
県番号 学校名

220101 北海道‐1 札幌工業 〒 060-0820 札幌市北区北20条西13丁目

220102 北海道‐2 札幌工業（定時制） 〒 060-0820 札幌市北区北20条西13丁目

220103 北海道‐3 恵庭南 〒 061-1412 恵庭市白樺町4丁目1番1号

220104 北海道‐4 千歳北陽 〒 066-8611 千歳市北陽2丁目10番53号

220105 北海道‐5 札幌創成 〒 001-8501 札幌市北区北29条西2丁目1番1号

220106 北海道‐6 とわの森三愛 〒 069-8533 江別市文京台緑町569番地

220107 北海道‐7 札幌平岡 〒 004-0874 札幌市清田区平岡4条6丁目13番1号

220108 北海道‐8 札幌山の手 〒 063-0002 札幌市西区山の手2条8丁目5番12号

220109 北海道‐9 市立函館 〒 040-0002 函館市柳町11番5号

220110 北海道‐10 岩見沢農業 〒 068-0818 岩見沢市並木町1番地5

220111 北海道‐11 旭川工業 〒 078-8804 旭川市緑が丘東4条1丁目1-1

220112 北海道‐12 枝幸 〒 098-5822 枝幸郡枝幸町北幸町529番地2

220113 北海道‐13 北見工業 〒 099-0878 北見市東相内町602

220114 北海道‐14 釧路北陽 〒 085-0814 釧路市緑ヶ岡1丁目11番8号

220115 北海道‐15 函館大学付属柏稜 〒 042-0942 函館市柏木町1番34号

220201 青森-1 五所川原工科・五所川原工業 〒 037-0035 五所川原市湊船越192

220202 青森-2 八戸工大一 〒 031-0822 八戸市白銀町右岩淵通7-10

220203 青森-3 青森北 〒 038-0058 青森市羽白字富田80番7

220204 青森-4 青森工業 〒 039-3507 青森市大字馬屋尻字清水流204-1

220205 青森-5 青森山田 〒 030-8520 青森市青葉3丁目13-40

220206 青森-6 弘前工業 〒 036ｰ8357 弘前市馬屋町6ｰ2

220207 青森-7 柏木農業 〒 036-0112 平川市荒田上駒田130

220208 青森-8 弘前東 〒 036-8103 弘前市川先四丁目4-1

220209 青森-9 東奥義塾 〒 036-8124 弘前市大字石川字長者森61-1

220210 青森-10 七戸 〒 039-2516 上北郡七戸町字舘野47-31

220301 岩手-1 江南義塾盛岡 〒 020-0127 盛岡市前九年三丁目8-20

220302 岩手-2 盛岡南 〒 020-0833 盛岡市西見前20-113-1

220303 岩手-3 花巻農業 〒 025-0004 花巻市葛1-68

220304 岩手-4 黒沢尻工業 〒 024-8518 北上市村崎野24-19

220305 岩手-5 水沢工業 〒 023-0003 奥州市水沢佐倉河字道下100-1

220306 岩手-6 水沢農業 〒 023-0402 奥州市胆沢小山字笹森1番地

220307 岩手-7 釜石 〒 026-0055 釜石市甲子町10-614-1

220308 岩手-8 宮古水産 〒 027-0024 宮古市磯鶏3丁目9-1

220309 岩手-9 岩泉 〒 027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋4

220310 岩手-10 千厩 〒 029-0803 一関市千厩町千厩字石堂45-2

220401 宮城-1 宮城県農業 〒 981-1242 名取市高舘吉田字吉合66

220402 宮城-2 宮城県柴田農林 〒 989-1233 柴田郡大河原町上川原7-2

220403 宮城-3 宮城県仙台三桜 〒 982-0845 仙台市太白区門前町9‐2

220404 宮城-4 仙台城南 〒 982‐0836 仙台市太白区八木山松波町5-1

220405 宮城-5 宮城県名取 〒 989-2474 宮城県岩沼市字朝日50

220501 秋田‐1 西目 〒 018-0604 秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下2-142
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220502 秋田‐2 金足農業 〒 010-0126 秋田県秋田市金足追分字海老穴102-4

