
 

No 施設名称 施設所在地 施設方書 施設電話番号 許可日 種別 業種 

1 世田谷区立世田谷公園プール 池尻一丁目５番２７号  3411-6519 平成30年5月23日 許可プール（営業） 遊泳用プール 

2 世田谷区立 総合運動場水泳場 大蔵四丁目６番１号  3417-0017 平成7年7月21日 許可プール（営
業） 遊泳用プール 

3 世田谷区立 大蔵第二運動場 大蔵四丁目７番１号  3416-1212 平成22年7月17日 許可プール（営業） 遊泳用プール 

4 ゆうぽうと世田谷レクセンター 鎌田二丁目１７番１号  3709-0161 平成19年10月1日 許可プール（営業） 遊泳用プール 

5 東京都立松沢病院プール 上北沢二丁目１番１号 都立松沢病院リハビリテーシ
ョン施設内 3303-7211 平成3年5月18日 許可プール（営

業） 遊泳用プール 

6 グランクレール馬事公苑 上用賀一丁目２２番２３号  5717-7300 平成21年4月1日 許可プール（営
業） 遊泳用プール 

7 日本女子体育大学総合体育館プー
ル 北烏山八丁目１９番１号  3300-2259 平成27年7月3日 許可プール（営

業） 遊泳用プール 

8 セントラルフィットネスクラブ下北沢店 北沢一丁目４６番５号  5738-5420 平成22年9月7日 許可プール（営
業） 遊泳用プール 

9 ティップネス喜多見店 喜多見九丁目２５番８号  5761-3371 平成13年11月13日 許可プール（営業） 遊泳用プール 

10 東京ドルフィンクラブ 駒沢スイミング
スクール 駒沢三丁目７番１７号  3418-1171 昭和54年4月9日 許可プール（営

業） 遊泳用プール 

11 日本大学文理学部プール 桜上水三丁目２５番４０号  5317-8639 昭和53年9月30日 許可プール（営業） 遊泳用プール 

12 スポーツクラブ ルネサンス 三軒茶
屋 三軒茶屋二丁目２番１６号 三軒茶屋ＹＫビル 5481-8500 平成7年10月20日 許可プール（営業） 遊泳用プール 

13 日本大学三軒茶屋キャンパス プー
ル 下馬三丁目３４番１号  6453-1600 平成28年1月29日 許可プール（営業） 遊泳用プール 

14 Ａｑｕａ ｓｐｏｒｔｓ＆ｓｐａ 瀬田四丁目１５番１号  3707-8211 平成28年3月30日 許可プール（営業） 遊泳用プール 

15 成城大学体育部クラブハウス室内プ
ール 祖師谷三丁目１４番  3482-9239 平成8年5月2日 許可プール（営

業） 遊泳用プール 

16 学校法人 成城学園プール 祖師谷三丁目５２番３８号  3482-1181 昭和50年6月30日 許可プール（営業） 遊泳用プール 

17 ティップネス三軒茶屋 太子堂二丁目１５番４号  5433-1171 平成18年1月4日 許可プール（営
業） 遊泳用プール 

18 世田谷区立 太子堂中学校温水プ
ール 太子堂三丁目２７番１７号  3413-9311 昭和57年6月28日 許可プール（営業） 遊泳用プール 

19 アトリオ ドゥーエ 二子玉川 玉川一丁目１４番１号 二子玉川ライズＳ．Ｃ． テラ
スマーケット 3707-0561 平成27年3月17日 許可プール（営業） 遊泳用プール 

20 コナミスポーツクラブ二子玉川 玉川二丁目２７番１０号  3708-9221 平成2年7月20日 許可プール（営
業） 遊泳用プール 
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21 セントラルウェルネスクラブ 成城 千歳台三丁目２０番１号 ３Ｆ 5429-1631 平成19年5月11日 許可プール（営業） 遊泳用プール 

