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国　立 古賀竟成館 40204E 福岡西陵 40200B

小倉 40115D 福岡中央 40140E

あ 有明工業高専 40093K 小倉工業 40116B 福岡農業 40145F

き 北九州工業高専 40091C 小倉商業 40114F 福島 40167G

く 久留米工業高専 40092A 小倉西 40117A 福翔 40197J

公　立 小倉東 40208H ほ 北筑 40206A

小倉南 40113H み 三井 40150B

あ 朝倉 40173A さ 早良 40218E 三池 40159F

朝倉光陽 40232A し 修猷館 40142A 三池工業 40160K

朝倉東 40174K 城南 40141C 三井中央 40205C

ありあけ新世 40224K 新宮 40133B 三潴 40154E

い 育徳館 40105G す 水産 40132D 京都 40107C

糸島 40148A 須恵 40213D む 武蔵台 40211H

糸島農業 40149J せ 青豊 40222C 宗像 40131F

稲築志耕館 40185E た 田川 40177D め 明善 40152J

う 浮羽究真館 40228B 田川科学技術 40229A も 門司学園 40231B

浮羽工業 40170G 太宰府 40219C 門司大翔館 40227D

宇美商業 40135J ち 筑紫 40147B や 八幡 40124C

お 大川樟風 40223A 筑紫丘 40139A 八幡工業 40126K

大牟田北 40163D 筑紫中央 40146D 八幡中央 40125A

小郡 40216J 築上西 40104J 八幡南 40127H

折尾 40129D 筑前 40212F 山門 40158H

遠賀 40130H 筑豊 40191K 八女 40165A

か 香椎 40136G て 伝習館 40157K 八女工業 40166J

香椎工業 40137E と 東筑 40128F 八女農業 40168E

春日 40207K 東鷹 40179A ゆ 行橋 40108A

香住丘 40217G 戸畑 40119G わ 若松 40122G

嘉穂 40186C 戸畑工業 40121J 若松商業 40123E

嘉穂総合 40230D な 中間 40209F

嘉穂東 40187A 南筑 40201A き 輝翔館 40226F

苅田工業 40106E に 西田川 40181B

き 北九州 40118J の 直方 40190A い 生の松原特別支援 40474J

北九州市立 40196A は 博多工業 40199E 今津特別支援 40478A

く 鞍手 40189H 博多青松 40221E お 大牟田特別支援 40477C

鞍手竜徳 40225H 柏陵 40214B 小郡特別支援 40472B

久留米 40153G ひ ひびき 40120A き 北九州視覚特別支援 40453F

久留米商業 40202J ふ 福岡 40138C 北九州高等学園 40481A

久留米筑水 40151A 福岡魁誠 40134A 北九州中央高等学園 40442A

け 玄界 40220G 福岡工業 40143K く 久留米特別支援 40467F

玄洋 40215A 福岡講倫館 40144H こ 小池特別支援 40480C

こ 光陵 40210K 福岡女子 40198G 古賀特別支援 40432C

（高 等 専 門 学 校）

（高　等　学　校）

（中 等 教 育 学 校）

（特 別 支 援 学 校）



福岡県 2

小倉北特別支援 40460J 純真 40526E 大和青藍 40522B

小倉総合特別支援 40437D 上智福岡 40529K 八女学院 40555J

小倉南特別支援 40463C 真颯館 40503F ゆ 祐誠 40546K

た 太宰府特別支援 40434K す 杉森 40550H

田主丸特別支援 40462E せ 精華女子 40527C り リンデンホールスクール中高学部 40568A

ち 筑後特別支援 40468D 誠修 40549D

つ 築城特別支援 40431E 西南学院 40528A 上記以外の高等学校等 40999F

の 直方特別支援 40435H 西南女学院 40506A

は 博多高等学園 40441B 星琳 40556G

ひ 東福岡特別支援 40473A た 第一薬科大学付属 40562A

ふ 福岡高等視覚特別支援 40482K 立花 40544C

福岡高等聴覚特別支援 40479K ち 筑紫女学園 40531A

福岡特別支援 40458G 筑紫台 40530C

福岡高等学園 40476E 筑陽学園 40532K

福岡中央特別支援 40461G つ つくば開成福岡 40569J

み 南福岡特別支援 40471D と 東海大学付属福岡 40563K

も 門司総合特別支援 40436F 常磐 40508G

や 屋形原特別支援 40443J な 中村学園三陽 40564H

柳河特別支援 40433A 中村学園女子 40533H

八幡特別支援 40466H に 西日本短期大学附属 40559A

八幡西特別支援 40469B は 博多 40535D

わ 若久特別支援 40470F 博多女子 40536B

私　立 ひ 東筑紫学園 40509E

東福岡 40538J

い 飯塚 40517F ふ 福岡海星女子学院 40558C

お 大牟田 40545A 福岡工業大学附属城東 40541J

沖学園 40537A 福岡常葉 40561C

折尾愛真 40502H 福岡女学院 40539G

き 希望が丘 40560E 福岡女子商業 40570B

九州国際大学付属 40513C 福岡第一 40540A

九州産業大学付属九州 40557E 福岡大学附属大濠 40524J

九州産業大学付属九州産業 40534F 福岡大学附属若葉 40525G

仰星学園 40566D 福岡雙葉 40542G

近畿大学附属福岡 40520F 福岡舞鶴 40543E

く 久留米学園 40551F 福智 40523A

久留米信愛 40547H ほ 豊国学園 40510J

久留米大学附設 40548F み 美萩野女子 40511G

け 敬愛 40507J め 明光学園 40553B

慶成 40505B 明治学園 40512E

こ 高稜 40501K 明蓬館 40567B

し 自由ケ丘 40565F や 柳川 40554A

（高　等　学　校）

（中 等 教 育 学 校）