220503 秋田‐3 秋田中央 〒 011-0943 秋田県秋田市土崎港南三丁目2番78号

220504 秋田‐4 秋田令和 〒 010-0877 秋田県秋田市千秋矢留町4番17号

220601 山形‐1 日本大学山形 〒 990-2443 山形市鳥居ケ丘4番55号

220602 山形‐2 山形南 〒 990-0034 山形市東原町4丁目6番16号

220603 山形‐3 新庄神室産業 〒 996-0051 新庄市松本370

220604 山形‐4 新庄東 〒 996-0051 新庄市松本596

220605 山形‐5 酒田光稜 〒 998-0015 酒田市北千日堂前字松境7-3

220701 福島‐1 会津工業 〒 965-0802 会津若松市徒之町1-37

220702 福島‐2 会津北嶺 〒 965-0031 会津若松市相生町3-2

220703 福島‐3 福島明成 〒 960-1192 福島市永井川北原田1

220704 福島‐4 福島北 〒 960-0201 福島市飯坂町後畑1

220705 福島‐5 相馬農業 〒 975-0012 南相馬市原町区美島町1丁目65

220706 福島‐6 勿来工業 〒 974-8261 いわき市植田町堂ノ作10

220707 福島‐7 学法福島 〒 960-8012 福島市御山町9-1 

220801 茨城‐1 水戸桜ノ牧常北校 〒 311-4306 東茨城郡城里町春園1634

220802 茨城‐2 水戸桜ノ牧 〒 310-0110 水戸市小吹く町2070

220803 茨城‐3 高萩清松 〒 318-0001 高萩市赤浜1864

220804 茨城‐4 水戸農業 〒 311-0114 那珂市東木倉983

220805 茨城‐5 八千代 〒 300-3561 結城郡八千代町平塚4824-2

220806 茨城‐6 総和工業 〒 306-0211 古河市葛生1004-1

220901 栃木‐1 白鷗大学足利 〒 326-0054 足利市伊勢南町3-2

220902 栃木‐2 作新学院 〒 320-8525 宇都宮市一の沢1-1-41

220903 栃木‐3 小山 〒 323-0028 小山市若木町2-8-51

220904 栃木‐4 小山城南 〒 323-0820 小山市西城南4-26-1

221001 群馬‐1 伊勢崎工業 〒 372-0042 伊勢崎市中央町3-8

221002 群馬‐2 伊勢崎工業（定時制） 〒 372-0042 伊勢崎市中央町3-8

221003 群馬‐3 前橋育英 〒 371-0832 前橋市朝日が丘町13

221004 群馬‐4 高崎工業 〒 370-0046 高崎市江木町700番地

221005 群馬‐5 明和県央 〒 370-3511 高崎市金古町28番地

221006 群馬‐6 館林女子 〒 374-0019 館林市尾曳町6番1号

221007 群馬‐7 渋川工業 〒 377-0008 渋川市渋川8-1

221008 群馬‐8 太田東 〒 373-0801 太田市台之郷町448

221009 群馬‐9 高崎商科大学附属 〒 370-0803 群馬県高崎市大橋町237-1

221101 埼玉‐1 花咲徳栄 〒 347-8502 加須市花崎519

221102 埼玉‐2 秀明英光 〒 362-0058 上尾市上野1012

221103 埼玉‐3 星槎国際（川口学習センター） 〒 332-0034 川口市並木3丁目4-26

221201 千葉-1 習志野 〒 275-0001 習志野市東習志野1-2-1

221202 千葉-2 拓殖大学紅陵 〒 292-8568 木更津市桜井1403

221203 千葉-3 西武台千葉 〒 270-0235 野田市尾崎2241-2

221204 千葉-4 千葉経済大学附属 〒 263-8585 千葉市稲毛区轟町4-3-30

221205 千葉-5 沼南 〒 270-1445 柏市岩井678-3

221206 千葉-6 流山 〒 270-0114 流山市東初石2-98



221301 東京-1 目黒日本大学 〒 153-0063 目黒区目黒1-6-15

221302 東京-2 目黒日本大学（通信制） 〒 153-0063 目黒区目黒1-6-15