22 ＤＩＶＡ ＳＰＯＲＴＳ ＣＬＵＢ 弦巻四丁目３０番５号  3420-3355 平成3年5月18日 許可プール（営
業） 遊泳用プール 

23 世田谷区立 玉川中学校温水プー
ル 中町四丁目２１番１号  3701-5667 平成7年4月24日 許可プール（営

業） 遊泳用プール 

24 世田谷区立 玉川野毛町公園水泳
場 野毛一丁目２５番１号  3704-4972 昭和50年7月1日 許可プール（営

業） 遊泳用プール 

25 ダッシュ・新代田 スイミングスクール 羽根木一丁目１番１４号  3324-7050 昭和55年5月17日 許可プール（営業） 遊泳用プール 

26 世田谷区立 千歳温水プール 船橋七丁目９番１号  3789-3911 平成11年6月4日 許可プール（営
業） 遊泳用プール 

27 希望ヶ丘スイミングクラブ 船橋七丁目１９番７号  3483-4810 昭和61年4月23日 許可プール（営業） 遊泳用プール 

28 ティップネス明大前 松原二丁目４６番１号  5355-3671 平成19年5月31日 許可プール（営業） 遊泳用プール 

29 ブシロードウェルビー東松原 松原五丁目２６番１１号  6265-8171 令和4年5月18日 許可プール（営
業） 遊泳用プール 

30 世田谷区立 梅丘中学校温水プー
ル 松原六丁目５番１１号  3322-6617 平成16年12月1日 許可プール（営業） 遊泳用プール 

31 世田谷区立総合福祉センター後利
用施設 水中活動室 松原六丁目４１番７号   令和2年2月17日 許可プール（営

業） 遊泳用プール 

32 世田谷学園総合体育館温水プール 三宿一丁目１６番３１号  3411-8661 昭和59年3月19日 許可プール（営業） 遊泳用プール 

33 世田谷区立 烏山中学校温水プー
ル 南烏山四丁目２６番１号  3300-6361 平成16年5月26日 許可プール（営業） 遊泳用プール 

34 スポーツクラブ＆スパ ルネサンス経
堂 宮坂三丁目１番４５号  5426-5080 平成21年10月23日 許可プール（営

業） 遊泳用プール 

35 セントラルフィットネスクラブ用賀 用賀二丁目４１番  3700-6116 平成3年10月23日 許可プール（営業） 遊泳用プール 

36 メイプルセンチュリープール 若林四丁目３２番５号  5481-3128 平成25年7月11日 許可プール（営業） 遊泳用プール 

37 東京都立 青鳥特別支援学校プー
ル 池尻一丁目１番４号  3424-2525 平成元年7月28日 許可プール（開放） 遊泳用プール 

38 世田谷区立 芦花中学校プール 粕谷二丁目２２番２号  3302-2571 昭和63年6月14日 許可プール（開放） 遊泳用プール 

39 世田谷区立 用賀中学校プール 上用賀五丁目１５番１号  3700-1044 平成3年5月28日 許可プール（開
放） 遊泳用プール 

40 世田谷区立 北沢中学校プール 北沢五丁目１２番３号  3468-2501 昭和59年6月8日 許可プール（開
放） 遊泳用プール 
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41 世田谷区立 喜多見中学校プール 喜多見四丁目２０番１号  3417-4971 平成10年6月17日 許可プール（開放） 遊泳用プール 

