
学校コード 校名 都道府県

001
酪農学園大学附属 とわの森三愛
高等学校

北海道

002 大野農業高等学校 北海道
003 檜山北高等学校 北海道
004 倶知安農業高等学校 北海道

005 余市紅志高等学校 北海道

006 留寿都高等学校 北海道
007 ニセコ高等学校 北海道
008 真狩高等学校 北海道
009 岩見沢農業高等学校 北海道
010 美唄尚栄高等学校 北海道
011 当別高等学校 北海道

013 新十津川農業高等学校 北海道

014 幌加内高等学校 北海道
015 旭川農業高等学校 北海道

017 剣淵高等学校 北海道

018 遠別農業高等学校 北海道
019 美幌高等学校 北海道
020 大空高等学校 北海道
021 標茶高等学校 北海道
022 中標津農業高等学校 北海道
023 別海高等学校 北海道
024 帯広農業高等学校 北海道
025 士幌高等学校 北海道
026 更別農業高等学校 北海道
028 壮瞥高等学校 北海道
029 静内農業高等学校 北海道
031 富良野緑峰高等学校 北海道
032 清水高等学校 北海道
418 名寄産業高等学校 北海道
421 深川東高等学校 北海道

033 三本木農業高等学校（3年） 青森県

034 五所川原農林高等学校 青森県
035 柏木農業高等学校 青森県
036 名久井農業高等学校 青森県
039 弘前実業高等学校 青森県
442 三本木農業恵拓高等学校（1・２ 青森県
040 盛岡農業高等学校 岩手県
041 紫波総合高等学校 岩手県
042 花巻農業高等学校 岩手県
043 北上翔南高等学校 岩手県
044 水沢農業高等学校 岩手県
045 岩谷堂高等学校 岩手県
046 一関第二高等学校 岩手県
047 千厩高等学校 岩手県
048 大船渡東高等学校 岩手県
049 遠野緑峰高等学校 岩手県
050 久慈東高等学校 岩手県
051 一戸高等学校 岩手県
052 伊具高等学校 宮城県
053 柴田農林高等学校 宮城県



054 亘理高等学校 宮城県
055 宮城県農業高等学校 宮城県
057 南郷高等学校 宮城県
058 石巻北高等学校 宮城県
059 小牛田農林高等学校 宮城県
060 加美農業高等学校 宮城県
061 迫桜高等学校 宮城県
064 本吉響高等学校 宮城県
432 登米総合産業高等学校 宮城県
065 大曲農業高等学校 秋田県
066 金足農業高等学校 秋田県
067 西目高等学校 秋田県
068 秋田北鷹高等学校 秋田県
069 能代科学技術高等学校 秋田県
070 増田高等学校 秋田県
071 村山産業高等学校 山形県
072 庄内農業高等学校 山形県
073 上山明新館高等学校 山形県
074 置賜農業高等学校 山形県
075 新庄神室産業高等学校 山形県
077 福島明成高等学校 福島県

078 安達東高等学校 福島県

079 岩瀬農業高等学校 福島県
080 小野高等学校 福島県
081 白河実業高等学校 福島県
082 修明高等学校 福島県
083 耶麻農業高等学校 福島県
084 会津農林高等学校 福島県
085 田島高等学校 福島県
086 磐城農業高等学校 福島県
087 相馬農業高等学校 福島県
088 ふたば未来学園高等学校 福島県
089 園芸高等学校 東京都
090 農芸高等学校 東京都
092 農業高等学校 東京都
093 農産高等学校 東京都

094 瑞穂農芸高等学校 東京都

095 大島高等学校 東京都
096 三宅高等学校 東京都
097 八丈高等学校 東京都
417 青梅総合高等学校 東京都
098 中央農業高等学校 神奈川県

099 吉田島高等学校 神奈川県

100 相原高等学校 神奈川県

101 平塚農商高等学校 神奈川県

102 三浦初声高等学校 神奈川県
103 熊谷農業高等学校 埼玉県
104 杉戸農業高等学校 埼玉県
105 川越総合高等学校 埼玉県
106 秩父農工科学高等学校 埼玉県
107 いずみ高等学校 埼玉県
108 児玉白楊高等学校 埼玉県
109 羽生実業高等学校 埼玉県
110 鳩ヶ谷高等学校 埼玉県