221303 東京-3 駿台学園 〒 114-0002 北区王子6-1-10

221304 東京-4 駿台学園（定時制） 〒 114-0002 北区王子6-1-10

221305 東京-5 八王子実践 〒 193-0931 八王子市台町1-6-15

221306 東京-6 府中東 〒 182-0012 府中市押立町4-21

221307 東京-7 秋留台 〒 197-0812 あきる野市平沢153-4

221308 東京-8 紅葉川 〒 134-8573 江戸川区臨海町2-1-1

221309 東京-9 足立東 〒 120-0001 足立区大谷田2-3-5

221310 東京-10 八王子拓真（定時制） 〒 193-0931 八王子市台町3-25-1

221311 東京-11 中野工業 〒 167-0027 中野区野方3丁目5-5

221312 東京-12 農芸 〒 167-0035 杉並区今川3-25-1

221313 東京-13 工芸 〒 113-0033 文京区本郷1-3-9

221401 神奈川-1 慶應義塾 〒 223-8524 横浜市港北区日吉4-1-2

221402 神奈川-2 荏田 〒 224-0007 横浜市都筑区荏田南3-9-1

221403 神奈川-3 平塚工科 〒 254-0821 平塚市黒部丘12-7

221404 神奈川-4 向上 〒 259-1185 伊勢原市見附島411

221405 神奈川-5 浅野 〒 221-0012 横浜市神奈川区子安台1-3-1

221406 神奈川-6 横浜総合（定時制） 〒 232-0061 横浜市南区大岡2-29-1

221407 神奈川-7 鎌倉学園 〒 247-0062 鎌倉市山ノ内110

221408 神奈川-8 武相 〒 222-0023 横浜市港北区仲手原2丁目34-1

221409 神奈川-9 霧が丘 〒 226-0016 横浜市緑区霧が丘6-16-1

221410 神奈川-10 厚木北 〒 243-0203 厚木市下荻野886

221411 神奈川-11 星槎国際湘南（通信制） 〒 259-0111 中郡大磯町国府本郷1805-2

221412 神奈川-12 みなと総合 〒 231-0023 横浜市中区山下町231

221413 神奈川-13 川崎 〒 210-0845 川崎市川崎区渡田山王町22番6号

221414 神奈川-14 寒川 〒 253-0111 高座郡寒川町一之宮9-30-1

221415 神奈川-15 横浜清陵 〒 232-0007 横浜市南区清水が丘41

221501 山梨‐1 甲府工業 〒 400-0026 甲府市塩部2-7-1

221502 山梨‐2 甲府昭和 〒 409-3866 中巨摩郡昭和町西条3000

221503 山梨‐3 日本航空 〒 400-0108 甲斐市宇津谷445

221504 山梨‐4 日本航空（通信制） 〒 400-0108 甲斐市宇津谷445

221505 山梨‐5 笛吹高校 〒 406-0031 笛吹市石和町市部3

221601 新潟‐1 開志学園（通信制） 〒 950-0925 新潟市中央区弁天橋通1‐4‐1

221602 新潟‐2 巻総合 〒 953-0041 新潟市西蒲区巻甲4295-1

221603 新潟‐3 新潟南 〒 950-0994 新潟市中央区上所1-3-1

221604 新潟‐4 海洋 〒 949-1352 糸魚川市大字能生3040

221605 新潟‐5 新潟向陽 〒 950-0121 新潟市江南区亀田向陽4-3-1

221606 新潟‐6 新潟北 〒 950-0804 新潟市東区本所847-1

221607 新潟‐7 新潟工業 〒 950-2024 新潟市西区小新西1-5-1

221608 新潟‐8 新潟青陵 〒 951-8121 新潟市中央区水道町1-5932

221701 長野‐1 丸子修学館 〒 386-0405 上田市中丸子810-2

221702 長野‐2 下高井農林 〒 389-2301 下高井郡木島平村大字穂高2975
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221703 長野‐3 下伊那農業 〒 395-0804 飯田市鼎名子熊2366-4

