
1 大師中学校 神奈川県川崎市川崎区大師河原2-1-1

2 殿町小学校 神奈川県川崎市川崎区殿町1-17-19

3 東門前小学校 神奈川県川崎市川崎区東門前3-4-6

4 南大師中学校 神奈川県川崎市川崎区四谷上町24-1

5 大師小学校 神奈川県川崎市川崎区東門前2-6-1

6 四谷小学校 神奈川県川崎市川崎区四谷下町4-1

7 川中島中学校 神奈川県川崎市川崎区藤崎2-19-1

8 川中島小学校 神奈川県川崎市川崎区川中島2-4-19

9 藤崎小学校 神奈川県川崎市川崎区藤崎3-2-1

10 桜本中学校 神奈川県川崎市川崎区池上新町1-2-4

11 田島支援学校桜校 神奈川県川崎市川崎区池上新町1-1-3

12 さくら小学校 神奈川県川崎市川崎区桜本1-9-15

13 臨港中学校 神奈川県川崎市川崎区浜町2-11-22

14 大島小学校 神奈川県川崎市川崎区浜町1-5-1

15 渡田小学校 神奈川県川崎市川崎区田島町14-1

16 田島中学校 神奈川県川崎市川崎区小田2-21-7

17 東小田小学校 神奈川県川崎市川崎区小田5-11-20

18 南部防災センター 神奈川県川崎市川崎区小田7-3-1

19 京町中学校 神奈川県川崎市川崎区京町3-19-11

20 小田小学校 神奈川県川崎市川崎区小田4-12-24

21 浅田小学校 神奈川県川崎市川崎区浅田2-11-21

22 渡田中学校 神奈川県川崎市川崎区渡田向町11-1

23 新町小学校 神奈川県川崎市川崎区渡田新町3-15-1

24 東大島小学校 神奈川県川崎市川崎区大島5-25-1

25 向小学校 神奈川県川崎市川崎区大島4-17-1

26 田島小学校 神奈川県川崎市川崎区渡田1-20-1

27 富士見中学校 神奈川県川崎市川崎区富士見2-1-2

28 旭町小学校 神奈川県川崎市川崎区旭町2-2-1

29 市立川崎高校・附属中学校 神奈川県川崎市川崎区中島3-3-1

30 宮前小学校 神奈川県川崎市川崎区宮前町8-13

31 川崎中学校 神奈川県川崎市川崎区下並木50

32 川崎小学校 神奈川県川崎市川崎区日進町20-1

33 京町小学校 神奈川県川崎市川崎区京町1-1-4

34 南河原中学校 神奈川県川崎市幸区中幸町4-31

35 南河原小学校 神奈川県川崎市幸区都町18

36 幸町小学校 神奈川県川崎市幸区中幸町2-17

37 御幸中学校 神奈川県川崎市幸区戸手4-2-1

38 市立川崎総合科学高校 神奈川県川崎市幸区小向仲野町5-1

39 御幸小学校 神奈川県川崎市幸区遠藤町1

40 西御幸小学校 神奈川県川崎市幸区小向西町4-30

41 市立幸高校 神奈川県川崎市幸区戸手本町1-150

42 戸手小学校 神奈川県川崎市幸区戸手本町1-165

43 塚越中学校 神奈川県川崎市幸区塚越1-60

44 古市場小学校 神奈川県川崎市幸区古市場1-1

45 古川小学校 神奈川県川崎市幸区古川町70

46 下平間小学校 神奈川県川崎市幸区下平間175

47 東小倉小学校 神奈川県川崎市幸区東小倉1-1

48 日吉中学校 神奈川県川崎市幸区北加瀬2-3-1

49 日吉小学校 神奈川県川崎市幸区北加瀬1-37-1

50 南加瀬中学校 神奈川県川崎市幸区南加瀬3-10-1

51 南加瀬小学校 神奈川県川崎市幸区南加瀬4-24-1
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52 小倉小学校 神奈川県川崎市幸区小倉2-20-1

