
都道府県 学校番号 校　名 備　考

北海道 1ｰ1 北海道真駒内養護学校

北海道 1ｰ2 北海道手稲養護学校

北海道 1ｰ3 北海道拓北養護学校

北海道 1ｰ4 北海道旭川養護学校

北海道 1ｰ5 北海道網走養護学校

北海道 1ｰ6 北海道函館養護学校  

北海道 1ｰ7 北海道白糠養護学校

北海道 1ｰ8 北海道岩見沢高等養護学校

北海道 1ｰ9 札幌市立豊成養護学校

北海道 1ｰ10 札幌市立北翔養護学校

青森 2ｰ1 青森県立青森第一養護学校

青森 2ｰ2 青森県立八戸第一養護学校

青森 2ｰ3 青森県立青森第一高等養護学校

青森 2ｰ4 青森県立弘前第二養護学校

岩手 3-1 岩手県立盛岡となん支援学校

宮城 4ｰ1 宮城県立船岡支援学校

秋田 5-1 秋田県立秋田きらり支援学校

山形 6ｰ1 山形県立ゆきわり養護学校

福島 7ｰ1 福島県立郡山支援学校

福島 7ｰ2 福島県立平支援学校

茨城 8ｰ1 茨城県立水戸特別支援学校

茨城 8ｰ2 茨城県立下妻特別支援学校

茨城 8-3 茨城県立つくば特別支援学校

栃木 9ｰ1 栃木県立のざわ特別支援学校

栃木 9ｰ2 栃木県立わかくさ特別支援学校

群馬 10ｰ1 群馬県立あさひ特別支援学校

群馬 10ｰ2 群馬県立二葉特別支援学校

群馬 10ｰ3 群馬県立二葉高等特別支援学校

埼玉 11ｰ1 埼玉県立熊谷特別支援学校

埼玉 11ｰ2 埼玉県立越谷特別支援学校

埼玉 11ｰ3 埼玉県立和光特別支援学校

埼玉 11ｰ4 埼玉県立日高特別支援学校

埼玉 11ｰ5 埼玉県立宮代特別支援学校

埼玉 11ｰ6 埼玉県立川島ひばりが丘特別支援学校

埼玉 11ｰ7 埼玉県立秩父特別支援学校

埼玉 11ｰ9 さいたま市立ひまわり特別支援学校

埼玉 11-10 埼玉県立蓮田特別支援学校

埼玉 11-11 さいたま市立さくら草特別支援学校

千葉 12ｰ1 千葉県立桜が丘特別支援学校

千葉 12ｰ2 千葉県立袖ケ浦特別支援学校

千葉 12ｰ3 千葉県立松戸特別支援学校

千葉 12ｰ4 千葉県立長生特別支援学校
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千葉 12ｰ5 千葉県立船橋特別支援学校