221704 長野‐4 松本筑摩（定時制） 〒 390-8531 松本市島立2237

221705 長野‐5 田川 〒 399-0701 塩尻市広丘吉田2645

221706 長野‐6 長野商業 〒 380-0872 長野市妻科243

221707 長野‐7 大町岳陽 〒 398-0002 大町市大町3691-2

221708 長野‐8 飯田女子 〒 395-8528 飯田市上郷飯沼3135-3

221801 富山‐1 上市 〒 930-0424 中新川郡上市町斉神新444

221802 富山‐2 富山西 〒 939-2706 富山市婦中町速星926

221803 富山‐3 富山工業 〒 930-0887 富山市五福2238

221804 富山‐4 富山中部 〒 930-0097 富山市芝園町3-1-26

221805 富山‐5 髙岡工芸 〒 933-8518 高岡市中川1-1-20

221806 富山‐6 高岡第一 〒 933-8508 高岡市本郷2-1-1

221807 富山‐7 富山第一 〒 930-0916 富山市向新庄町5-1-54

221808 富山‐8 龍谷富山 〒 930-0855 富山市赤江町2-10

221901 石川‐1 加賀 〒 922-0331 加賀市動橋町ム53番地

221902 石川‐2 金沢北陵 〒 920-3114 金沢市吉原町ワ21番地

221903 石川‐3 星稜 〒 920-0811 金沢市小坂町南206番地

221904 石川‐4 遊学館 〒 920-0964 金沢市本多町2-2-3

221905 石川‐5 金沢学院大学附属 〒 920-1393 金沢市末町10

221906 石川‐6 寺井 〒 923-1123 能美市吉光町ト90

221907 石川‐7 小松商業 〒 923-8555 小松市希望丘10番地

221908 石川‐8 県立工業 〒 920-0964 金沢市本多町2-3-6

221909 石川‐9 金沢 〒 921-8515 金沢市泉本町3丁目１１１番地

222001 福井‐1 羽水 〒 918-8114 福井市羽水1-302

222002 福井‐2 武生商工 〒 915-0841 越前市文京1-14-16

222101 静岡‐1 浜松工業 〒 433-8112 浜松市北区初生町1150

222102 静岡‐2 飛龍 〒 410-0013 沼津市東熊堂491

222103 静岡‐3 伊東商業 〒 414-0055 伊東市岡入の道1229-3

222104 静岡‐4 知徳 〒 411-0944 駿東郡長泉町竹原354

222105 静岡‐5 新居 〒 431-0304 湖西市新居町内山2036番地

222106 静岡‐6 藤枝北 〒 426-0016 藤枝市郡970

222107 静岡‐7 キラリ（通信制） 〒 420-0839 静岡市葵区1-11-11　静鉄鷹匠アネックス

222201 岐阜‐1 岐阜工業 〒 501-6083 羽島郡笠松町常盤町1700

222202 岐阜‐2 中京 〒 509-6101 瑞浪市土岐町7074−1

222203 岐阜‐3 多治見工業 〒 507-8605 多治見市陶元町207

222204 岐阜‐4 多治見北 〒 507-0022 多治見市上山町2-49

222205 岐阜‐5 聖マリア 〒 501-2565 岐阜市福富201 

222301 愛知‐1 蒲郡 〒 443-0058 蒲郡市上本町8-9

222302 愛知‐2 三好 〒 470-0224 みよし市三好町東山110番地1

222303 愛知‐3 享栄 〒 463-0003 名古屋市瑞穂区雄路地

222304 愛知‐4 名古屋工学院高校課程 〒 444-0005 名古屋市熱田区伝馬町2-24-14

222305 愛知‐5 愛産大三河 〒 444-0005 岡崎市岡町原山12-10

222306 愛知‐6 名古屋工業 〒 466-0054 名古屋市昭和区円上町22-38
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222307 愛知‐7 菊華 〒 463-0011 名古屋市守山区小幡5-8-13