42 世田谷区立 駒沢中学校プール 駒沢二丁目３９番２５号  3422-7401 平成7年8月7日 許可プール（開
放） 遊泳用プール 

43 世田谷区立 緑丘中学校プール 桜上水三丁目１９番１２号  3303-7333 平成2年7月19日 許可プール（開
放） 遊泳用プール 

44 世田谷区立 松沢中学校プール 桜上水四丁目５番２号  3303-7381 平成5年6月3日 許可プール（開
放） 遊泳用プール 

45 世田谷区立 駒留中学校プール 下馬四丁目１８番１号  3424-3071 平成7年8月7日 許可プール（開
放） 遊泳用プール 

46 世田谷区立 深沢中学校プール 新町一丁目２６番２９号  3703-0158 昭和60年8月9日 許可プール（開
放） 遊泳用プール 

47 世田谷区立 瀬田中学校プール 瀬田二丁目１７番１号  3700-6900 昭和61年7月12日 許可プール（開放） 遊泳用プール 

48 世田谷区立 弦巻中学校プール 弦巻一丁目４２番２２号  3428-8381 昭和58年5月16日 許可プール（開放） 遊泳用プール 

49 世田谷区立 八幡中学校プール 等々力六丁目４番１号  3701-2161 平成24年5月29日 許可プール（開放） 遊泳用プール 

50 東京都立光明学園プール 松原六丁目３８番２７号  3323-8421 令和3年12月14日 許可プール（開放） 遊泳用プール 

51 世田谷区立 赤堤小学校プール 赤堤一丁目４１番２４号  3323-0293 平成元年6月2日 届出プール 遊泳用プール 

52 世田谷区立 松沢小学校プール 赤堤四丁目４４番２２号  3323-0441 平成21年6月12日 届出プール 遊泳用プール 

53 東京都立 青鳥特別支援学校プー
ル 池尻一丁目１番４号  3424-2525 昭和50年4月1日 届出プール 遊泳用プール 

54 世田谷区立 池尻小学校プール 池尻二丁目４番１０号  3424-2410 平成5年6月14日 届出プール 遊泳用プール 

55 駒場東邦中・高等学校室内プール 池尻四丁目５番１号  3466-8221 平成7年3月23日 届出プール 遊泳用プール 

56 筑波大学付属駒場中・高等学校プ
ール 池尻四丁目７番１号  3411-8522 平成23年6月30日 届出プール 遊泳用プール 

57 世田谷区立 城山小学校プール 梅丘二丁目１番１１号  3429-2047 平成29年2月10日 届出プール 遊泳用プール 

58 世田谷区立 世田谷中学校プール 梅丘三丁目８番１号   平成26年3月14日 届出プール 遊泳用プール 

59 世田谷区立 山崎小学校プール 梅丘三丁目９番１号  3420-7341 昭和50年4月1日 届出プール 遊泳用プール 

60 世田谷区立 下北沢小学校プール 大原一丁目４番６号   平成30年2月22日 届出プール 遊泳用プール 
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61 聖ドミニコ学園水泳プール 岡本一丁目１０番１号  3700-0017 昭和56年5月1日 届出プール 遊泳用プール 

