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●信越・北陸・東海
開志学園高等学校（新潟県）

新潟県立新発田商業高等学校

新潟県立新潟商業高等学校

新潟県立新潟中央高等学校

富山県立魚津工業高等学校

富山県立雄山高等学校

富山県立高岡商業高等学校

富山県立富山商業高等学校

富山県立八尾高等学校

石川県立金沢北陵高等学校

石川県立金沢商業高等学校

金沢大学附属高等学校（石川県）

石川県立小松商業高等学校

石川県立鶴来高等学校

福井県立奥越明成高等学校

福井県立勝山南高等学校

福井県立高志高等学校

福井県立若狭高等学校

山梨県立塩山高等学校

長野県須坂商業高等学校

長野県高遠高等学校

長野県辰野高等学校

東海大学附属第三高等学校

長野県長野商業高等学校

長野県中野立志館高等学校

長野県穂高商業高等学校

松商学園高等学校（長野県）

長野県丸子修学館高等学校

岐阜県立恵那南高等学校

岐阜市立岐阜商業高等学校

岐阜県立岐阜総合学園高等学校

関市立関商工高等学校（岐阜県）

岐阜県立東濃実業高等学校

岐阜県立益田清風高等学校

静岡県立新居高等学校

静岡県立伊東商業高等学校

静岡県立磐田西高等学校

静岡県立磐田農業高等学校

静岡北中学校・高等学校

静岡県立静岡中央高等学校

静岡県立天竜林業高等学校

静岡県立土肥高等学校

静岡県立沼津商業高等学校

静岡県立浜松太平台高等学校

静岡県立浜松商業高等学校

静岡県立浜松東高等学校

富士市立吉原商業高等学校（静岡県）

静岡雙葉高等学校・中学校（静岡県）

愛知県立愛知商業高等学校

愛知県立安城高等学校

群馬県立伊勢崎商業高等学校

太田市立商業高等学校（群馬県）

共愛学園高等学校（群馬県）

桐生第一高等学校（群馬県）

群馬県立嬬恋高等学校

埼玉県立大宮中央高等学校

埼玉県立三郷北高等学校

筑波大学附属坂戸高等学校（埼玉県）

埼玉県立松伏高等学校

埼玉県立松山女子高等学校

埼玉県立八潮南高等学校

埼玉県立寄居城北高等学校

早稲田大学本庄高等学院（埼玉県）

千葉県立鶴舞桜が丘高等学校

東京都立赤坂高等学校

麻布高等学校（東京都）

東京都立荒川商業高等学校

東京都立青梅総合高等学校

海城高等学校（東京都）

東京都立葛飾ろう学校

京北高等学校（東京都）

京北学園白山高等学校（東京都）

東京都立産業技術高等専門学校

東京都立芝商業高等学校

女子学院中学校・高等学校（東京都）

女子美術大学附属高等学校・中学校（東京都）

成城学園中学校高等学校（東京都）

専修大学附属高等学校（東京都）

東京都立千早高等学校

田園調布雙葉中学校高等学校（東京都）

戸板女子高等学校（東京都）

東京都市大学附属中学校・高等学校

東京都立一橋高等学校

広尾学園中学校・高等学校（東京都）

富士見中学高等学校（東京都）

本郷中学校・高等学校（東京都）

東京都立三宅高等学校

武蔵工業大学付属中学校・高等学校（東京都）

明治大学付属明治高等学校・明治中学校（東京都）

東京都立六本木高等学校

早稲田大学高等学院（東京都）

神奈川県立磯子高等学校

神奈川県立小田原総合ビジネス高等学校

鎌倉女学院中学校・高等学校（神奈川県）

湘南白百合学園中学・高等学校（神奈川県）

神奈川県立平塚商業高等学校

東海大学付属相模高等学校・中等部（神奈川県）

横浜市立みなと総合高等学校（神奈川県）

横浜市立横浜商業高等学校（神奈川県）

横浜女学院中学校・高等学校（神奈川県）

●北海道・東北
北海道阿寒高等学校

北海道旭川工業高等学校

遺愛女子中学校・高等学校（北海道）

北海道札幌啓北商業高等学校

札幌北斗高等学校（北海道）

北海道札幌東商業高等学校

北海道斜里高等学校

北海道滝川西高等学校

北海道富川高等学校

北海道中標津高等学校

北海道紋別高等学校

北海道八雲養護学校

北海道由仁商業高等学校

立命館慶祥高等学校（北海道）

北海道留萌千望高等学校

北海道稚内商工高等学校

青森県立大間高等学校

青森県立三本木農業高等学校

青森県立名久井農業高等学校

岩手県立岩谷堂高等学校

岩手県立北上翔南高等学校

岩手県立種市高等学校

岩手県立花北青雲高等学校

岩手県立宮古商業高等学校

宮城県一迫商業高等学校

宮城県大河原商業高等学校

宮城県鹿島台商業高等学校

気仙沼女子高等学校（宮城県）

宮城県蔵王高等学校

宮城県仙台第二高等学校

東北生活文化大学高等学校（宮城県）

秋田市立秋田商業高等学校

秋田県立湯沢商工高等学校

山形県立霞城学園高等学校

山形県立上山明新館高等学校

山形県立鶴岡中央高等学校

山形県南陽高等学校

山形県米沢商業高等学校

山形県庄内総合高等学校

福島県立安積高等学校

福島県立喜多方商業高等学校

福島県立小高商業高等学校

福島県立田島高等学校

福島県立福島商業高等学校

●関東
茨城県立下妻養護学校

清真学園高等学校・中学校（茨城県）

土浦日本大学中等教育学校（茨城県）

栃木県立高根沢高等学校

文星芸術大学附属高等学校（栃木県）

⑥第１回～10回　応募校一覧（順不同）
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尼崎市立尼崎産業高等学校（兵庫県）

