中学校 80 調布 外立 ASIJ(アメリカンスクール)中学校

31 世田谷 私立 東京都市大学付属中学校 81 町田 私立 玉川学園高等部

32 世田谷 公立 砧中学校 82 町田 私立 日本大学第三中学校

33 世田谷 公立 桜丘中学校 83 町田 公立 薬師中学校

34 世田谷 公立 駒留中学校 84 小金井 私立 中央大学附属中学校

35 世田谷 公立 船橋希望中学校 85 国分寺 私立 早稲田実業学校中等部

36 世田谷 公立 駒沢中学校 86 国立 私立 桐朋中学校

37 世田谷 公立 緑丘中学校 87 武蔵村山 公立 武蔵村山市立第五中学校

38 世田谷 公立 富士中学校

39 世田谷 公立 瀬田中学校

40 世田谷 私立 田園調布雙葉学園中学校

41 渋谷 私立 青山学院中等部

42 中野 私立 明治大学付属中野中学校

43 中野 私立 宝仙学園中学校

44 中野 公立 南中野中学校

45 杉並 私立 日本大学第二中学校

46 豊島 私立 巣鴨中学校

47 豊島 私立 本郷中学校

48 豊島 私立 立教池袋中学校

49 豊島 私立 学習院中等科

50 荒川 私立 開成中学校