53 市立看護短期大学 神奈川県川崎市幸区小倉4-30-1

54 夢見ヶ崎小学校 神奈川県川崎市幸区南加瀬2-13-1

55 河原町グラウンド・体育館 神奈川県川崎市幸区河原町1

56 今井中学校 神奈川県川崎市中原区今井仲町7-1

57 今井小学校 神奈川県川崎市中原区今井西町3-18

58 住吉小学校 神奈川県川崎市中原区木月祗園町17-1

59 西中原中学校 神奈川県川崎市中原区下小田中2-17-1

60 大谷戸小学校 神奈川県川崎市中原区上小田中1-27-1

61 大戸小学校 神奈川県川崎市中原区下小田中1-4-1

62 新城小学校 神奈川県川崎市中原区下新城1-15-1

63 市立聾学校 神奈川県川崎市中原区上小田中3-10-5

64 宮内中学校 神奈川県川崎市中原区宮内4-13-1

65 宮内小学校 神奈川県川崎市中原区宮内2-4-1

66 中原小学校 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町1-950

67 住吉中学校 神奈川県川崎市中原区木月住吉町27-1

68 木月小学校 神奈川県川崎市中原区木月4-53-1

69 苅宿小学校 神奈川県川崎市中原区苅宿25-1

70 東住吉小学校 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1-11

71 井田中学校 神奈川県川崎市中原区井田杉山町11-1

72 下小田中小学校 神奈川県川崎市中原区下小田中3-35-1

73 井田小学校 神奈川県川崎市中原区井田中ノ町29-1

74 玉川中学校 神奈川県川崎市中原区中丸子562

75 市立橘高校 神奈川県川崎市中原区中丸子562

76 玉川小学校 神奈川県川崎市中原区北谷町32

77 下沼部小学校 神奈川県川崎市中原区下沼部1955

78 平間中学校 神奈川県川崎市中原区上平間1368

79 下河原小学校 神奈川県川崎市中原区上平間585

80 平間小学校 神奈川県川崎市中原区上平間1480

81 中原中学校 神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町1-24-1

82 上丸子小学校 神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町815

83 西丸子小学校 神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町2-19-1

84 小杉小学校 神奈川県川崎市中原区小杉町2-295-1

85 西高津中学校 神奈川県川崎市高津区久地1-10-1

86 高津小学校 神奈川県川崎市高津区溝口4-19-1

87 久地小学校 神奈川県川崎市高津区久地4-2-1

88 下作延小学校 神奈川県川崎市高津区下作延5-19-1

89 橘中学校 神奈川県川崎市高津区千年1300

90 橘小学校 神奈川県川崎市高津区千年1024

91 新作小学校 神奈川県川崎市高津区新作1-9-1

92 末長小学校 神奈川県川崎市高津区末長3-8-1

93 高津中学校 神奈川県川崎市高津区久本3-11-2

94 久本小学校 神奈川県川崎市高津区久本3-11-3

95 市立高津高校 神奈川県川崎市高津区久本3-11-1

96 東高津中学校 神奈川県川崎市高津区末長4-1-1

97 東高津小学校 神奈川県川崎市高津区北見方2-5-1

98 坂戸小学校 神奈川県川崎市高津区坂戸1-18-1

99 東橘中学校 神奈川県川崎市高津区子母口730

100 子母口小学校 神奈川県川崎市高津区子母口730

101 久末小学校 神奈川県川崎市高津区久末647

102 梶ヶ谷小学校 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷4-12

103 西梶ヶ谷小学校 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-14-1

104 上作延小学校 神奈川県川崎市高津区上作延559

105 南原小学校 神奈川県川崎市高津区上作延796

106 宮前平中学校 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-7
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107 富士見台小学校 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-18-3