111 筑波大学附属坂戸高等学校 埼玉県
112 総合教育センター江南支所 埼玉県
113 薬園台高等学校 千葉県
114 流山高等学校 千葉県
115 清水高等学校 千葉県
117 成田西陵高等学校 千葉県
118 下総高等学校 千葉県

119 多古高等学校 千葉県

120 旭農業高等学校 千葉県
121 大網高等学校 千葉県
122 茂原樟陽高等学校 千葉県
123 大原高等学校 千葉県
124 安房拓心高等学校 千葉県
125 君津高等学校　上総キャンパス 千葉県
126 君津青葉高等学校 千葉県
127 市原高等学校 千葉県
441 君津高等学校 千葉県
128 大子清流高等学校 茨城県
129 水戸農業高等学校 茨城県
131 石岡第一高等学校 茨城県
132 江戸崎総合高等学校 茨城県

133 真壁高等学校 茨城県

435 鉾田第二高等学校 茨城県

438 坂東清風高等学校 茨城県

135 宇都宮白楊高等学校 栃木県
136 鹿沼南高等学校 栃木県
137 小山北桜高等学校 栃木県
138 栃木農業高等学校 栃木県
139 真岡北陵高等学校 栃木県
140 那須拓陽高等学校 栃木県
141 矢板高等学校 栃木県
142 勢多農林高等学校 群馬県

143 利根実業高等学校 群馬県

144 伊勢崎興陽高等学校 群馬県
145 吾妻中央高等学校 群馬県
146 大泉高等学校 群馬県
147 富岡実業高等学校 群馬県
148 安中総合学園高等学校 群馬県
149 藤岡北高等学校 群馬県
150 北杜高等学校 山梨県
151 農林高等学校 山梨県
423 笛吹高等学校 山梨県
153 下田高等学校　南伊豆分校 静岡県
154 田方農業高等学校 静岡県
155 富岳館高等学校 静岡県
156 静岡農業高等学校 静岡県
157 藤枝北高等学校 静岡県
158 小笠高等学校 静岡県
159 遠江総合高等学校 静岡県
160 磐田農業高等学校 静岡県
161 天竜高等学校 静岡県

162 浜松大平台高等学校 静岡県



163 浜松湖北高等学校 静岡県

164 巻総合高等学校 新潟県
166 新発田農業高等学校 新潟県
167 村上桜ヶ丘高等学校 新潟県
168 長岡農業高等学校 新潟県
169 加茂農林高等学校 新潟県
170 十日町総合高等学校 新潟県
171 柏崎総合高等学校 新潟県
172 高田農業高等学校 新潟県
173 佐渡総合高等学校 新潟県
175 入善高等学校 富山県
176 上市高等学校 富山県

177 中央農業高等学校 富山県

178 小杉高等学校 富山県

180 小矢部園芸高等学校 富山県

181 南砺福野高等学校 富山県
424 氷見高等学校 富山県
182 能登高等学校 石川県
183 七尾東雲高等学校 石川県
184 津幡高等学校 石川県
185 翠星高等学校 石川県
186 福井農林高等学校 福井県
187 若狭東高等学校 福井県
188 坂井高等学校 福井県
189 下高井農林高等学校 長野県
190 須坂創成高等学校 長野県
191 更級農業高等学校 長野県
192 丸子修学館高等学校 長野県

193
佐久平総合技術高等学校(浅間
キャンパス)

長野県

194
佐久平総合技術高等学校(臼田
キャンパス)