62 東京都立 世田谷総合高等学校プ
ール 岡本二丁目９番１号  3700-4771 昭和50年7月21日 届出プール 遊泳用プール 

63 世田谷区立 東玉川小学校プール 奥沢一丁目１番１号  3720-4211 昭和50年6月11日 届出プール 遊泳用プール 

64 世田谷区立 奥沢中学校プール 奥沢一丁目４２番１号  3726-2561 昭和50年6月11日 届出プール 遊泳用プール 

65 世田谷区立 奥沢小学校プール 奥沢三丁目１番１号  3727-3535 昭和50年6月11日 届出プール 遊泳用プール 

66 世田谷区立 九品仏小学校プール 奥沢八丁目１２番１号  3703-0458 昭和59年4月26日 届出プール 遊泳用プール 

67 世田谷区立 尾山台小学校プール 尾山台三丁目１１番１号  3701-2183 昭和50年6月11日 届出プール 遊泳用プール 

68 世田谷区立 尾山台中学校プール 尾山台三丁目２７番２３号  3701-1171 昭和61年4月19日 届出プール 遊泳用プール 

69 世田谷区立 芦花小学校プール 粕谷二丁目２２番１号  3303-3301 平成24年3月16日 届出プール 遊泳用プール 

70 世田谷区立 芦花中学校プール 粕谷二丁目２２番２号  3302-2571 昭和63年4月4日 届出プール 遊泳用プール 

71 バディスポーツ幼児園 芦花公園 粕谷二丁目２３番５号  3303-1240 平成31年3月28日 届出プール 遊泳用プール 

72 東京都立 芦花高等学校プール 粕谷三丁目８番１号  5315-3322 平成16年8月2日 届出プール 遊泳用プール 

73 世田谷区立 砧南中学校プール 鎌田三丁目１３番２０号  3417-6791 昭和52年8月1日 届出プール 遊泳用プール 

74 世田谷区立 砧南小学校プール 鎌田四丁目３番１号  3417-2378 平成9年5月22日 届出プール 遊泳用プール 

75 世田谷区立 上北沢小学校プール 上北沢四丁目２２番２９号  3302-0485 平成24年2月27日 届出プール 遊泳用プール 

76 世田谷区立 上祖師谷中学校プー
ル 上祖師谷七丁目１０番１号  3308-9683 昭和52年8月2日 届出プール 遊泳用プール 

77 世田谷区立 用賀中学校プール 上用賀五丁目１５番１号  3700-1044 平成3年5月28日 届出プール 遊泳用プール 

78 世田谷区立 用賀小学校プール 上用賀六丁目１４番１号  3428-8391 昭和50年6月11日 届出プール 遊泳用プール 

79 世田谷区立 武蔵丘小学校プール 北烏山一丁目４７番１１号  3308-6722 昭和50年6月11日 届出プール 遊泳用プール 

80 東京都立 久我山青光学園プール 北烏山四丁目３７番１号  3300-6235 平成6年6月10日 届出プール 遊泳用プール 
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81 世田谷区立 烏山北小学校プール 北烏山六丁目３番１号  3300-5749 平成2年6月13日 届出プール 遊泳用プール 

