
ブロック名 番号 高　校　名 よみ 都道府県 初参加

1 札幌平岸高等学校 さっぽろひらぎし 北海道 ○
2 石狩翔陽高等学校α
3 石狩翔陽高等学校β
4 美唄聖華高等学校 びばいせいか 北海道
5 新得高等学校 しんとく 北海道
6 鶴岡中央高等学校 つるおかちゅうおう 山形県 ○
7 松井田高等学校 まついだ 群馬県 ○
8 大川学園高等学校 おおかわがくえん 埼玉県
9 クラーク記念国際高等学校東京キャンパス 東京都
10 中央ろう学校 東京都 ○
豊南高等学校 ほうなん 東京都
秀明八千代高等学校 しゅうめいやちよ 千葉県 ○
大泉桜高等学校 おおいずみさくら 東京都
立川ろう学校 たちかわ 東京都 ○

13 野津田高等学校 のづた 東京都
14 横浜南陵高等学校 よこはまなんりょう 神奈川県
15 二俣川看護福祉高等学校 ふたまたがわ 神奈川県
平塚湘風高等学校 ひらつかしょうふう 神奈川県
神奈川工業高等学校 かながわこうぎょう 神奈川県
立花学園高等学校 たちばながくえん 神奈川県 ○
小田原総合ビジネス高等学校 おだわらそうごう 神奈川県 ○
茅ヶ崎高等学校 ちがさき 神奈川県 ○

17 藤沢総合高等学校 ふじさわそうごう 神奈川県 ○
18 田鶴浜高等学校 たつるはま 石川県
19 啓新高等学校 けいしん 福井県
20 身延山高等学校 みのぶさん 山梨県
21 掛川工業高等学校 かけがわこうぎょう 静岡県 ○
22 桜花学園高等学校Ａ
23 桜花学園高等学校Ｂ
24 南陽高等学校 なんよう 愛知県 ○
25 岡崎東高等学校 おかざきひがし 愛知県 ○
26 安城生活福祉高等専修学校 あんじょうせいかつ 愛知県
27 杏和高等学校 きょうわ 愛知県
28 海翔高等学校 かいしょう 愛知県 ○
29 朝明高等学校 あさけ 三重県 ○
30 伊賀白鳳高等学校 いがはくほう 三重県
31 八幡高等学校 はちまん 滋賀県
32 京都府立聾学校 きょうとふりつろう 京都府
33 京都八幡高等学校南キャンパス きょうとやわた 京都府 ○
34 クラーク記念国際高等学校大阪梅田キャンパス 大阪府 ○
35 芦間高等学校 あしま 大阪府 ○
36 福井高等学校 ふくい 大阪府 ○
37 松原高等学校 まつばら 大阪府
38 鳴尾高等学校 なるお 兵庫県 ○
39 社高等学校 やしろ 兵庫県 ○
40 奈良県立ろう学校 奈良県
41 聖心学園中等教育学校 せいしんがくえん 奈良県 ○
42 橋本高等学校 はしもと 和歌山県 ○
43 鳥取城北高等学校 とっとりじょうほく 鳥取県
44 鳥取聾学校 とっとりろう 鳥取県
45 青翔開智高等学校 せいしょうかいち 鳥取県 ○
46 米子高等学校 よなご 鳥取県 ○
47 境港総合技術高等学校 さかいみなとそうごう 鳥取県
48 岩美高等学校 いわみ 鳥取県
49 萩高等学校 はぎ 山口県 ○
50 高松南高等学校 たかまつみなみ 香川県 ○
51 宇和高等学校 うわ 愛媛県 ○
52 嶺北高等学校 れいほく 高知県
53 三井高等学校 みい 福岡県
54 唐津青翔高等学校 からつせいしょう 佐賀県 ○
55 嬉野高等学校 うれしの 佐賀県
56 神埼清明高等学校 かんざきせいめい 佐賀県 ○
57 平戸高等学校 ひらど 長崎県 ○
58 熊本聾学校 くまもとろう 熊本県
59 大分東明高等学校 おおいたとうめい 大分県
60 佐伯豊南高等学校 さいきほうなん 大分県 ○
61 真和志高等学校 まわし 沖縄県

［参考］申込み数　※（　）は、昨年（第2回大会）の実績

　　・チーム数 61 （47）　チーム
　　・高校数 65 （50）　校
　　・都道府県数 30 （22）　都道府県

九州・沖縄ブロック
（９チーム）
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おうかがくえん 愛知県

第３回全国高校生手話パフォーマンス甲子園　参加申込みチーム一覧

北海道・東北ブロック
（６チーム）

関東ブロック
（１１チーム）

中部ブロック
（１１チーム）

近畿ブロック
（１４チーム）

中四国ブロック
（１０チーム）

いしかりしょうよう 北海道