長野県

195 富士見高等学校 長野県
196 上伊那農業高等学校 長野県
197 下伊那農業高等学校 長野県
198 木曽青峰高等学校 長野県
199 塩尻志学館高等学校 長野県
200 南安曇農業高等学校 長野県
201 渥美農業高等学校 愛知県
202 安城農林高等学校 愛知県
203 稲沢高等学校 愛知県
204 猿投農林高等学校 愛知県
205 佐屋高等学校 愛知県
207 田口高等学校 愛知県
208 鶴城丘高等学校 愛知県
209 半田農業高等学校 愛知県
210 新城有教館高等学校　作手校舎 愛知県

211
愛知県総合教育センター農業教育
共同実習所

愛知県

437 新城有教館高等学校 愛知県
212 岐阜農林高等学校 岐阜県
213 大垣養老高等学校 岐阜県
214 加茂農林高等学校 岐阜県
215 恵那農業高等学校 岐阜県



216
飛騨高山高等学校　山田キャンパ
ス

岐阜県

217 郡上高等学校 岐阜県
218 阿木高等学校 岐阜県
220 四日市農芸高等学校 三重県
221 久居農林高等学校 三重県
222 明野高等学校 三重県
223 相可高等学校 三重県
419 伊賀白鳳高等学校 三重県
225 甲南高等学校 滋賀県
226 八日市南高等学校 滋賀県
227 長浜農業高等学校 滋賀県
228 湖南農業高等学校 滋賀県
229 木津高等学校 京都府
230 桂高等学校 京都府
231 北桑田高等学校 京都府

232 北桑田高等学校　美山分校 京都府

233 須知高等学校 京都府
234 農芸高等学校 京都府
235 綾部高等学校 京都府

236 福知山高等学校　三和分校 京都府

439 清新高等学校 京都府
440 丹後緑風高等学校　久美浜学舎 京都府
239 豊中高等学校　能勢分校 大阪府
240 園芸高等学校 大阪府
242 枚岡樟風高等学校 大阪府
243 農芸高等学校 大阪府
245 貝塚高等学校 大阪府
246 淡路高等学校 兵庫県
247 有馬高等学校 兵庫県
248 篠山産業高等学校 兵庫県
249 農業高等学校 兵庫県
250 上郡高等学校 兵庫県
251 佐用高等学校 兵庫県
252 播磨農業高等学校 兵庫県
253 氷上高等学校 兵庫県
254 山崎高等学校 兵庫県
255 但馬農業高等学校 兵庫県
426 篠山東雲高等学校 兵庫県
256 磯城野高等学校 奈良県
257 御所実業高等学校 奈良県
258 吉野高等学校 奈良県
259 山辺高等学校 奈良県

260 山辺高等学校　山添分校 奈良県

443 西吉野農業高等学校 奈良県

262 有田中央高等学校 和歌山県

263 南部高等学校 和歌山県
264 熊野高等学校 和歌山県
265 紀北農芸高等学校 和歌山県
267 智頭農林高等学校 鳥取県
268 倉吉農業高等学校 鳥取県
269 鳥取湖陵高等学校 鳥取県
270 日野高等学校 鳥取県
271 松江農林高等学校 島根県



272 出雲農林高等学校 島根県
273 邇摩高等学校 島根県
274 矢上高等学校 島根県
275 益田翔陽高等学校 島根県
276 高松農業高等学校 岡山県
277 勝間田高等学校 岡山県
278 瀬戸南高等学校 岡山県
279 新見高等学校(北校地） 岡山県
280 興陽高等学校 岡山県
281 井原高等学校 (南校地) 岡山県
282 真庭高等学校（久世校地） 岡山県
283 高梁城南高等学校 岡山県
444 真庭高等学校（落合校地） 岡山県
288 西条農業高等学校 広島県
289 世羅高等学校 広島県