82 東京都立 世田谷泉高等学校プー
ル 北烏山九丁目２２番１号  3300-6131 昭和62年6月4日 届出プール 遊泳用プール 

83 松蔭学園プール 北沢一丁目１６番１０号  3467-1511 昭和50年4月1日 届出プール 遊泳用プール 

84 世田谷区立池之上小学校プール 北沢四丁目３２番２０号  3468-1554 昭和56年7月24日 届出プール 遊泳用プール 

85 世田谷区立 北沢中学校プール 北沢五丁目１２番３号  3468-2501 昭和59年6月1日 届出プール 遊泳用プール 

86 世田谷区立 喜多見小学校プール 喜多見三丁目１１番１号  3416-8232 昭和50年6月11日 届出プール 遊泳用プール 

87 世田谷区立 喜多見中学校プール 喜多見四丁目２０番１号  3417-4971 昭和50年4月1日 届出プール 遊泳用プール 

88 世田谷区立 砧小学校プール 喜多見六丁目９番１号  3417-4477 昭和50年6月11日 届出プール 遊泳用プール 

89 国本学園プ－ル 喜多見八丁目１５番３３号  3416-4721 平成7年6月22日 届出プール 遊泳用プール 

90 世田谷区立 山野小学校 屋上プ
ール 砧六丁目７番１号  3417-3322 平成30年2月26日 届出プール 遊泳用プール 

91 世田谷区立 烏山小学校プール 給田一丁目２番１号  3300-6158 平成元年6月13日 届出プール 遊泳用プール 

92 佼成学園女子中高等学校屋外プー
ル 給田二丁目１番１号  3300-2351 平成6年7月27日 届出プール 遊泳用プール 

93 佼成学園幼稚園プール 給田二丁目１１番１号  3308-2161 昭和59年10月1日 届出プール 遊泳用プール 

94 世田谷区立 給田小学校プール 給田四丁目２４番１号  3308-5671 平成20年6月20日 届出プール 遊泳用プール 

95 世田谷区立 駒沢小学校プール 駒沢二丁目１０番６号  3424-0855 平成18年6月8日 届出プール 遊泳用プール 

96 世田谷区立 駒沢中学校プール 駒沢二丁目３９番２５号  3422-7401 昭和61年7月16日 届出プール 遊泳用プール 

97 世田谷区立 桜木中学校プール 桜一丁目４８番１５号  3420-0149 昭和62年4月27日 届出プール 遊泳用プール 

98 和光小学校プール 桜二丁目１８番１８号  3420-4353 平成22年12月10日 届出プール 遊泳用プール 

99 東京農業大学稲花小学校 桜三丁目３３番１号  5477-2237 平成30年4月11日 届出プール 遊泳用プール 

100 世田谷区立 桜丘小学校プール 桜丘一丁目１９番１７号  3429-1375 平成11年5月27日 届出プール 遊泳用プール 
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101 世田谷区立 桜丘中学校プール 桜丘二丁目１番３９号  3429-6203 昭和50年4月1日 届出プール 遊泳用プール 

102 世田谷区立 笹原小学校プール 桜丘五丁目１９番１号  3428-8383 平成2年4月24日 届出プール 遊泳用プール 

103 世田谷区立 経堂小学校プール 桜上水一丁目２３番３号  3420-3278 昭和50年4月1日 届出プール 遊泳用プール 

104 世田谷区立 緑丘中学校プール 桜上水三丁目１９番１２号  3303-7333 平成2年5月30日 届出プール 遊泳用プール 

105 日本大学櫻丘高等学校プール 桜上水三丁目２４番２２号  5317-9300 平成21年2月3日 届出プール 遊泳用プール 

106 東京都立 松原高等学校プール 桜上水四丁目３番５号  3303-5381 昭和58年6月2日 届出プール 遊泳用プール 

107 世田谷区立 松沢中学校プール 桜上水四丁目５番２号  3303-7381 平成5年6月3日 届出プール 遊泳用プール 

108 世田谷区立 中里小学校プール 三軒茶屋一丁目４番１号  3422-7474 平成23年8月26日 届出プール 遊泳用プール 

109 世田谷区立 三軒茶屋小学校プー
ル 三軒茶屋二丁目４２番１号  3421-2195 昭和50年6月12日 届出プール 遊泳用プール 

110 世田谷区立 駒繋小学校プール 下馬一丁目４２番１２号  3424-0820 昭和50年6月12日 届出プール 遊泳用プール 

111 東京学芸大学附属高等学校プール 下馬四丁目１番５号  3421-5151 昭和50年6月20日 届出プール 遊泳用プール 

112 世田谷区立 駒留中学校プール 下馬四丁目１８番１号  3424-3071 昭和60年5月24日 届出プール 遊泳用プール 

113 世田谷区立 深沢小学校プール 新町一丁目４番２４号  3428-1366 昭和50年6月11日 届出プール 遊泳用プール 

114 世田谷区立 深沢中学校プール 新町一丁目２６番２９号  3703-0158 昭和58年6月28日 届出プール 遊泳用プール 

115 世田谷区立 砧中学校プール 成城一丁目１０番１号  3417-2367 平成2年7月9日 届出プール 遊泳用プール 

116 東京都市大学付属小学校プール 成城一丁目１２番１号  3417-0104 平成20年8月25日 届出プール 遊泳用プール 

117 世田谷区立 明正小学校プール 成城三丁目３番１号  3415-5591 平成3年5月31日 届出プール 遊泳用プール 

118 世田谷区立 千歳小学校プール 成城九丁目６番１号  3482-3153 平成25年1月25日 届出プール 遊泳用プール 

119 東京都立 総合工科高等学校プー
ル 成城九丁目２５番１号  3483-0204 平成2年6月5日 届出プール 遊泳用プール 

120 セントメリーズインターナショナルスク
ール 瀬田一丁目６番１９号  3709-3411 平成24年8月27日 届出プール 遊泳用プール 
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121 世田谷区立 瀬田中学校プール 瀬田二丁目１７番１号  3700-6900 昭和60年5月24日 届出プール 遊泳用プール 

