
東京都 弓道部一覧 ※情報が古い場合があります

市区町村 公私 学校名 住所 高校 中学

墨田区 公立 両国高等学校 墨田区江東橋1-7-14 男女

品川区 公立 八潮高等学校 品川区東品川3-27-22 男女

私立 品川女子学院高等部 品川区北品川3-3-12 女 女

港区 公立 三田高等学校 港区三田1-4-46 男女

私立 頌栄女子学院高等学校・中学校 港区白金台2-26-5 女 女

公立 芝商業高等学校 港区海岸1-8-25 男女

私立 東海大学付属高輪台高等学校 港区高輪2-2-16 男女 ＊

私立 慶応義塾中等部 港区三田2-17-10 ＊ 男女

私立 慶應義塾女子高等学校 港区三田2-17-23 女 ＊

江戸川区 公立 江戸川高等学校 江戸川区松島2-38-1 男女

公立 小岩高等学校 江戸川区本一色3-10-1 男女

世田谷区 公立 東京学芸大学教育学部附属高等学校 世田谷区下馬4-1-5 男女

私立 田園調布学園中等部・高等部 世田谷区東玉川2-21-8 女 女

私立 東京都市大学等々力中学・高等学校 世田谷区等々力8-10-1 男女 男女

私立 大東学園高等学校 世田谷区船橋7-22-1 男女 ＊

私立 駒場学園高等学校 世田谷区代沢1-23-8 男女 ＊

私立 科学技術学園高等学校 世田谷区成城1-11-1 男 ＊

公立 芦花高等学校 世田谷区粕谷3-8-1 男女



世田谷区 公立 世田谷総合高等学校 世田谷区岡本2-9-1 男女

練馬区 私立 早稲田大学高等学院 練馬区上石神井3-31-1 男 ＊

私立 東京女子学院高等学校・中学校 練馬区関町北4-16-11 女 女

公立 練馬高等学校 練馬区春日町4-28-25 男女

公立 井草高等学校 練馬区上石神井2-2-43 男女

大田区 私立 日本体育大学荏原高等学校 大田区池上8-26-1 男女 ＊

私立 立正大学付属立正中学校・高等学校 大田区西馬込1-5-1 男女 男女

私立 東京実業高等学校 大田区西蒲田8-18-1 男女 ＊

公立 つばさ総合高等学校 大田区本羽田3-11-5 男女

公立 美原高等学校 大田区大森東1-33-1 男女

目黒区 私立 目黒学院高等学校 目黒区中目黒1-1-50 男女 ＊

私立 多摩大学目黒高等学校 目黒区下目黒4-10-24 男女 ＊

公立 桜修館中等教育学校 目黒区八雲1-1-2 男女 男女

渋谷区 私立 國學院高等学校 渋谷区神宮前2-2-3 男女 ＊

杉並区 私立 國學院大學久我山中学高等学校 杉並区久我山1-9-1 男女 男女

私立 日本大学鶴ヶ丘高等学校 杉並区和泉2-26-12 男女 ＊

私立 佼成学園高等学校 杉並区和田2-6-29 男 男

私立 文化学園大学杉並高等学校・中学校 杉並区阿佐ケ谷南3-48-16 男女 男女

私立 女子美術大学付属高等学校・中学校 杉並区和田1-49-8 女 女

公立 杉並総合高等学校 杉並区高井戸5-17-1 男女



板橋区 私立 城北学園城北高等学校・中学校 板橋区東新町2-28-1 男 男

千代田区 公立 日比谷高等学校 千代田区永田町2-16-1 男女

新宿区 私立 早稲田高等学校・中学校 新宿区馬場下町62 男 男

私立 海城高等学校 新宿区大久保3-6-1 男 男

私立 目白研心高等学校・中学校 新宿区中落合4-31-1 男女 男女

公立 新宿高等学校 新宿区内藤町11-4 男女

江東区 公立 東高等学校 江東区東砂7-19-24 男女

私立 芝浦工業大学中学高等学校 江東区豊洲6-2-7 男女 男女

北区 私立 東京成徳大学高等学校・中学校 北区王子6-7-14 男女 男女

公立 桐ヶ丘高等学校 北区赤羽北3-5-22 男女

私立 駿台学園高等学校 北区王子6-1-10 男女

文京区 公立 筑波大学附属高等学校 文京区大塚1-9-1 男女

私立 郁文館中学校・高等学校 文京区向丘2-19-1 男女 男女

私立 昭和第一高等学校 文京区本郷1-2-15 男女

荒川区 公立 竹台高等学校 荒川区東日暮里5-14-1 男女

私立 開成中学校・高等学校 荒川区西日暮里4-2-4 男 男

中央区 公立 晴海総合高等学校 中央区晴海1-2-1 男女

中野区 私立 新渡戸文化高等学校 中野区本町6-38-1 男女

私立 宝仙学園中学校・高等学校 中野区中央2-28-3 男女 男女

葛飾区 公立 葛飾総合高等学校 葛飾区南水元4-21-1 男女



三鷹市 公立 三鷹中等教育学校 三鷹市新川6-21-21 男女

私立 法政大学高等学校 三鷹市牟礼4-3-1 男女

私立 明星学園高等学校・中学校 三鷹市牟礼4-15-22 男女 男女

私立 大成高等学校 三鷹市上連雀6-7-5 男女

町田市 私立 玉川学園高等部・中等部 町田市玉川学園6-1-1 男女 男女

私立 桜美林高等学校 町田市常盤町3758 男女

あきる野市 私立 東海大学菅生高等学校 あきる野市菅生1817 男女

公立 秋留台高等学校 あきる野市平沢153-4 男女

昭島市 公立 昭和高等学校 昭島市東町2-3-21 男女

国立市 公立 第五商業高等学校 国立市中3-4 男女

稲城市 私立 駒沢学園女子高等学校 稲城市坂浜238 女 女

国分寺市 私立 早稲田実業学校高等部・中等部 国分寺市本町1-2-1 男女 男女

小平市 私立 錦城高等学校 小平市大沼町5-3-7 男女

立川市 公立 立川国際中等教育学校 立川市曙町3-29-37 男女

東村山市 私立 日本体育大学桜華高等学校・中学校 東村山市富士見町2-5-1 女 女

武蔵野市 私立 吉祥女子中学・高等学校 武蔵野市吉祥寺東町4-12-20 女 女

八王子市 公立 翔陽高等学校 八王子市館町1097-136 男女

私立 東京純心女子中学校・高等学校 八王子市滝山町2-600 女 女

西多摩郡 公立 瑞穂農芸高等学校 西多摩郡瑞穂町石畑2027 男女

青梅市 公立 青梅総合高等学校 青梅市勝沼1-60-1 男女


