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1 千代田区 昌平小 51 中野区 江原小学校 101 東京都 三田高等
2 千代田区 神田一橋中 52 中野区 第四中 102 東京都 第一商業高等
3 中央区 月島第一小 53 杉並区 井荻中 103 東京都 小山台高等
4 港区 港南小 54 杉並区 向陽中 104 東京都 田園調布高等
5 港区 小中一貫教育校お台場学園港陽小 55 杉並区 大宮小学校 105 東京都 つばさ総合高等
6 新宿区 四谷小 56 杉並区 新泉和泉小 106 東京都 六本木高等
7 台東区 上野小 57 豊島区 千早小 107 東京都 六郷工科高等
8 墨田区 両国中 58 豊島区 要小 108 東京都 大田桜台高等
9 墨田区 押上小 59 北区 王子第一小 109 東京都 千歳丘高等
10 墨田区 本所中 60 北区 田端中 110 東京都 芦花高等
11 墨田区 業平小 61 北区 田端小 111 東京都 総合工科高等
12 墨田区 第三寺島小 62 北区 荒川小 112 東京都 豊多摩高等
13 墨田区 第二寺島小 63 練馬区 練馬中 113 東京都 大泉高等
14 墨田区 言問小 64 足立区 伊興中 114 東京都 稔ヶ丘高等
15 江東区 有明小 65 足立区 綾瀬小 115 東京都 中野工業高等
16 江東区 水神小 66 葛飾区 末広小 116 東京都 農芸高等
17 品川区 三木小 67 江戸川区 東小松川小 117 東京都 向丘高等
18 品川区 伊藤学 68 江戸川区 鹿本小 118 東京都 竹台高等
19 品川区 伊藤小 69 江戸川区 南葛西第三小 119 東京都 足立新田高等
20 品川区 伊藤幼稚 70 江戸川区 船堀第二小 120 東京都 工芸高校
21 品川区 冨士見台中 71 江戸川区 清新第二中 121 東京都 蔵前工業高等
22 品川区 台場小 72 江戸川区 鹿本中 122 東京都 本所工業高等
23 品川区 台場幼 73 八王子市 川口中 123 東京都 農産高等
24 品川区 品川学 74 八王子市 横山第二小 124 東京都 野津田高等
25 品川区 大原小 75 八王子市 第二小 125 東京都 成瀬高等
26 品川区 大崎中 76 八王子市 鹿島小 126 東京都 町田総合高等
27 品川区 宮前小 77 三鷹市 第七小 127 東京都 東大和高等
28 品川区 御殿山小 78 青梅市 第一小 128 東京都 五日市高等
29 品川区 戸越台中 79 青梅市 第四小 129 東京都 青梅総合高等
30 品川区 旗台小 80 調布市 八雲台小 130 東京都 瑞穂農芸高等
31 品川区 日野学園 81 町田市 成瀬中央小 131 東京都 狛江高等学校
32 品川区 城南小 82 町田市 町田第三小 132 東京都 府中西高等
33 品川区 清水台小 83 小金井市 小金井第四小 133 東京都 第五商業高等(定時制課程)
34 品川区 源氏前小 84 小金井市 東中 134 東京都 桜修館中等教育
35 品川区 立会小 85 日野市 七生緑小 135 東京都 立川ろう
36 品川区 第三日野小 86 日野 仲田小 136 東京都 葛飾ろう
37 品川区 第二延山小 87 国分寺市 第三中 137 東京都 あきる野学園
38 品川区 第四日野小 88 国分寺市 第五中 138 東京都 府中けやきの森学園
39 品川区 芳水小 89 国立市 国立第一中 139 東京都 羽村特別支援
40 品川区 荏原平塚学園 90 狛江市 狛江第三小 140 東京都 調布特別支援学校
41 品川区 荏原第五中 91 東大和市 第四中 141 東京都 田無特別支援
42 品川区 荏原第六中 92 東久留米市 第七小 142 東京都 久我山青光学園
43 品川区 鈴ケ森中 93 東久留米市 第三小 143 東京都 水元小合学園
44 品川区 豊葉の杜学園 94 多摩市 東寺方小 144 杉並区 天沼中
45 世田谷区 烏山小 95 多摩市 聖ヶ丘中 145 新宿区 落合第一小
46 世田谷区 塚戸小 96 稲城市 平尾小 146 中央区 日本橋幼稚
47 世田谷区 旭小 97 稲城市 稲城第六小 147 大田区 志茂田小
48 世田谷区 用賀小 98 羽村市 富士見小
49 世田谷区 砧南小 99 羽村市 小作台小
50 中野区 桃園第二小 100 羽村市 羽村第三中
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