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（別添１）

整理
番号 学校名 ドメイン名

1 福島高等学校 fukushima-h
2 橘高等学校 tachibana-h
3 福島商業高等学校 fukushima-ch
4 福島明成高等学校 fukushimameisei-h
5 福島工業高等学校 fukushima-th
6 福島西高等学校 fukushimanishi-h
7 福島北高等学校 fukushimakita-h
8 福島東高等学校 fukushimahigashi-h
9 福島南高等学校 fukushimaminami-h

10 川俣高等学校 kawamata-h
11 梁川高等学校 yanagawa-h
12 保原高等学校 hobara-h
13 安達高等学校 adachi-h
14 二本松工業高等学校 nihonmatsu-th
15 安達東高等学校 adachihigashi-h
16 本宮高等学校 motomiya-h
17 安積高等学校 asaka-h
18 安積高等学校御舘校 asaka-h-mitate
19 安積黎明高等学校 asakareimei-h
20 郡山東高等学校 koriyamahigashi-h
21 郡山商業高等学校 koriyama-ch
22 郡山北工業高等学校 koriyamakita-th
23 郡山高等学校 koriyama-h
24 あさか開成高等学校 asakakaisei-h
25 湖南高等学校 konan-h
26 須賀川高等学校 sukagawa-h
27 須賀川桐陽高等学校 sukagawatoyo-h
28 清陵情報高等学校 seiryojoho-h
29 長沼高等学校 naganuma-h
30 岩瀬農業高等学校 iwase-ah
31 光南高等学校 kohnan-h
32 白河高等学校 shirakawa-h
33 白河旭高等学校 shirakawaasahi-h
34 白河実業高等学校 shirakawa-bh
35 塙工業高等学校 hanawa-th
36 修明高等学校 shumei-h
37 修明高等学校鮫川校 shumei-h-samegawa
38 石川高等学校 ishikawa-h
39 田村高等学校 tamura-h
40 船引高等学校 funehiki-h
41 小野高等学校 ono-h
42 小野高等学校平田校 ono-h-hirata
43 会津高等学校 aizu-h
44 葵高等学校 aoi-h
45 会津学鳳高等学校 aizugakuho-h
46 若松商業高等学校 wakamatsu-ch
47 会津工業高等学校 aizu-th
48 喜多方高等学校 kitakata-h
49 喜多方東高等学校 kitakatahigashi-h
50 喜多方桐桜高等学校 kitakatatooh-h
51 猪苗代高等学校 inawashiro-h
52 耶麻農業高等学校 yama-ah
53 西会津高等学校 nishiaizu-h
54 大沼高等学校 ohnuma-h
55 川口高等学校 kawaguchi-h
56 坂下高等学校 bange-h
57 会津農林高等学校 aizunorin-h
58 田島高等学校 tajima-h
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整理
番号 学校名 ドメイン名

59 南会津高等学校 minamiaizu-h
60 只見高等学校 tadami-h
61 磐城高等学校 iwaki-h
62 磐城桜が丘高等学校 iwakisakuragaoka-h
63 平工業高等学校 taira-th
64 平商業高等学校 taira-ch
65 いわき総合高等学校 iwakisogo-h
66 いわき光洋高等学校 iwakikoyo-h
67 湯本高等学校 yumoto-h
68 小名浜高等学校 onahama-h
69 いわき海星高等学校 iwakikaisei-h
70 磐城農業高等学校 iwaki-ah
71 勿来高等学校 nakoso-h
72 勿来工業高等学校 nakoso-th
73 好間高等学校 yoshima-h
74 遠野高等学校 tono-h
75 四倉高等学校 yotsukura-h
76 双葉高等学校 futaba-h
77 浪江高等学校 namie-h
78 浪江高等学校津島校 namie-h-tsushima
79 富岡高等学校 tomioka-h
80 双葉翔陽高等学校 futabashoyo-h
81 相馬高等学校 soma-h
82 相馬東高等学校 somahigashi-h
83 原町高等学校 haramachi-h
84 相馬農業高等学校 soma-ah
85 相馬農業高等学校飯舘校 soma-ah-iitate
86 小高商業高等学校 odaka-ch
87 小高工業高等学校 odaka-th
88 新地高等学校 shinchi-h
89 福島中央高等学校 fukushimachuo-h
90 郡山萌世高等学校 housei-h
91 白河第二高等学校 shirakawa2-h
92 会津第二高等学校 aizu2-h
93 いわき翠の杜高等学校 iwakimidorinomori-h
94 盲学校 fukushima-sb
95 聾学校 fukushima-sd
96 大笹生養護 ohzasou-sh
97 郡山養護学校 koriyama-sh
98 あぶくま養護学校 abukuma-sh
99 須賀川養護学校 sukagawa-sh

100 西郷養護学校 nishigo-sh
101 石川養護学校 ishikawa-sh
102 会津養護学校 aizu-sh
103 猪苗代養護学校 inawashiro-sh
104 平養護学校 taira-sh
105 いわき養護学校 iwaki-sh
106 富岡養護学校 tomioka-sh
107 相馬養護学校 soma-sh
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