
1 北海道 北海道函館工業高等学校 51 長野県 長野県池田工業高等学校

2 北海道 北海道小樽未来創造高等学校 52 岐阜県 岐阜県立加茂農林高等学校

3 北海道 北海道北見工業高等学校 53 岐阜県 岐阜県立岐阜工業高等学校

4 北海道 北海道札幌工業高等学校 54 静岡県 静岡県立掛川工業高等学校

5 北海道 北海道苫小牧工業高等学校 55 静岡県 静岡県立島田工業高等学校

6 北海道 北海道函館水産高等学校 56 静岡県 静岡県立浜松工業高等学校

7 北海道 北海道室蘭工業高等学校 57 静岡県 静岡県立浜松城北工業高等学校

8 青森県 青森県立八戸工業高等学校 58 愛知県 愛知県立一宮起工科高等学校

9 宮城県 宮城県気仙沼向洋高等学校 59 愛知県 愛知県立起工業高等学校

10 秋田県 秋田県立秋田工業高等学校 60 愛知県 愛知県立春日井工業高等学校

11 秋田県 秋田県立由利工業高等学校 61 愛知県 愛知県立瀬戸工科高等学校

12 秋田県 秋田県立横手清陵学院高等学校 62 愛知県 愛知県立瀬戸窯業高等学校

13 山形県 羽黒高等学校 63 愛知県 愛知県立豊田工科高等学校

14 山形県 山形県立酒田光陵高等学校 64 愛知県 愛知県立碧南工業高等学校

15 山形県 山形県立山形工業高等学校 65 愛知県 愛知産業大学工業高等学校

16 山形県 山形県立米沢工業高等学校 66 愛知県 中部大学第一高等学校

17 福島県 福島県立会津工業高等学校 67 愛知県 名古屋工業高等学校

18 福島県 福島県立白河実業高等学校 68 愛知県 名古屋市立工業高等学校

19 福島県 福島県立勿来工業高等学校 69 三重県 三重県立四日市中央工業高等学校

20 茨城県 茨城県立勝田工業高等学校 70 京都府 京都府立京都高等技術専門校

21 茨城県 茨城県立つくば工科高等学校 71 大阪府 大阪府立城東工科高等学校

22 茨城県 茨城県立波崎高等学校 72 大阪府 大阪府立藤井寺工科高等学校

23 茨城県 日立工業専修学校 73 大阪府 星翔高等学校

24 栃木県 栃木県立足利工業高等学校 74 奈良県 奈良県立王寺工業高等学校

25 栃木県 栃木県立宇都宮工業高等学校 75 奈良県 奈良県立奈良朱雀高等学校

26 栃木県 栃木県立小山北桜高等学校 76 鳥取県 鳥取県立鳥取工業高等学校

27 栃木県 栃木県立佐野松桜高等学校 77 鳥取県 鳥取県立鳥取湖陵高等学校

28 栃木県 栃木県立那須清峰高等学校 78 島根県 島根県立西部高等技術校

29 群馬県 太田情報商科専門学校 79 岡山県 岡山県立高梁城南高等学校

30 群馬県 群馬県立高崎工業高等学校 80 岡山県 岡山県立東岡山工業高等学校

31 埼玉県 埼玉県立中央高等技術専門校 81 徳島県 徳島県立つるぎ高等学校

32 東京都 東京バイオテクノロジー専門学校 82 愛媛県 新居浜工業高等専門学校

33 東京都 日本工学院専門学校 83 愛媛県 弓削商船高等専門学校

34 東京都 日本工学院八王子専門学校 84 福岡県 九州産業大学付属九州産業高等学校

35 新潟県 新潟農業・バイオ専門学校 85 福岡県 福岡県立小倉工業高等学校

36 富山県 富山県立高岡工芸高等学校 86 福岡県 福岡県立浮羽工業高等学校

37 富山県 富山県立富山北部高等学校 87 福岡県 福岡県立福岡工業高等学校

38 富山県 富山県立滑川高等学校 88 福岡県 福岡県立三池工業高等学校

39 富山県 不二越工業高等学校 89 佐賀県 佐賀県立佐賀工業高等学校

40 石川県 石川県立工業高等学校 90 長崎県 佐世保工業高等専門学校

41 石川県 石川県立大聖寺実業高等学校 91 熊本県 熊本県立天草工業高等学校

42 石川県 石川県立七尾東雲高等学校 92 熊本県 熊本県立小川工業高等学校

43 石川県 石川県立羽咋工業高等学校 93 熊本県 熊本県立鹿本商工高等学校

44 福井県 福井県立科学技術高等学校 94 熊本県 熊本県立球磨工業高等学校

45 福井県 福井県立武生工業高等学校 95 熊本県 熊本県立熊本工業高等学校

46 福井県 福井県立敦賀工業高等学校 96 熊本県 熊本県立玉名工業高等学校

47 山梨県 山梨県立峡南高等学校 97 大分県 大分県立工科短期大学校

48 山梨県 山梨県立産業技術短期大学校 98 大分県 大分県立鶴崎工業高等学校

49 山梨県 山梨県立韮崎工業高等学校 99 鹿児島県 鹿児島県立出水工業高等学校

50 長野県 公立諏訪東京理科大学 100 鹿児島県 鹿児島県立隼人工業高等学校

第28～33回　品質管理検定　申込学校一覧
掲載可と回答した学校のみ・都道府県別・50音順・合計100校

※第28回～第33回に団体申込をされた学校様で、お名前の掲載を希望される場合はQC検定センターまでE-mail（qc-dantai@jsa.or.jp）でご連絡下さい。
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