
NO 幼稚園名 市町村 NO 幼稚園名 市町村 NO 幼稚園名 市町村

1 　稲毛幼稚園 千葉市 34 　浦安幼稚園 浦安市 68 　野田北部幼稚園 野田市

2 　おゆみ野南幼稚園 千葉市 35 　吹上幼稚園 浦安市 69 　ちぐさ幼稚園 八千代市

3 ☆都幼稚園 千葉市 36 　ひなぎく幼稚園 船橋市 70 　志津わかば幼稚園 佐倉市

4 　こざくら第二幼稚園 千葉市 37 　八木ヶ谷幼稚園 船橋市 71 ☆佐倉くるみ幼稚園 佐倉市

5 　園生幼稚園 千葉市 38 　葛飾幼稚園 船橋市 72 　慈光幼稚園 佐倉市

6 　九重幼稚園 千葉市 39 　船橋ひまわり幼稚園 船橋市 73 ☆四街道さつき幼稚園 四街道市

7 ☆キッズビレッジ 千葉市 40 　神明幼稚園 船橋市 74 　四街道旭幼稚園 四街道市

8 ☆登戸幼稚園 千葉市 41 　坪井幼稚園 船橋市 75 　千原台まきぞの幼稚園 市原市

9 　あやめ台幼稚園 千葉市 42 　木の実幼稚園 船橋市 76 　市原うさぎ幼稚園 市原市

10 　弥生幼稚園 千葉市 43 　たきのい幼稚園 船橋市 77 ☆光の子幼稚園 市原市

11 　ひばり幼稚園 千葉市 44 　健伸行田幼稚園 船橋市 78 ☆あすなろ幼稚園 市原市

12 　みのり幼稚園 千葉市 45 ☆栄光幼稚園 船橋市 79 ☆光風台中央幼稚園 市原市

13 ☆仁戸名幼稚園 千葉市 46 　古和釜幼稚園 船橋市 80 　岩根みどり幼稚園 木更津市

14 ☆真砂幼稚園 千葉市 47 　英進幼稚園 船橋市 81 　第二みどり幼稚園 木更津市

15 　加曽利幼稚園 千葉市 48 　北松戸さつき幼稚園 松戸市 82 ☆高柳幼稚園 木更津市

16 ☆はまの幼稚園 千葉市 49 　高木幼稚園 松戸市 83 ☆美和幼稚園 君津市

17 ☆白梅幼稚園 千葉市 50 　新松戸幼稚園 松戸市 84 ☆季美の森幼稚園
大網白里

市

18 ☆花見川ちぐさ幼稚園 千葉市 51 ☆千駄堀栴檀幼稚園 松戸市 85 　ふたば幼稚園 茂原市

19 　千葉聖心幼稚園 千葉市 52 ☆栴檀幼稚園 松戸市 86 ☆ユニヴァーサル雙葉学園 東金市

20 　千葉白菊幼稚園 千葉市 53 　みやこ幼稚園 松戸市 87 　くすのき幼稚園 成田市

21 　新検見川幼稚園 千葉市 54 　高塚幼稚園 松戸市 88 　公津の杜幼稚園 成田市

22 　千葉しらゆり幼稚園 千葉市 55 　晴山幼稚園 柏市 89 ☆はくと幼稚園 成田市

23 　由田学園千葉幼稚園 千葉市 56 ☆柏の葉こども園 柏市 90 ☆玉造幼稚園 成田市

24 　いなほ幼稚園 市川市 57 　豊四季幼稚園 柏市 91 　日吉台幼稚園 富里市

25 ☆鬼高幼稚園 市川市 58 ☆柏の葉はぐくみこども園 柏市 92 ☆昭苑こども園
印旛郡

酒々井町

26 　つくし幼稚園 市川市 59 ☆手賀の丘幼稚園・保育園 柏市 93 　原山幼稚園　 印西市

27 　塩浜幼稚園 市川市 60 ☆第二ますお幼稚園 柏市 94 　印西しおん幼稚園 印西市

28 　富貴島幼稚園 市川市 61 　鎌ヶ谷ひかり幼稚園 鎌ヶ谷市 95 　市川学園西の原幼稚園 印西市

29 　市川学園第２幼稚園 市川市 62 　かまがや幼稚園 鎌ヶ谷市 96 　英幼稚園 白井市

30 　日出学園幼稚園 市川市 63 　鎌ヶ谷さくら幼稚園 鎌ヶ谷市 97 　白井幼稚園 白井市

31 ☆アイリス幼稚園 市川市 64
　東京聖栄大学附属
　わたなべ幼稚園

鎌ヶ谷市 98 　白井若葉幼稚園 白井市

32 ☆須和田幼稚園 市川市 65 　野田中央幼稚園 野田市 99 　旭幼稚園 旭市

33 　渋谷教育学園浦安幼稚園 浦安市 66 　第二野田中央幼稚園 野田市 100 ☆あさひこひつじ幼稚園 旭市

67 ☆やなぎさわ幼稚園・保育園 野田市 101 ☆光町中央幼稚園 山武郡

【資料参加園】

1 　緑ヶ丘幼稚園 四街道市 3 　暁星国際流山幼稚園 流山市

2 　市川東学院三愛幼稚園 市川市
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☆印は認定こども園
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