222308 愛知‐8 瀬戸工科（定時制） 〒 489-0883 瀬戸市東権現町22番地1

222309 愛知‐9 名古屋経済大学高蔵 〒 467-8558 名古屋市瑞穂区高田町3丁目28番地の1

222310 愛知‐10 大府東 〒 474-0011 大府市横根町膝折1-4

222311 愛知‐11 知多翔洋 〒 478-0001 知多市八幡堂ヶ島50-1

222312 愛知‐12 ルネサンス豊田（通信制） 〒 479-0302 豊田市藤沢町丸竹182

222313 愛知‐13 岩津 〒 444-2145 岡崎市東蔵前町馬場5番地

222314 愛知‐14 名古屋 〒 461-8676 名古屋市東区砂田橋2-1-58

222315 愛知‐15 同朋 〒 453-8549 名古屋市中村区稲葉地町7-1

222316 愛知‐16 栄徳 〒 480-1103 長久手市岩作三ヶ峯１－３２

222317 愛知‐17 半田工科 〒 475-0916 半田市豆柊町３丁目１

222318 愛知‐18 足助 〒 444-2351 豊田市岩神町川原５

222401 三重‐1 久居農林 〒 514-1136 津市久居東鷹跡町105番地

222402 三重‐2 水産 〒 517-0703 志摩市志摩町和具2578

222403 三重‐3 久居 〒 514-1138 津市戸木町3569-1

222404 三重‐4 明野 〒 515-0813 伊勢市小俣町明野1481

222405 三重‐5 みえ夢学園（定時制） 〒 514-0803 津市柳山津興1239

222406 三重‐6 白山 〒 515-3133 津市白山町南家城678

222407 三重‐7 桑名工業 〒 511-0944 桑名市芳ヶ崎1330番地1

222408 三重‐8 四日市中央工業 〒 512-0925 四日市市菅原町678

222409 三重‐9 海星 〒 510-0036 四日市市追分1-9-34

222410 三重‐10 暁 〒 512-8045 四日市市萱生町238

222501 滋賀‐1 能登川 〒 521-1235 東近江市伊庭町13

222502 滋賀‐2 光泉カトリック 〒 525-8566 草津市野路町178番地

222601 京都‐1 京都廣学館 〒 619-0245 京都府相楽郡精華町下狛中垣内48

222602 京都‐2 京都先端科学附属 〒 616-8036 京都市右京区花園寺ノ中町8番地

222603 京都‐3 東山 〒 606-8445 京都市左京区永観堂町51

222604 京都‐4 莵道 〒 611-0011 宇治市五ヶ庄五雲峰4-1

222605 京都‐5 京都すばる 〒 612-8156 京都市伏見区向島西定請120

222606 京都‐6 朱雀 〒 604-8384 京都市中京区西ノ京式部町1

222607 京都‐7 京都工学院 〒 612-0884 京都市伏見区深草西出山町23

222608 京都‐8 洛陽総合 〒 604-8453 京都市中京区西西ノ京春日町8

222609 京都‐9 東山 〒 606-8445 京都市左京区永観堂町51

222610 京都‐10 北嵯峨 〒 616-8353 京都市右京区嵯峨大沢柳井出町

222701 大阪‐1 大阪商業大学 〒 577-8505 東大阪市御厨栄町4-1-10

222702 大阪‐2 興國 〒 543-0045 大阪市天王寺区寺田町1丁目4-26

222703 大阪‐3 浪速高校 〒 558-0023 大阪市住吉区山之内2-13-57

222704 大阪‐4 賢明学院 〒 590-0812 堺市堺区霞ヶ丘町4丁3-30

222705 大阪‐5 追手門学院大手前 〒 540-0008 大阪市中央区大手前1丁目3番20号

222706 大阪‐6 箕面東 〒 532-0022 箕面市粟生外院5-4-63

222707 大阪‐7 堺工科 〒 590-0801 堺市堺区大仙中町12番1号

222708 大阪‐8 大阪体育大学浪商 〒 590-0459 泉南郡熊取町朝代台1-1

222801 兵庫‐1 西宮香風 〒 662-0943 西宮市建石町7-43
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222802 兵庫‐2 科学技術 〒 651-0072 神戸市中央区脇浜町1-4-70

