
57チーム 59校

ブロック名 チーム数 学校数 No. 都道府県 学校（チーム）名 よみ
※

参加実績
備考

1 北海道 美唄聖華高等学校 びばいせいか 3

2 宮城県 聖ウルスラ学院英智高等学校 せいうるすらがくいんえいち 初

3 埼玉県 ふじみ野高等学校 ふじみの 2

4 埼玉県 埼玉県立特別支援学校坂戸ろう学園 さいたまけんりつとくべつしえんがっこうさかどろう 初

東京都 大泉桜高等学校 おおいずみさくら 6

東京都 立川ろう学校 たちかわろう 4

6 東京都 豊南高等学校 ほうなん 5

7 東京都 田園調布学園高等部 でんえんちょうふがくえんこうとうぶ 初

8 東京都 潤徳女子高等学校 じゅんとくじょし 4

9 東京都 郁文館グローバル高等学校 いくぶんかんぐろーばる 初

10 神奈川県 横浜南陵高等学校 よこはまなんりょう 5

11 神奈川県 金沢総合高等学校 かなざわそうごう 初

12 神奈川県 二俣川看護福祉高等学校 ふたまたがわかんごふくし 4

13 石川県 田鶴浜高等学校 たつるはま 6

14 福井県 啓新高等学校 けいしん 6

山梨県 身延山高等学校 みのぶさん 6

山梨県 富士学苑高等学校 ふじがくえん 初

16 長野県 エクセラン高等学校 えくせらん 初

17 静岡県 島田工業高等学校 しまだこうぎょう 初

18 愛知県 杏和高等学校 きょうわ 5

19 愛知県 桜花学園高等学校Aチーム おうかがくえん 5 同一校

20 愛知県 桜花学園高等学校Bチーム おうかがくえん 5 同一校

21 愛知県 岡崎東高等学校 おかざきひがし 4

22 愛知県 安城生活福祉高等専修学校Aチーム あんじょうせいかつふくし 5 同一校

23 愛知県 安城生活福祉高等専修学校Bチーム あんじょうせいかつふくし 5 同一校

24 大阪府 クラーク記念国際高等学校大阪天王寺キャンパス くらーくきねんこくさい 初

25 大阪府 芦間高等学校 あしま 2

26 大阪府 松原高等学校 まつばら 6

27 兵庫県 鳴尾高等学校 なるお 4

28 奈良県 奈良県立高等養護学校 ならけんりつこうとうようご 初

29 奈良県 奈良県立ろう学校 ならけんりつろう 6

30 奈良県 聖心学園中等教育学校 せいしんがくえん 4

31 鳥取県 鳥取城北高等学校 とっとりじょうほく 6

32 鳥取県 境港総合技術高等学校 さかいみなとそうごうぎじゅつ 6

33 鳥取県 米子高等学校 よなご 3

34 鳥取県 米子西高等学校 よなごにし 初

35 鳥取県 鳥取聾学校 とっとりろう 5

36 鳥取県 岩美高等学校 いわみ 6

37 鳥取県 米子東高等学校 よなごひがし 2

38 鳥取県 琴の浦高等特別支援学校 ことのうら 2

39 岡山県 明誠学院高等学校 めいせいがくいん 初

40 岡山県 倉敷翔南高等学校 くらしきしょうなん 初

41 岡山県 岡山学芸館高等学校 おかやまがくげいかん 初

42 岡山県 岡山県美作高等学校 おかやまけんみまさか 2

広島県 ノートルダム清心高等学校 のーとるだむせいしん 3

広島県 広島南特別支援学校 ひろしまみなみ 2

44 香川県 高松南高等学校 たかまつみなみ 4

45 香川県 尽誠学園高等学校 じんせいがくえん 2

愛媛県 済美高等学校 さいび 2

愛媛県 松山聾学校 まつやまろう 初

47 愛媛県 聖カタリナ学園高等学校 せいかたりながくえん 3

48 福岡県 大和青藍高等学校 やまとせいらん 5

49 福岡県 三井高等学校 みい 6

50 福岡県 久留米筑水高等学校 くるめちくすい 初

51 佐賀県 神埼清明高等学校 かんざきせいめい 3

52 長崎県 平戸高等学校 ひらど 4

53 熊本県 熊本聾学校 くまもとろう 5

54 熊本県 阿蘇中央高等学校 あそちゅうおう 初

55 大分県 大分東明高等学校 おおいたとうめい 6

56 沖縄県 沖縄尚学高等学校 おきなわしょうがく 初

57 沖縄県 真和志高等学校 まわし 6

※参加実績欄　数字は参加回数（今大会含む）、　「初」：初参加校

【申込み数】 【参加実績内訳】

57 初参加校 18

59 過去参加校 41

25

合同チーム

■参加申込 ５７チーム（５９校）

5

都道府県数

九州・沖縄

17チーム

合同チーム46

合同チーム

合同チーム

北海道・東北 2チーム 2校

43

15

第６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

チーム数
学校数

10チーム

11校

10校

7校

19校

10校

関東

中部

近畿

10チーム

11チーム

7チーム

中国・四国

別紙