兵庫県立有馬高等学校

兵庫県立伊川谷北高等学校

兵庫県立小野工業高等学校

神戸市立科学技術高等学校（兵庫県）

関西学院高等部（兵庫県）

兵庫県立神戸高等学校

兵庫県立神戸商業高等学校

神戸星城高等学校（兵庫県）

神戸山手女子高等学校(兵庫県）

兵庫県立国際高等学校

兵庫県立佐用高等学校

兵庫県立篠山産業高等学校

兵庫県立三田西陵高等学校

兵庫県立志知高等学校

松蔭中学校・高等学校（兵庫県）

兵庫県立松陽高等学校

神戸市立神港高等学校（兵庫県）

神戸市立須磨高等学校（兵庫県）

兵庫県立須本実業高等学校

滝川中学校・高等学校（兵庫県）

兵庫県立豊岡総合高等学校

兵庫県立長田高等学校

兵庫県立長田商業高等学校

灘中学校・高等学校（兵庫県）

兵庫県立西宮高等学校

兵庫県立姫路工業高等学校

兵庫県立姫路商業高等学校

神戸市立兵庫商業高等学校（兵庫県）

兵庫県立三木北高等学校

百合学院中学校・高等学校（兵庫県）

神戸市立六甲アイランド高等学校（兵庫県）

兵庫県立和田山高等学校

奈良県立磯城野高等学校

奈良県立五條高等学校

奈良県立榛生昇陽高等学校

奈良県立高円高等学校

奈良県立奈良朱雀高等学校

和歌山県立笠田高等学校

和歌山県立新翔高等学校

和歌山県立日高高等学校

和歌山県立和歌山商業高等学校

●中国
鳥取県立倉吉総合産業高等学校

鳥取県立鳥取商業高等学校

鳥取県立鳥取養護学校

鳥取県立米子工業高等学校

島根県立隠岐島前高等学校

島根県立邇摩高等学校

島根県立浜田商業高等学校

松江工業高等専門学校（島根県）

島根県立松江商業高等学校

岡山県井原市立高等学校

岡山県立江見商業高等学校

岡山市立岡山後楽館中学校・高等学校

立命館高等学校（京都府）

立命館宇治中学校・高等学校（京都府）

京都府立聾学校

大阪市立泉尾工業高等学校

大阪市立市岡商業高等学校

大阪府立園芸高等学校

大阪市立扇町総合高等学校

大阪女子高等学校

追手門学院大手前中・高等学校（大阪府）

追手門学院高等学校（大阪府）

大阪府立大冠高等学校

大阪産業大学附属中学校・高等学校

大阪教育大学附属高等学校平野校舎

大阪府立貝塚高等学校

大阪府立門真西高等学校

大阪府立かわち野高等学校

岸和田市立産業高等学校（大阪府）

近畿大学附属高等学校（大阪府）

大阪府立勝山高等学校

大阪府立柴島高等学校

好文学園女子高等学校（大阪府）

大阪府立金剛高等学校

大阪市立西高等学校

堺市立工業高等学校（大阪府）

堺市立堺高等学校

大阪市立咲くやこの花高等学校

樟蔭高等学校

大阪市立住吉商業高等学校

清風高等学校（大阪府）

千里国際学園中等部・高等部（大阪府）

大阪市立中央高等学校

大阪市立鶴見商業高等学校

大阪市立天王寺商業高等学校

東海大学付属仰星高等学校（大阪府）

同志社香里中学校・高等学校（大阪府）

大阪府立農芸高等学校

東大阪市立日新高等学校（大阪府）

大阪市立東商業高等学校

大阪府立枚岡樟風高等学校

大阪府立藤井寺工科高等学校