290 沼南高等学校 広島県

291 油木高等学校 広島県
292 庄原実業高等学校 広島県

293 吉田高等学校 広島県

294 田布施農工高等学校 山口県
296 山口農業高等学校 山口県
297 宇部西高等学校 山口県

298 山口農業高等学校西市分校 山口県

299 大津緑洋高等学校　日置校舎 山口県
301 萩高等学校奈古分校 山口県
302 城西高等学校 徳島県
303 城西高等学校　神山校 徳島県

304 小松島西高等学校　勝浦校 徳島県

305 阿南光高等学校 徳島県
307 池田高等学校 三好校 徳島県
428 吉野川高等学校 徳島県
434 那賀高等学校 徳島県
311 笠田高等学校 香川県
312 農業経営高等学校 香川県
313 飯山高等学校 香川県
314 高松南高等学校 香川県
315 石田高等学校 香川県
317 土居高等学校 愛媛県
318 西条農業高等学校 愛媛県
319 丹原高等学校 愛媛県
320 今治南高等学校 愛媛県
321 伊予農業高等学校 愛媛県
322 愛媛大学附属高等学校 愛媛県
324 上浮穴高等学校 愛媛県
325 大洲農業高等学校 愛媛県

326 川之石高等学校 愛媛県

327 宇和高等学校 愛媛県
328 野村高等学校 愛媛県
329 北宇和高等学校三間分校 愛媛県
330 北宇和高等学校 愛媛県
331 南宇和高等学校 愛媛県
332 高知農業高等学校 高知県

333 春野高等学校 高知県



334 幡多農業高等学校 高知県
336 行橋高等学校 福岡県

337 遠賀高等学校 福岡県

339 福岡農業高等学校 福岡県

340 糸島農業高等学校 福岡県
341 久留米筑水高等学校 福岡県
342 八女農業高等学校 福岡県
345 嘉穂総合高等学校 福岡県
347 田川科学技術高等学校 福岡県
348 朝倉光陽高等学校 福岡県

349 高志館高等学校 佐賀県

350 唐津南高等学校 佐賀県

351
伊万里実業高等学校（農林キャン
パス）

佐賀県

352 佐賀農業高等学校 佐賀県
353 神埼清明高等学校 佐賀県
354 島原農業高等学校 長崎県
355 諫早農業高等学校 長崎県
356 大村城南高等学校 長崎県
357 西彼農業高等学校 長崎県
359 北松農業高等学校 長崎県
360 北稜高等学校 熊本県

361 鹿本農業高等学校 熊本県

362 菊池農業高等学校 熊本県

363 熊本農業高等学校 熊本県
364 翔陽高等学校 熊本県
366 矢部高等学校 熊本県
367 八代農業高等学校 熊本県
368 芦北高等学校 熊本県
369 南稜高等学校 熊本県
425 阿蘇中央高等学校 熊本県
433 天草拓心高等学校 熊本県
372 国東高等学校 大分県
374 佐伯豊南高等学校 大分県
375 三重総合高等学校 大分県

376 久住高原農業高等学校 大分県

377 玖珠美山高等学校 大分県
378 日田林工高等学校 大分県
379 宇佐産業科学高等学校 大分県
429 日出総合高等学校 大分県
430 大分東高等学校 大分県
380 高千穂高等学校 宮崎県

381 門川高等学校 宮崎県

382 高鍋農業高等学校 宮崎県

383 宮崎農業高等学校 宮崎県
385 都城農業高等学校 宮崎県
420 日南振徳高等学校 宮崎県
427 小林秀峰高等学校 宮崎県
388 山川高等学校 鹿児島県
389 加世田常潤高等学校 鹿児島県



390 市来農芸高等学校 鹿児島県

393 伊佐農林高等学校 鹿児島県
397 鹿屋農業高等学校 鹿児島県
399 種子島高等学校 鹿児島県
400 国分中央高等学校 鹿児島県
408 薩摩中央高等学校 鹿児島県
409 鶴翔高等学校 鹿児島県
410 徳之島高等学校 鹿児島県
431 曽於高等学校 鹿児島県
401 北部農林高等学校 沖縄県
402 中部農林高等学校 沖縄県
403 南部農林高等学校 沖縄県
404 宮古総合実業高等学校 沖縄県
405 八重山農林高等学校 沖縄県
406 久米島高等学校 沖縄県


