
県名 学 校 名 数 地区
北海道 北広島市立広葉中 北広島市立西の里中 北広島市立陽香分校中 北広島市立西部中 北広島市立東部中 北広島市立緑陽中 15

〃 北広島市立大曲中 上川町立上川中 むかわ町立鵡川中　 七飯養護学校おしま学園分校南富良野町立南富良野中 上富良野町立上富良野中
〃 網走市立呼人小中 昆布森中 興部町立興部中

岩手 北上市立北上中 私立盛岡白百合学園中 遠野市立遠野中 一関市立萩荘中 4
宮城 石巻市立門脇中 仙台市立中田中 仙台市立南吉成中 仙台市立中野中 仙台市立郡山中 仙台市立人来田中旗立文教室 13
〃 仙台市立生出中 仙台市立西山中 仙台市立蒲町中 仙台市立南中山中 仙台市立向陽台中 仙台市立宮城野中
〃 仙台市立折立中

山形 酒田市立鳥海八幡中 新庄市立日新中 県立村山特別支援学校 東根市立大富中 大蔵村立大蔵中 鮭川村立鮭川中 7
〃 鶴岡市立藤島中

福島 浪江町立浪江中 富岡町立富岡第一中 富岡町立富岡第二中 須賀川市立長沼中 喜多方市立喜多方第一中 県立須賀川支援学校 7
〃 いわき市立いわき秀英学園

茨城 取手市立取手第二中 稲敷市立新利根中 智学館中等教育 龍ヶ崎市立城南中 4
栃木 白鷗大学足利中 1
群馬 太田市立西中 太田市立太田中 太田市立南中 私立共愛学園中 私立新島学園中 渋川市立北橘中 7
〃 高崎市立倉賀野中

埼玉 川口市立岸川中 和光市立第三中 埼玉大学教育学部特別支援学校 3
千葉 私立麗澤中 我孫子市久寺家中 流山市立南流山中 流山市立北部中 長生村立長生中　 5
東京 私立八雲学園中 私立普連土学園中 私立東星学園中 私立和洋九段女子中 私立世田谷学園中 江東区立深川五中 38
〃 練馬区立開進第三中 私立品川女学院中等部 練馬区立光が丘第三中 私立三田国際学園 世田谷区立東深沢中 北区立神谷中
〃 大田区立大森第四中 北区立稲付中 私立三輪田学園中 私立実践学園中 足立区立第十三中 八王子市立高尾山学園中
〃 私立多摩大学目黒中 三鷹市立第三中 荒川区立第四中 練馬区立南ヶ丘中 足立区立入谷南中 足立区立志村第三中
〃 八王子市立別所中 江戸川区立瑞江中 府中市立第二中 足立区立第十四中 西東京市立保谷中 私立成立中
〃 私立松陰中 私立桐朋女子中 私立武蔵野中 私立淑徳ＳＣ中等部 私立白百合学園中 私立開智日本橋学園中
〃 江東区立深川第四中 町田市立南中学校

神奈川 私立神奈川学園中 私立清泉女学院中 私立捜真女学院中 私立F女学院中 聖ステパノ学園中 私立鎌倉女学院中 12
〃 横浜富士見丘学園中等教育学校函嶺白百合学園中 私立相洋中 県立横浜南養護 横須賀市立ろう学校 藤沢市立明治中

山梨 山梨市立山梨北中 私立山梨学院中 2
新潟 上越市立牧中 胎内市立築地中 佐渡市立畑野中 佐渡市立赤泊中 上越市立大島中 5
長野 どんぐり向方学園中 阿南町立阿南第一中 安曇野市立堀金中 私立才教学園中 4
富山 私立片山学園中 射水市立小杉南中 2
福井 敦賀市角鹿中 1
静岡 私立浜松開誠館中 熱海市立初島中 2
愛知 私立金城学院中 1
三重 私立セントヨゼフ女子学園中 津市立久居中 2
岐阜 関市立旭丘中 1
滋賀 私立滋賀学園中 草津市立草津中 長浜市立浅井中 3
京都 私立華頂女子中 私立花園学園中 京都市立梅津中 亀岡市立南桑中 城陽市立北城陽中 八幡市立男山第三中 12
〃 亀岡市立亀岡中 亀岡市立別院中 亀岡市立詳徳中 京丹後市丹後中 私立京都光華中 私立同志社中

大阪 私立浪速中 私立関西創価中 私立大阪学芸中 豊中市立第三中 池田市立池田中 吹田市立片山中 8
〃 和泉市信太中 国立大阪教育大学平野中

兵庫 私立夙川学院中 私立愛徳学園中 尼崎市立中央中 神戸大学附属中等教育学校 尼崎市立小田中 私立神戸龍谷中 8
〃 赤穂市立赤穂中 赤穂市立赤穂東中

奈良 河合町立河合第一中 国立奈良女子大学附属中 私立育英西中 3
和歌山 太地町立太地中 和歌山市立紀伊コスモス支援 2
鳥取 日野郡日野町立日野中 鳥取市立鹿野支援学園 倉吉市立久米中 三朝町立三朝中 青翔開智中 5
島根 松江市立松江擁護学校 益田市立高津中 江津市立青陵中 3
岡山 真庭市立蒜山中 吉備高原希望中 倉敷市立庄中 倉敷市立第一中 高梁市立高梁北中 美作市立美作中 7
〃 県立西備支援学校