大阪府立布施北高等学校

大阪府立布施工科高等学校

大阪府立松原高等学校

大阪府立美原高等学校

大阪府立八尾北高等学校

大阪府立山田高等学校

大阪市立淀商業高等学校

大阪商業大学高等学校

大阪商業大学堺高等学校

大阪女子短期大学高等学校

国立明石工業高等専門学校

明石市立明石商業高等学校

兵庫県立芦屋国際中等教育学校

兵庫県立尼崎高等学校

尼崎市立尼崎高等学校（兵庫県）

愛知県立一宮商業高等学校

愛知県立岡崎商業高等学校

愛知県立岡崎聾学校

愛知県立木曽川高等学校

愛知県立杏和高等学校

愛知県立新城高等学校

愛知県立知多翔洋高等学校

愛知県立知立高等学校

愛知県立常滑高等学校

東海高等学校（愛知県）

愛知県立豊橋商業高等学校

南山高等学校・中学校（愛知県）

愛知県立南陽高等学校

愛知県立半田商業高等学校

愛知県立ひいらぎ養護学校

愛知県立古知野高等学校

愛知県立緑丘商業高等学校

愛知県立守山高等学校

屋久島おおぞら高等学校（愛知キャンパス）

三重県立相可高等学校

三重県立いなべ総合学園高等学校

三重県立上野商業高等学校

三重県立宇治山田商業高等学校

三重県津商業高等学校

徳風高等学校（三重県）

三重県立名張高等学校

三重県立四日市農芸高等学校

●近畿
滋賀県立安曇川高等学校

滋賀県立伊吹高等学校

滋賀県立大津商業高等学校

滋賀県立大津清陵高等学校

滋賀県立国際情報高等学校

滋賀県立湖南農業高等学校

滋賀県立膳所高等学校

滋賀県立長浜北星高等学校

滋賀県立日野高等学校

滋賀県立八幡商業高等学校

滋賀県立八日市高等学校

滋賀県立八日市南高等学校

立命館守山中学校・高等学校（滋賀県）

京都府立網野高等学校

京都府立大江高等学校

京都府立桂高等学校

京都教育大学附属高等学校

京都暁星高等学校

京都府立京都すばる高等学校

京都府立木津高等学校

京都府立久美浜高等学校

京都市立西京高等学校

長尾谷高等学校

京都府立南丹高等学校

京都市立伏見工業高等学校

京都明徳高等学校

京都府立山城高等学校
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岡山県立岡山東商業高等学校

岡山県立岡山南高等学校

岡山龍谷高等学校

岡山県立笠岡商業高等学校

岡山県立勝間田高等学校

岡山県立久世高等学校

岡山県立倉敷商業高等学校

岡山県立琴浦高等学校

岡山県立高梁城南高等学校

岡山県立玉島商業高等学校

玉野市立玉野商業高等学校（岡山県）

岡山県立津山商業高等学校

岡山県立高梁高等学校

岡山県立新見高等学校

岡山県立林野高等学校

岡山県立矢掛高等学校

岡山県立和気閑谷高等学校

広島県立大崎海星高等学校

広島県立尾道商業高等学校

広島県立呉商業高等学校

広島県立呉三津田高等学校

広島県立呉宮原高等学校

広島県立高陽東高等学校

広島県立庄原実業高等学校

広島県立世羅高等学校

広島県立総合技術高等学校

広島県立豊田高等学校

広島県立戸手高等学校