千葉 12ｰ6 千葉県立銚子特別支援学校

千葉 12-7 千葉県立船橋夏見特別支援学校

東京 13ｰ1 筑波大学附属桐が丘特別支援学校

東京 13ｰ2 東京都立光明学園

東京 13ｰ3 東京都立小平特別支援学校

東京 13ｰ4 東京都立鹿本学園

東京 13ｰ5 東京都立北特別支援学校

東京 13ｰ6 東京都立城南特別支援学校

東京 13ｰ7 東京都立城北特別支援学校

東京 13ｰ8 東京都立村山特別支援学校

東京 13ｰ9 東京都立町田の丘学園

東京 13ｰ10 東京都立府中けやきの森学園

東京 13ｰ12 東京都立八王子東特別支援学校

東京 13ｰ13 東京都立大泉特別支援学校

東京 13ｰ14 東京都立多摩桜の丘学園

東京 13ｰ15 東京都立墨東特別支援学校

東京 13ｰ16 東京都立あきる野学園

東京 13ｰ17 東京都立永福学園

神奈川 14ｰ1 横須賀市立養護学校

神奈川 14ｰ2 神奈川県立平塚養護学校

神奈川 14ｰ3 神奈川県立三ツ境養護学校

神奈川 14ｰ4 神奈川県立中原養護学校

神奈川 14ｰ5 横浜市立上菅田特別支援学校

神奈川 14ｰ6 神奈川県立鎌倉養護学校

神奈川 14ｰ7 神奈川県立座間養護学校

神奈川 14ｰ9 横浜市立中村特別支援学校

神奈川 14ｰ10 横浜市立若葉台特別支援学校

神奈川 14ｰ11 横浜市立北綱島特別支援学校

神奈川 14ｰ12 横浜市立東俣野特別支援学校

神奈川 14ｰ13 神奈川県立武山養護学校

神奈川 14ｰ14 神奈川県立茅ヶ崎養護学校

神奈川 14-16 神奈川県立麻生養護学校

神奈川 14-17 神奈川県立金沢養護学校

神奈川 14-18 神奈川県立岩戸養護学校

新潟 15ｰ1 新潟県立東新潟特別支援学校

新潟 15ｰ3 新潟県立上越特別支援学校

山梨 16ｰ1 山梨県立甲府支援学校

山梨 16ｰ2 山梨県立あけぼの支援学校

山梨 16ｰ3 山梨県立ふじざくら支援学校

石川 17ｰ1 石川県立明和特別支援学校

石川 17ｰ2 石川県立いしかわ特別支援学校

石川 17ｰ3 石川県立小松瀬領特別支援学校
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福井 18ｰ1 福井県立福井特別支援学校

富山 19ｰ1 富山県立富山総合支援学校

富山 19ｰ2 高岡市立こまどり支援学校

富山 19ｰ3 富山県立高志支援学校

長野 20ｰ1 長野県稲荷山養護学校

長野 20ｰ2 長野県花田養護学校

岐阜 21ｰ1 岐阜県立関特別支援学校

岐阜 21ｰ2 岐阜県立岐阜希望が丘特別支援学校

静岡 22ｰ1 静岡県立中央特別支援学校

静岡 22ｰ2 静岡県立東部特別支援学校

静岡 22ｰ3 静岡県立西部特別支援学校

静岡 22ｰ4 特別支援学校ねむの木

静岡 22ｰ5 静岡県立静岡南部特別支援学校

愛知 23ｰ1 愛知県立名古屋特別支援学校

愛知 23ｰ2 愛知県立岡崎特別支援学校

愛知 23ｰ3 愛知県立一宮特別支援学校

愛知 23ｰ4 愛知県立豊橋特別支援学校

愛知 23ｰ5 愛知県立小牧特別支援学校

愛知 23ｰ6 愛知県立港特別支援学校

愛知 23ｰ7 愛知県立ひいらぎ特別支援学校

愛知 23-8 愛知県瀬戸市立瀬戸特別支援学校

愛知 23-9 愛知県豊田市立豊田特別支援学校

愛知 23-10 愛知県刈谷市立刈谷特別支援学校

三重 24ｰ1 三重県立城山特別支援学校

三重 24-2 三重県立度会特別支援学校

三重 24ｰ5 三重県立特別支援学校北勢きらら学園

滋賀 25ｰ1 滋賀県立野洲養護学校

滋賀 25ｰ2 滋賀県立北大津養護学校

滋賀 25ｰ3 滋賀県立草津養護学校

滋賀 25ｰ4 滋賀県立長浜養護学校

滋賀 25ｰ5 滋賀県立三雲養護学校

滋賀 25ｰ6 滋賀県立甲良養護学校

滋賀 25ｰ7 滋賀県立新旭養護学校

滋賀 25-8 滋賀県立八日市養護学校

京都 26ｰ1 京都市立呉竹総合支援学校

京都 26ｰ2 京都府立向日が丘支援学校

京都 26ｰ3 京都府立丹波支援学校

京都 26ｰ4 京都府立南山城支援学校

京都 26ｰ5 京都府立中丹支援学校

京都 26ｰ6 京都府立舞鶴支援学校行永分校

京都 26-7 京都市立北総合支援学校

京都 26ｰ8 京都市立東総合支援学校

京都 26ｰ9 京都市立西総合支援学校
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京都 26-10 京都府立宇治支援学校