222803 兵庫‐3 芦屋学園 〒 659-0011 芦屋市六麓荘町16-18

222804 兵庫‐4 神戸第一 〒 651-0058 神戸市中央区葺合町寺ヶ１

222805 兵庫‐5 飾磨工業 〒 672-8064 姫路市飾磨区細江319番地

222806 兵庫‐6 飾磨工業（多部） 〒 672-8064 姫路市飾磨区細江319番地

222807 兵庫‐7 神戸朝鮮 〒 655-0017 神戸市垂水区上高丸1-5-1

222808 兵庫‐8 神戸工業 〒 652-0863 神戸市兵庫区和田宮通2-1-63

222809 兵庫‐9 相生学院 〒 678-0044 相生市野瀬700

222901 奈良‐1 王寺工業 〒 636-0012 北葛城郡王寺町本町3丁目6-1

222902 奈良‐2 奈良朱雀・奈良商工 〒 630-8031 奈良市柏木町248

222903 奈良‐3 情報商業・商業 〒 633-0051 桜井市河西770

222904 奈良‐4 香芝 〒 639-0223 香芝市真美ヶ丘5丁目1-53

223001 和歌山‐1 和歌山工業 〒 641-0036 和歌山県和歌山市西浜3丁目6−1

223002 和歌山‐2 海南 〒 642-0022 和歌山県海南市大野中651

223101 鳥取‐1 鳥取城北 〒 680-0811 鳥取市西品治848

223102 鳥取‐2 米子松蔭 〒 689-3541 米子市二本木316-1

223103 鳥取‐3 米子高校 〒 683-0023 米子市橋本30-1

223104 鳥取‐4 鳥取東 〒 680-0061 鳥取市立川町5丁目210

223105 鳥取‐5 米子西 〒 683-8512 米子市大谷町200

223106 鳥取‐6 米子北 〒 683-0804 米子市米原6-14-1

223107 鳥取‐7 境港総合 〒 684-0043 境港市竹内町925

223201 島根‐1 浜田水産 〒 697-0051 浜田市瀬戸ヶ島町25-3

223202 島根‐2 出雲 〒 693-0001 出雲市塩冶町1873

223203 島根‐3 出雲西 〒 693-0032 出雲市下古志町1163

223204 島根‐4 浜田（定時制・通信制） 〒 697-8789 浜田市黒川町3749

223301 岡山-1 岡山工業 〒 700-0013 岡山市北区伊福町4-3-92

223302 岡山-2 関西 〒 700-0056 岡山市北区西崎本町16-1

223303 岡山-3 倉敷工業 〒 710-0826 倉敷市老松町4-9-1

213401 広島‐1 崇徳 〒 733-8511 広島市西区楠木町4-15-13

213402 広島‐2 広陵 〒 731-3164 広島市安佐南区伴東3‐14‐1

213403 広島‐3 山陽 〒 733-8551 広島市西区観音新町四丁目12-5

223501 山口‐1 山口農業 〒 754-0001 山口市小郡上郷10980-1

223502 山口‐2 柳井学園 〒 742-0032 柳井市古開作410

223601 徳島‐1 吉野川 〒 776-0005 吉野川市鴨島町喜来681-9

223602 徳島‐2 科学技術 〒 770-0006 徳島市北矢三町2-1-1

223701 香川‐1 高松工芸 〒 760-0017 高松市番町二丁目9番30号

223702 香川‐2 多度津 〒 764-0011 仲多度郡多度津町栄町一丁目1番82号

223703 香川‐3 観音寺第一 〒 768-0069 観音寺市茂木町四丁目2番38号

223704 香川‐4 琴平 〒 766-0002 仲多度郡琴平町142番地2

223705 香川‐5 国立香川高等専門学校 〒 769-1192 三豊市詫間町香田551番地

223706 香川‐6 坂出第一 〒 762-0032 坂出市駒止町2丁目1番30号

223707 香川‐7 鹿島朝日（通信制） 〒 760-0054 高松市常磐町1-3-1

223801 愛媛‐1 新田 〒 791-8604 松山市山西町663
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223802 愛媛‐2 松山工業 〒 790-0021 松山市真砂町1番地