ノートルダム清心中・高等学校（広島県）

広島学院中学・高等学校

広島県立広島観音高等学校

広島市立広島工業高等学校

広島県立広島商業高等学校

広島県立広島皆実高等学校

広島県立福山商業高等学校

広島県立松永高等学校

広島県立三次高等学校

広島県立三次青陵高等学校

安田女子高等学校（広島県）

広島県立油木高等学校

山口県立岩国商業高等学校

下関市立下関商業高等学校（山口県）

山口県立青嶺高等学校

山口県立長府高等学校

山口県立徳山商工高等学校

梅光女学院高等学校・中学校（山口県）

山口県立萩商工高等学校

山口県立防府商業高等学校

●四国
徳島県立鴨島商業高等学校

徳島県立辻高等学校

徳島文理中学校・高等学校

徳島県立美馬商業高等学校

英明高等学校（香川県）

香川県立坂出商業高等学校

宮崎県立佐土原高等学校

宮崎県立日南振徳商業高等学校

宮崎県立延岡商業高等学校

宮崎県立延岡星雲高等学校

宮崎県立宮崎商業高等学校

霧島市立国分中央高等学校（鹿児島県）

鹿児島県立鶴翔高等学校

沖縄商学高等学校・附属中学校（沖縄県）

沖縄県立具志川高等学校

沖縄県立中部商業高等学校

沖縄県立南部商業高等学校

沖縄県立八重山商工高等学校

（436校）
※名称は応募当時のものです

香川県立高松商業高等学校

愛光中学・高等学校（愛媛県）

愛媛県立宇和島東高等学校

愛媛県立宇和島特別支援学校

愛媛大学農学部附属農業高等学校

愛媛県立大洲高等学校

愛媛県立大洲農業高等学校

済美高等学校（愛媛県）

愛媛県立新居浜商業高等学校

愛媛県立新居浜南高等学校

松山東雲中学・高等学校（愛媛県）

愛媛県立松山商業高等学校

愛媛県立三崎高等学校

愛媛県立八幡浜高等学校

愛媛県立弓削高等学校

高知県立窪川高等学校

高知中央高等学校

高知県立高知農業高等学校

●九州・沖縄
福岡県立宇美商業高等学校

九州産業大学付属九州高等学校（福岡県）

久留米市立久留米商業高等学校（福岡県）

福岡県筑豊高等学校

美萩野女子高等学校（福岡県）

福岡県立若松商業高等学校

佐賀県立鹿島実業高等学校

佐賀県立牛津高等学校

佐賀県立佐賀商業高等学校

長崎県立諫早商業高等学校

長崎県立宇久高等学校

長崎県立佐世保商業高等学校

長崎県立佐世保西高等学校

長崎県立佐世保中央高等学校

長崎県立佐世保南高等学校

長崎市立長崎商業高等学校

長崎県立鳴滝高等学校

熊本県立阿蘇中央高等学校

熊本県立天草東高等学校

熊本県立小国高等学校

熊本県立鹿本商工高等学校

熊本県立牛深高等学校

熊本県立球磨商業高等学校

熊本県立熊本商業高等学校

熊本県立多良木高等学校

熊本県立御船高等学校

熊本県立八代工業高等学校

八代白百合学園高等学校（熊本県）

大分県立臼杵商業高等学校

大分県立大分商業高等学校

大分県立佐伯豊南高等学校

大分県立中津商業高等学校

大分県立中津東高等学校

大分県立日田三隈高等学校

大分県立日出暘谷高等学校

宮崎県立西都商業高等学校