108 宮前平小学校 神奈川県川崎市宮前区宮前平3-14-1

109 宮崎台小学校 神奈川県川崎市宮前区宮崎3-18-2

110 有馬中学校 神奈川県川崎市宮前区有馬7-7-1

111 西有馬小学校 神奈川県川崎市宮前区有馬7-6-1

112 有馬小学校 神奈川県川崎市宮前区東有馬5-12-1

113 鷺沼小学校 神奈川県川崎市宮前区鷺沼2-1

114 土橋小学校 神奈川県川崎市宮前区土橋3-1-11

115 宮崎中学校 神奈川県川崎市宮前区宮崎107

116 宮崎小学校 神奈川県川崎市宮前区馬絹1-30-9

117 野川中学校 神奈川県川崎市宮前区西野川2-2-1

118 西野川小学校 神奈川県川崎市宮前区野川台3-10-1

119 野川小学校 神奈川県川崎市宮前区西野川2-19-1

120 南野川小学校 神奈川県川崎市宮前区南野川2-12-1

121 菅生中学校 神奈川県川崎市宮前区菅生2-10-1

122 菅生小学校 神奈川県川崎市宮前区菅生1-5-1

123 稗原小学校 神奈川県川崎市宮前区水沢3-7-1

124 犬蔵中学校 神奈川県川崎市宮前区犬蔵1-10-1

125 白幡台小学校 神奈川県川崎市宮前区南平台13-1

126 犬蔵小学校 神奈川県川崎市宮前区犬蔵1-3-1

127 向丘中学校 神奈川県川崎市宮前区神木本町5-11-1

128 平小学校 神奈川県川崎市宮前区平6-5-1

129 平中学校 神奈川県川崎市宮前区平3-15-1

130 向丘小学校 神奈川県川崎市宮前区平1-6-1

131 稲田中学校 神奈川県川崎市多摩区宿河原4-1-1

132 稲田小学校 神奈川県川崎市多摩区宿河原3-18-1

133 長尾小学校 神奈川県川崎市多摩区長尾7-28-1

134 宿河原小学校 神奈川県川崎市多摩区宿河原2-1-1

135 枡形中学校 神奈川県川崎市多摩区枡形1-22-1

136 登戸小学校 神奈川県川崎市多摩区登戸1329

137 中野島中学校 神奈川県川崎市多摩区中野島1-16-1

138 中野島小学校 神奈川県川崎市多摩区中野島3-12-1

139 下布田小学校 神奈川県川崎市多摩区布田23-1

140 東菅小学校 神奈川県川崎市多摩区菅馬場2-19-1

141 生田中学校 神奈川県川崎市多摩区三田2-5420-2

142 生田小学校 神奈川県川崎市多摩区生田7-22-1

143 三田小学校 神奈川県川崎市多摩区三田3-6-4

144 東生田小学校 神奈川県川崎市多摩区枡形4-9-1

145 南生田中学校 神奈川県川崎市多摩区南生田3-4-1

146 南生田小学校 神奈川県川崎市多摩区南生田3-1-1

147 菅中学校 神奈川県川崎市多摩区菅城下28-1

148 菅小学校 神奈川県川崎市多摩区菅2-6-1

149 南菅中学校 神奈川県川崎市多摩区菅馬場4-1-1

150 南菅小学校 神奈川県川崎市多摩区菅馬場3-25-1

151 西菅小学校 神奈川県川崎市多摩区菅北浦4-2-1

152 西生田中学校 神奈川県川崎市麻生区高石3-25-1

153 西生田小学校 神奈川県川崎市麻生区細山2-2-1

154 百合丘小学校 神奈川県川崎市麻生区百合丘2-1-2

155 長沢中学校 神奈川県川崎市麻生区東百合丘4-12-1

156 長沢小学校 神奈川県川崎市麻生区東百合丘2-24-7

157 柿生中学校 神奈川県川崎市麻生区上麻生6-40-1

158 東柿生小学校 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東6-3-1

159 岡上小学校 神奈川県川崎市麻生区岡上675-1

160 白鳥中学校 神奈川県川崎市麻生区白鳥1-5-1

161 柿生小学校 神奈川県川崎市麻生区片平3-3-1
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162 片平小学校 神奈川県川崎市麻生区片平5-28-1

163 栗木台小学校 神奈川県川崎市麻生区栗木台5-15-1

164 金程中学校 神奈川県川崎市麻生区金程3-16-1

165 金程小学校 神奈川県川崎市麻生区金程2-10-1

166 千代ヶ丘小学校 神奈川県川崎市麻生区千代ヶ丘8-9-1

167 麻生中学校 神奈川県川崎市麻生区上麻生4-39-1

168 麻生小学校 神奈川県川崎市麻生区上麻生3-24-1

169 南百合丘小学校 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西1-26-1

170 白山中学校跡地施設（旧白山中学校） 神奈川県川崎市麻生区白山1-1-1

171 日本映画大学白山キャンパス 神奈川県川崎市麻生区白山2-1-1

172 真福寺小学校 神奈川県川崎市麻生区白山5-3-1

173 王禅寺中央中学校 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東4-14-2

174 王禅寺中央小学校 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東4-14-1

175 虹ヶ丘小学校 神奈川県川崎市麻生区虹ヶ丘1-21-2

176 はるひ野小学校・はるひ野中学校 神奈川県川崎市麻生区はるひ野4-8-1