大阪 27ｰ1 大阪府立堺支援学校

大阪 27ｰ2 大阪府立茨木支援学校

大阪 27ｰ3 大阪府立東大阪支援学校

大阪 27ｰ4 大阪府立岸和田支援学校

大阪 27ｰ5 大阪府立藤井寺支援学校

大阪 27ｰ6 大阪府立交野支援学校

大阪 27ｰ7 大阪府立箕面支援学校

大阪 27ｰ9 大阪府立光陽支援学校

大阪 27ｰ11 大阪府立平野支援学校

大阪 27-13 大阪府立東住吉支援学校

大阪 27-14 大阪府立西淀川支援学校

兵庫 28ｰ1 兵庫県立のじぎく特別支援学校

兵庫 28ｰ2 兵庫県立播磨特別支援学校

兵庫 28ｰ3 神戸市立友生支援学校

兵庫 28ｰ4 尼崎市立尼崎養護学校

兵庫 28ｰ5 西宮市立西宮養護学校

兵庫 28ｰ6 姫路市立書写養護学校

兵庫 28ｰ7 加古川市立加古川養護学校

兵庫 28ｰ8 明石市立明石養護学校

兵庫 28ｰ9 伊丹市立伊丹特別支援学校

兵庫 28ｰ10 宝塚市立養護学校

兵庫 28ｰ11 篠山市立篠山養護学校

兵庫 28ｰ12 神戸市立いぶき明生支援学校

兵庫 28ｰ13 川西市立川西養護学校

兵庫 28ｰ14 兵庫県立和田山特別支援学校

奈良 29ｰ1 奈良県立明日香養護学校

奈良 29ｰ2 奈良県立奈良養護学校

和歌山 30ｰ1 和歌山県立南紀支援学校

和歌山 30ｰ2 和歌山県立きのかわ支援学校

和歌山 30ｰ3 和歌山県立紀伊ｺｽﾓｽ支援学校

和歌山 30-4 和歌山県立和歌山さくら支援学校

和歌山 30-5 和歌山県立紀北支援学校

鳥取 31ｰ1 鳥取県立皆生養護学校

島根 32ｰ1 島根県立松江清心養護学校

島根 32ｰ2 島根県立江津清和養護学校

岡山 33ｰ1 岡山県立岡山支援学校

岡山 33ｰ2 岡山県立早島支援学校

岡山 33ｰ3 岡山県立岡山東支援学校

岡山 33ｰ4 岡山県立誕生寺支援学校

岡山 33ｰ5 岡山県立西備支援学校

岡山 33-6 岡山県立倉敷まきび支援学校

広島 34ｰ1 広島県立広島特別支援学校
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広島 34ｰ2 広島県立福山特別支援学校

広島 34ｰ3 広島県立西条特別支援学校

山口 35ｰ1 山口県立防府総合支援学校

山口 35ｰ2 山口県立周南総合支援学校

山口 35-3 山口県立下関総合支援学校

徳島 36ｰ1 徳島県立板野支援学校

徳島 36ｰ2 徳島県立ひのみね支援学校

香川 37ｰ1 香川県立高松養護学校

愛媛 38ｰ1 愛媛県立しげのぶ特別支援学校

愛媛 38-2 愛媛県立宇和特別支援学校

高知 39ｰ1 高知県立高知若草養護学校

福岡 40ｰ1 福岡県立福岡特別支援学校

福岡 40ｰ2 北九州市立小倉総合特別支援学校

福岡 40ｰ3 福岡市立南福岡特別支援学校

福岡 40ｰ4 福岡県立田主丸特別支援学校

福岡 40-7 北九州市立八幡西特別支援学校

福岡 40-8 福岡市立今津特別支援学校

福岡 40-9 福岡県立太宰府特別支援学校

福岡 40-10 福岡県立直方特別支援学校

福岡 40-11 福岡県立築城特別支援学校

佐賀 41ｰ1 佐賀県立金立特別支援学校

佐賀 41ｰ2 佐賀県立唐津特別支援学校

佐賀 41-3 佐賀県立うれしの特別支援学校

佐賀 41-4 佐賀県立伊万里特別支援学校

長崎 42ｰ1 長崎県立諫早特別支援学校

長崎 42ｰ2 長崎県立諫早東特別支援学校

長崎 42ｰ3 長崎県立長崎特別支援学校

長崎 42ｰ4 長崎県立佐世保特別支援学校

熊本 43ｰ1 熊本県立松橋支援学校

熊本 43ｰ2 熊本県立松橋東支援学校

熊本 43ｰ3 熊本県立芦北支援学校

熊本 43ｰ4 熊本県立苓北支援学校

熊本 43-5 熊本県立熊本かがやきの森支援学校

大分 44ｰ1 大分県立別府支援学校

大分 44-2 大分県立別府支援学校鶴見校

宮崎 45ｰ1 宮崎県立延岡しろやま支援学校

宮崎 45ｰ2 宮崎県立清武せいりゅう支援学校

鹿児島 46ｰ1 鹿児島県立鹿児島養護学校

鹿児島 46ｰ2 鹿児島県立桜丘養護学校

鹿児島 46ｰ3 鹿児島県立皆与志養護学校

鹿児島 46ｰ4 鹿児島県立出水養護学校

沖縄 47ｰ1 沖縄県立鏡が丘特別支援学校

沖縄 47ｰ2 沖縄県立那覇特別支援学校
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沖縄 47ｰ3 沖縄県立泡瀬特別支援学校

沖縄 47ｰ4 沖縄県立桜野特別支援学校
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