223803 愛媛‐3 松山学院 〒 790-8550 松山市北久米町815

223804 愛媛‐4 三島 〒 799-0405 四国中央市三島中央5丁目11番30号

223805 愛媛‐5 川之江 〒 799-0101 四国中央市川之江町2257

223806 愛媛‐6 新居浜工業 〒 792-0004 新居浜市北新町8番1号

223807 愛媛‐7 新居浜商業 〒 792-0821 新居浜市瀬戸町2-16

223808 愛媛‐8 新居浜西 〒 792-0024 新居浜市宮西町4番46号

223809 愛媛‐9 新居浜南 〒 792-0836 新居浜市篠場町1番32号

223810 愛媛‐10 済美 〒 790-8560 松山市湊町7丁目9-1

223901 高知‐1 岡豊 〒 783-0049 南国市岡豊町中島511-1

223902 高知‐2 高知西 〒 780-8052 高知市鴨部2丁目5番70号

223903 高知‐3 高知工業 〒 781-8010 高知市桟橋通り2丁目11番6号

224001 福岡‐1 糸島農業 〒 819-1117 糸島市前原西3丁目2-1

224002 福岡‐2 東福岡 〒 812‐0007 福岡市博多区東比恵2‐24‐1

224003 福岡‐3 太宰府 〒 818-0122 太宰府市高雄3丁目4114番地

224004 福岡‐4 東鷹 〒 825-0002 田川市大字伊田2362番地3

224005 福岡‐5 大牟田北（定時制） 〒 837-0904 大牟田市吉野555

224006 福岡‐6 豊国学園 〒 800-0025 北九州市門司区柳町4ー5-1

224007 福岡‐7 福岡第一 〒 815-0037 福岡市南区玉川町22−1

224008 福岡‐8 光陵 〒 811-3223 福津市光陽台5丁目

224009 福岡‐9 沖学園 〒 812-0895 福岡市博多区竹下2丁目1-33

224010 福岡‐10 北九州市立 〒 808-0062 北九州市戸畑区浅生1丁目10-1

224011 福岡‐11 青豊 〒 828-0028 豊前市青豊3番地1

224012 福岡‐12 筑紫台 〒 818-0119 太宰府市連歌屋1丁目1番1号

224013 福岡‐13 福智 〒 825-0002 田川市大字伊田3934

224101 佐賀‐1 白石 〒 849-2101 佐賀県杵島郡大町町大字大町 2039

224102 佐賀‐2 高志館 〒 840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺 1698

224103 佐賀‐3 佐賀商業 〒 840-0804 佐賀県佐賀市神野東4-12-40

224104 佐賀‐4 厳木 〒 849-3193 佐賀県唐津市厳木町厳木727

224105 佐賀‐5 佐賀西 〒 840-0041 佐賀市城内1丁目425

224201 長崎‐1 長崎鶴洋 〒 850-0991 長崎市末石町157番地1

224202 長崎‐2 瓊浦 〒 850-0802 長崎市伊良林2丁目13-4

224203 長崎‐3 大村工業 〒 856-0815 大村市森園町1079-3

224204 長崎‐4 長崎南山 〒 852-8544 長崎市上野町25-1

224205 長崎‐5 西海学園 〒 857-0011 佐世保市春日町29-22

224206 長崎‐6 創成館 〒 854-0063 諫早市貝津町621番地

224207 長崎‐7 鎮西学院 〒 854-0082 諫早市西栄田町1212-1

224208 長崎‐8 佐世保工業 〒 857-0134 佐世保市瀬戸越3-3-30

224209 長崎‐9 国見 〒 859-1321 雲仙市国見町多比良甲1020番地