122 世田谷区立 桜小学校プール 世田谷二丁目４番５号  3420-5381 平成23年6月7日 届出プール 遊泳用プール 

123 世田谷区立 祖師谷小学校プール 祖師谷三丁目４９番１号  3482-2467 昭和60年5月27日 届出プール 遊泳用プール 

124 世田谷区立 三宿中学校プール 太子堂一丁目３番４３号  3413-4511 昭和60年5月24日 届出プール 遊泳用プール 

125 西体育館プール 太子堂一丁目１４番２９号   令和元年7月23日 届出プール 遊泳用プール 

126 世田谷区立 太子堂小学校プール 太子堂五丁目７番４号  3413-4621 平成3年6月12日 届出プール 遊泳用プール 

127 世田谷区立 二子玉川小学校プー
ル 玉川四丁目６番１号  3709-6450 昭和61年4月19日 届出プール 遊泳用プール 

128 田園調布雙葉学園プール 玉川田園調布一丁目２０番９号  3721-3994 昭和50年6月4日 届出プール 遊泳用プール 

129 世田谷区立 八幡小学校プール 玉川田園調布二丁目１７番１５号  3721-8991 昭和50年6月18日 届出プール 遊泳用プール 

130 世田谷区立 玉堤小学校プール 玉堤二丁目１１番１号  3701-1536 平成4年5月13日 届出プール 遊泳用プール 

131 世田谷区立 富士中学校プール 代沢一丁目２３番１７号  3414-5174 昭和50年4月1日 届出プール 遊泳用プール 

132 世田谷区立 代沢小学校プール 代沢五丁目１番１０号  3413-4551 令和元年11月19日 届出プール 遊泳用プール 

133 世田谷区立 代田小学校プール 代田四丁目２番３号  3323-3761 昭和60年11月29日 届出プール 遊泳用プール 

134 世田谷区立 千歳台小学校プール 千歳台四丁目２４番１号  3482-0335 昭和55年6月24日 届出プール 遊泳用プール 

135 世田谷区立 塚戸小学校プール 千歳台六丁目７番１号  3300-5166 昭和63年4月4日 届出プール 遊泳用プール 

136 世田谷区立 千歳中学校プール 千歳台六丁目１５番１号  3300-7361 平成2年6月12日 届出プール 遊泳用プール 

137 世田谷区立 弦巻小学校プール 弦巻一丁目１９番１８号  3428-0188 昭和50年4月1日 届出プール 遊泳用プール 

138 世田谷区立 弦巻中学校プール 弦巻一丁目４２番２２号  3428-8381 昭和58年6月2日 届出プール 遊泳用プール 

139 世田谷区立 松丘小学校プール 弦巻三丁目２３番１２号  3429-4279 昭和63年4月4日 届出プール 遊泳用プール 

140 世田谷区立 八幡中学校プール 等々力六丁目４番１号  3701-2161 昭和58年6月28日 届出プール 遊泳用プール 
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141 世田谷区立 等々力小学校プール 等々力七丁目２６番１号  3702-2185 昭和50年6月11日 届出プール 遊泳用プール 