広島 私立如水館中 国立広島大学附属東雲中 県立広島南特別支援学校中学部県立広島呉南特別支援学校中学部私立広島国際学院 国立広島大学附属三原中 6
山口 光市立光井中 宇部市西岐波中 宇部市立上宇部中学校 3
香川 高松市立高松第二中 高松市立高松第一中 2
徳島 上勝町立上勝中 東みよし町立三加茂中 2
高知 高知市立青柳中 宿毛市立片島中 高知市立愛宕中 中土佐町立久礼中 高知県立高知国際中 中土佐町立上ノ加江中 9
〃 高知市城北中 県立高知盲学校 県立高知ろう学校

愛媛 新居浜市立新居浜西中 新居浜市立中萩中 2
福岡 私立福岡女学院中 那珂川町立那珂川北中 福岡市立西福岡中 福岡市立香椎第二中 福岡市立板付中 福岡視覚特別支援学校 43
〃 福岡市立姪浜中 田川市立田川中 田川市立伊田中 田川市立弓削田中 田川市立鎮西中 柳河特別支援学校
〃 福岡市立小呂中 福岡市城南中 北九州市立門司中 北九州市立東郷中 築城町立築城中 筑紫野市立筑紫野中
〃 久留米市立高牟礼中 久留米市立明星中 私立久留米信愛中 田川市立金川中 田川市立後藤寺中 宗像市立城山中
〃 田川市立中央中 田川市立猪位金学園 福岡市立原北中 行橋市立今元中 上毛町立上毛中 直方市直方第三中
〃 福岡市立友泉中 福岡市立当仁中 福岡市立梅林中 福岡市立日佐中 福岡市立香椎第三中 大川市立大川中
〃 柳川市立蒲池中 柳川市立柳南中 八女市立見崎中 香春町立香春中 赤村村立赤中 私立福岡雙葉中
〃 福岡県立川崎特別支援学校

佐賀 唐津市立小川中 吉野ヶ里町立三田川中 2
長崎 佐々町立佐々中 平戸市立平戸中 佐世保市立日野中 長崎市立淵中 五島市立嵯我島中 南島原市立口之津中 7
〃 国立長崎大学附属特別支援学校

熊本 芦北町立佐敷中 芦北町立湯浦中 芦北町立田浦中 私立マリスト学園中 私立ルーテル学院中 氷川町立氷川中 11
〃 私立文徳中・高 私立九州学院中高 益城町立木山中 熊本市立飽田中 熊本県立大津支援学校

大分 豊後高田市立高田中 大分市立竹中中 大分市立明野中 3
宮崎 私立宮崎第一中 私立日向学院中 日南学園中 延岡市立島野浦中 明星視覚支援学校 宮崎市立赤江まつばら支援学校 6

鹿児島 鹿児島市立坂元中 私立鹿児島第一中 鹿屋市立細山田中 瀬戸内町立諸鈍中 受検村立名柄中 県立指宿養護学校 7
〃 瀬戸内町立秋徳中

沖縄 国立琉球大学教育学部付属中私立沖縄尚学 私立昭和薬科大付属中 国頭中 東中 今帰仁中 135
〃 上本部中 本部中 伊豆味中 水納中 屋我地中 羽地中
〃 屋部中 名護中 久志中 久辺中 東江中 大宮中
〃 宜野座中 金武中 伊平屋中 伊是名中 安富祖中 喜瀬武原中
〃 恩納中 仲泊中 山田中 石川中 伊波中 与勝中
〃 与勝第二中 あげな中 具志川中 高江洲中 具志川東中 彩橋中
〃 読谷中 古堅中 嘉手納中 越来中 コザ中 山内中
〃 美里中 美東中 安慶田中 宮里中 沖縄東中 県立球陽中
〃 北谷中 桑江中 普天間中 嘉数中 真志喜中 宜野湾中
〃 北中城中 中城中 西原中 西原東中 浦添中 仲西中
〃 神森中 港川中 浦西中 安岡中 首里中 真和志中
〃 石田中 那覇中 上山中 神原中 寄宮中 古蔵中
〃 小禄中 松島中 城北中 若夏分校 鏡原中 松城中
〃 仲井真中 金城中 石嶺中 豊見城中 長嶺中 伊良波中
〃 兼城中 糸満中 三和中 西崎中 潮平中 東風平中
〃 具志頭中 玉城中 知念中 久高中 佐敷中 大里中
〃 与那原中 南風原中 南星中 県立開邦中 渡嘉敷中 座間味中
〃 阿嘉中 慶留間中 粟国中 渡名喜中 平良中 北中
〃 久松中 鏡原中 西辺中 狩俣中 池間中 西城中
〃 城辺中 下地中 上野中 佐良浜中 多良間中 富野中
〃 川平中 崎枝中 名蔵中 石垣中 大浜中 白保中
〃 伊原間中 竹富中 小浜中 波照間中 大原中 船浦中
〃 西表中 鳩間中 与那国中
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