224210 長崎‐10 諫早商業 〒 854-0061 諫早市宇都町8-26

224211 長崎‐11 長崎北 〒 851-1132 長崎市小江原1-1-1

224301 熊本‐1 城北 〒 861-0598 山鹿市志々岐798

224302 熊本‐2 菊池 〒 861-1331 菊池市隈府1332-1
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224303 熊本‐3 熊本工業 〒 862-0953 熊本市中央区上京塚町5番1号

224304 熊本‐4 熊本農業 〒 861-4105 熊本市南区元三町5-1-1

224305 熊本‐5 阿蘇中央 〒 869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2460

224306 熊本‐6 九州学院 〒 862-8672 熊本市中央区大江5-2-1

224307 熊本‐7 東海大学付属熊本星翔 〒 862-0970 熊本市東区渡鹿9-1-1

224308 熊本‐8 開新 〒 862-8677 熊本市中央区大江6-1-33

224309 熊本‐9 秀岳館 〒 866-0881 八代市興国町1-5

224310 熊本‐10 天草工業 〒 863-0043 天草市亀場町亀川38-36

224401 大分-1 鶴崎工業 〒 870-0133 大分市大字葛木509番地

224402 大分-2 大分工業 〒 870-0948 大分市芳河原台12番1号

224403 大分-3 津久見 〒 879-2421 津久見市大字津久見3485番地1

224404 大分-4 宇佐 〒 872-0102 宇佐市南宇佐1543 

224501 宮崎-1 日章学園 〒 880-0125 宮崎市広原836

224601 鹿児島-1 鹿児島工業 〒 890-0014 鹿児島市草牟田二丁目57-1

224602 鹿児島-2 鹿屋工業 〒 893-0032 鹿屋市川西町4490番地

224603 鹿児島-3 出水工業 〒 899-0214 出水市五万石町358番地

224604 鹿児島-4 鹿児島城西 〒 899-2593 日置市伊集院町清藤1938

224605 鹿児島-5 沖永良部 〒 891-9293 大島郡知名町余多241番地

224701 沖縄-1 名護商工 〒 905-0019 名護市大北4-1-23

224702 沖縄-2 中部農林 〒 904-2213 うるま市田場1570番地

224703 沖縄-3 陽明 〒 901-2113 浦添市大平488

224704 沖縄-4 浦添 〒 901-2121 浦添市内間3‐26‐1

224705 沖縄-5 北中城 〒 901-2302 北中城村字渡口1997番地13

224706 沖縄-6 那覇工業 〒 901-2122 浦添市勢理客4‐22‐1

224707 沖縄-7 那覇国際 〒 900-0005 那覇市天久1-29-1

224708 沖縄-8 沖縄工業 〒 902-0062 那覇市松川3丁目20番1号

224709 沖縄-9 那覇西 〒 901-0155 那覇市金城3丁目5番地1

224710 沖縄-10 豊見城南 〒 901-0233 豊見城市翁長520

224711 沖縄-11 沖縄水産 〒 901-0305 糸満市西崎一丁目1番1号

224712 沖縄-12 宮古総合実業 〒 906-0013 宮古島市平良字下里280番地

224713 沖縄-13 宮古工業 〒 906-0007 宮古島市平良字東仲宗根968‐4

224714 沖縄-14 陽明支援学校 〒 901-2113 浦添市大平488

224715 沖縄-15 開邦 〒 901-1105 南風原町字新川646

224716 沖縄-16 球陽 〒 904-0035 沖縄市南桃原1-10-1