142 世田谷区立 玉川小学校プール 中町二丁目２９番１号  3703-1601 昭和50年6月18日 届出プール 遊泳用プール 

143 世田谷区立 中町小学校プール 中町四丁目２３番１号  3703-0651 平成7年6月14日 届出プール 遊泳用プール 

144 世田谷区立 旭小学校プール 野沢一丁目４番３号  3424-1337 昭和50年6月12日 届出プール 遊泳用プール 

145 世田谷区立 中丸小学校プール 野沢三丁目３４番１６号  3424-4422 昭和50年6月17日 届出プール 遊泳用プール 

146 世田谷区立 八幡山小学校プール 八幡山一丁目１４番１号  3302-2618 平成10年4月13日 届出プール 遊泳用プール 

147 世田谷区立 東深沢小学校プール 深沢三丁目７番１号  3703-1606 昭和50年6月18日 届出プール 遊泳用プール 

148 東京学芸大学教育学部附属 世田
谷中学校プール 深沢四丁目３番１号  5706-3301 平成7年5月25日 届出プール 遊泳用プール 

149 東京学芸大学附属 世田谷小学校
プール 深沢四丁目１０番１号  5706-2131 昭和50年4月1日 届出プール 遊泳用プール 

150 世田谷区立 東深沢中学校プール 深沢四丁目１８番２８号  3703-0151 平成14年6月21日 届出プール 遊泳用プール 

151 東京都立 園芸高等学校プール 深沢五丁目３８番１号  3705-2154 昭和50年5月30日 届出プール 遊泳用プール 

152 日本体育大学東京世田谷キャンパ
ス深沢校舎スポーツ棟プール 深沢七丁目１番１号  3704-5203 平成24年1月5日 届出プール 遊泳用プール 

153 東京都立 深沢高等学校プール 深沢七丁目３番１４号  3702-4145 平成11年6月7日 届出プール 遊泳用プール 

154 東京都立千歳丘高等学校プール 船橋三丁目１８番１号  3429-7271 令和元年11月18日 届出プール 遊泳用プール 

155 世田谷区立 希望丘小学校プール 船橋四丁目９番１号  3484-1972 昭和50年6月11日 届出プール 遊泳用プール 

156 世田谷区立 船橋希望中学校プー
ル 船橋四丁目２０番１号  3329-3731 平成26年2月20日 届出プール 遊泳用プール 

157 世田谷区立 船橋小学校プール 船橋四丁目４１番１号  3482-2367 平成16年8月24日 届出プール 遊泳用プール 

158 日本学園中学校・高等学校 松原二丁目７番３４号  3322-6331 昭和58年3月11日 届出プール 遊泳用プール 

159 日本女子体育大学附属 二階堂高
校プール 松原二丁目１７番２２号  3322-9151 昭和50年4月1日 届出プール 遊泳用プール 

160 世田谷区立松原小学校 松原五丁目４３番２６号  3322-0191 令和3年12月8日 届出プール 遊泳用プール 
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161 世田谷区立 三宿小学校プール 三宿一丁目１２番６号  3411-8456 昭和55年6月6日 届出プール 遊泳用プール 

162 世田谷区立 多聞小学校 三宿二丁目２６番１１号  3413-2026 平成28年2月19日 届出プール 遊泳用プール 

163 学校法人 田村学園 多摩大学目
黒中学高校三宿プール 三宿二丁目２７番４号  3419-5484 昭和59年3月30日 届出プール 遊泳用プール 

164 鴎友学園 体育館プール 宮坂一丁目５番３０号  3420-0136 平成3年5月22日 届出プール 遊泳用プール 

165 世田谷区立 世田谷小学校プール 宮坂一丁目３８番４号  3420-7241 昭和50年6月12日 届出プール 遊泳用プール 

166 世田谷区立 桜町小学校プール 用賀一丁目５番１号  3703-0161 平成3年5月28日 届出プール 遊泳用プール 

167 東京都立 桜町高等学校プール 用賀二丁目４番１号  3700-4330 昭和50年5月31日 届出プール 遊泳用プール 

168 世田谷区立 京西小学校プール 用賀四丁目２７番４号  3700-1128 平成23年6月7日 届出プール 遊泳用プール 

169 世田谷区立 若林小学校プール 若林五丁目２７番１８号  3413-0654 令和元年6月14日 届出プール 遊泳用プール 
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