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高校生の部　学校賞受賞校一覧

【特別学校賞】

都道府県 学校名

北海道 北海道旭川商業高等学校

北海道 市立札幌清田高等学校

北海道 札幌北斗高等学校

北海道 北海道滝川西高等学校

青森県 大和山学園　松風塾高等学校

青森県 青森県立田名部高等学校

岩手県 一関第二高等学校

岩手県 盛岡中央高等学校

宮城県 仙台東高等学校

宮城県 迫桜高等学校

宮城県 宮城県富谷高等学校

宮城県 宮城県亘理高等学校

福島県 福島県立あさか開成高等学校

茨城県 茨城県立藤代高等学校

栃木県 栃木県立宇都宮北高等学校

群馬県 共愛学園高等学校

千葉県 西武台千葉高等学校

千葉県 東京学館高等学校

東京都 駒込高等学校

新潟県 学校法人中越学園　中越高等学校

神奈川県 川崎市立橘高等学校

長野県 長野県下伊那農業高等学校

長野県 長野県篠ノ井高等学校

長野県 長野県松川高等学校

長野県 長野県上田高等学校

富山県 富山県立伏木高等学校

岐阜県 大垣工業高等学校

静岡県 静岡県立三島北高等学校

愛知県 愛知県立千種高等学校

滋賀県 立命館守山高等学校

京都府 東宇治高等学校

大阪府 羽衣学園高等学校

大阪府 関西創価高等学校

大阪府 大阪府立佐野高等学校

岡山県 ノートルダム清心学園　清心女子高等学校

岡山県 岡山県立総社南高等学校

広島県 呉港高等学校

広島県 広島女学院高等学校

広島県 広島市立舟入高等学校

愛媛県 愛媛県立伊予農業高等学校

愛媛県 愛媛県立宇和島南中等教育学校

愛媛県 愛媛県立松山中央高等学校

福岡県 北九州工業高等専門学校

福岡県 福岡県立北筑高等学校

長崎県 佐世保商業高等学校

宮崎県 宮崎西高等学校

鹿児島県 鹿児島県立鶴丸高等学校



【学校賞】

都道府県 学校名

北海道 遺愛女子高等学校

北海道 北海道千歳高等学校

北海道 北海道大樹高等学校

北海道 北海学園札幌高等学校

青森県 青森県立八戸北高等学校

岩手県 岩手県立盛岡農業高等学校

宮城県 宮城県柴田農林高等学校川崎校

宮城県 東陵高等学校

秋田県 聖霊女子短期大学付属高等学校

山形県 山形県立谷地高等学校

山形県 山形県立鶴岡中央高等学校

福島県 福島県立郡山高等学校

茨城県 茨城県立下妻第二高等学校

茨城県 茨城県立水海道第一高等学校

茨城県 茨城県立土浦第二高等学校

栃木県 栃木県立足利清風高等学校

群馬県 群馬県立桐生女子高等学校

群馬県 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校

埼玉県 埼玉県立鴻巣女子高等学校

埼玉県 埼玉県立川口東高等学校

埼玉県 埼玉県立本庄高等学校

埼玉県 学校法人小林学園　本庄東高等学校

東京都 東京都立五日市高等学校

東京都 東京都立国際高等学校

東京都 桜丘高等学校

東京都 三田国際学園高等学校

東京都 東京都立瑞穂農芸高等学校

東京都 聖徳学園高等学校

東京都 東京都立雪谷高等学校

東京都 専修大学附属高等学校

東京都 多摩大学附属聖ケ丘高等学校

東京都 東京都立竹早高等学校

東京都 北豊島高等学校

東京都 目白研心高等学校

新潟県 国際情報高等学校

新潟県 学校法人新潟青陵学園　新潟青陵高等学校

神奈川県 学校法人藤嶺学園　鵠沼高等学校

神奈川県 逗子開成高等学校

神奈川県 聖園女学院高等学校

神奈川県 麻布大学附属高等学校

長野県 長野県岡谷東高等学校

長野県 長野日本大学高等学校

富山県 富山県立大門高等学校

富山県 富山国際大学付属高等学校

石川県 石川県立金沢泉丘高等学校

福井県 福井県立武生東高等学校

福井県 福井工業高等専門学校



都道府県 学校名

岐阜県 岐阜県立加茂農林高等学校

岐阜県 学校法人広池学園　麗澤瑞浪高等学校

静岡県 静岡県立御殿場南高等学校

静岡県 静岡県立駿河総合高等学校

静岡県 学校法人静岡理工科大学　星陵高等学校

静岡県 学校法人磐田東学園　磐田東高等学校

静岡県 静岡県立磐田南高等学校

静岡県 飛龍高等学校三島スクール

静岡県 静岡県立浜北西高等学校

愛知県 愛知県立御津高等学校

愛知県 愛知県立時習館高等学校

愛知県 藤ノ花女子高等学校

愛知県 名古屋市立北高等学校

愛知県 名城大学附属高等学校

三重県 高田高等学校

三重県 学校法人鈴鹿享栄学園　鈴鹿高等学校

滋賀県 ヴォーリズ学園　近江兄弟社高等学校

京都府 京都府立鴨沂高等学校

京都府 学校法人京都光楠学園　京都学園高等学校

京都府 京都女子高等学校

京都府 同志社女子高等学校

京都府 学校法人　平安女学院中学校高等学校

京都府 京都府立北稜高等学校

京都府 立命館宇治高等学校

京都府 立命館高等学校

大阪府 城南学園高等学校

大阪府 学校法人清教学園　清教学園中・高等学校

大阪府 大阪教育大学附属高等学校　天王寺校舎

大阪府 大阪府立池田高等学校

大阪府 大阪府立東百舌鳥高等学校

大阪府 大阪府立豊中高等学校

兵庫県 兵庫県立加古川東高等学校

兵庫県 神戸高塚高等学校

兵庫県 神戸星城高等学校

兵庫県 神戸市立葺合高等学校

兵庫県 独立行政法人　国立高等専門学校機構　明石工業高等専門学校

奈良県 奈良県立畝傍高等学校

和歌山県 和歌山県立田辺高等学校

島根県 島根県立益田翔陽高等学校

岡山県 岡山県立倉敷鷲羽高等学校

岡山県 岡山県立津山東高等学校

広島県 安田女子高等学校

広島県 賀茂高等学校

徳島県 徳島県立富岡東高等学校

香川県 英明高等学校

香川県 大手前高松高等学校

愛媛県 済美高等学校



都道府県 学校名

高知県 高知商業高等学校

高知県 高知県立須崎高等学校

福岡県 中村学園女子高等学校

福岡県 明治学園高等学校

佐賀県 佐賀東高等学校

佐賀県 早稲田大学系属　早稲田佐賀高等学校

長崎県 長崎県立松浦高等学校

大分県 別府鶴見丘高等学校

宮崎県 宮崎県立延岡工業高等学校

宮崎県 学校法人宮崎日本大学学園　宮崎日本大学高等学校

宮崎県 聖心ウルスラ学園高等学校

鹿児島県 ラ・サール高等学校

沖縄県 学校法人興南学園　興南高等学校

沖縄県 具志川高等学校

沖縄県 名護高等学校

海外 早稲田大学系属　早稲田渋谷シンガポール校


