
平 成 3 0 年 1 2 月 3 日 

株式会社日本政策金融公庫 

 
日本政策金融公庫（略称：日本公庫）が開催する、第 6回「創造力、無限大∞ 高校生ビ

ジネスプラン・グランプリ」の最終審査会に進出するファイナリストが決定しました。 

過去最多のエントリー総数 4,359 件（396 校）から選ばれたファイナリスト 10 組が、 

平成 31年 1月 13日（日）に東京大学本郷キャンパスにおいて開催される最終審査会に臨

みます。最終審査会では、各組が与えられた 6分間の中で、熱い想いを込めたプレゼンテ

ーションを行い、本グランプリの頂点を目指します。 

今回のファイナリストには、ＩＴを活用して社会課題の解決を図るもの、地域資源の活

用やインバウンドへの対応などをテーマにした高校生ならではの多様性と創造力に溢れる

プランが選ばれています。 

最終審査会で、全国から選ばれた 10 組が活き活きとプレゼンテーションする姿を、是

非、ご取材ください。なお、発表当日に向けてチーム一丸となり準備する高校生の様子な

ども取材可能ですので、広報部までご連絡ください。 
 

【ファイナリスト１０組】（順不同） 

高校名 プランタイトル プラン概要 

宮城県農業高等学校 
ラピスネイルで赤ちゃんを守れ！  
～産業廃棄物を利用したインスタ映えする虫よけ商品～ 

虫よけスプレーで肌荒れする女性や赤ちゃん向
けに、牡蠣殻の胡粉（ごふん）成分やレモンタイ
ムを原料として虫よけ効果のあるネイルを開
発・販売するプラン 

栃木県立鹿沼南高等学校 
～農業女子のための～ 
人と環境と地元に優しいトマトタールに特化した手指洗浄剤の開発 

トマト栽培に携わる農家向けに、トマトタールと
呼ばれる汚れに特化した手指洗浄剤を開発・販売
するプラン 

広尾学園高等学校 “My Wish in Japan !” 
訪日観光客向けに、訪日目的等のメッセージが入
ったアパレル商品（Tシャツやトレーナー）をイ
ンターネットで受注販売するプラン 

横浜市立南高等学校 
★HAPPY GOLDAY★ 
～カンボジアの貧困層と日本の赤ちゃんを黄金のシルクが救う～  

カンボジア女性の貧困を解決するため、カンボジ
アの特産品「黄金のシルク」を使ったベビー服を
製造・販売するプラン 

洗足学園高等学校 人間の敵「G」が悪者からヒーローに？！ 
ゴキブリの羽根から抽出したキトサンで人体へ
の悪影響が少ない抗菌・抗カビ剤を開発し、みか
ん農家向けに販売するプラン 

京都府立木津高等学校 
階段は健康寿命の架け橋 
 ～運動不足すぎる日本人への警鐘～ 

階段昇降によって運動不足の解消・健康増進を図
ろうとするユーザー向けに、専用アプリを開発す
るプラン 

大阪市立鶴見商業高等学校 
訪問演奏（演技）紹介センター  
～優しさで広げよう歌と踊りの輪～ 

高齢者施設などで行われるレクリエーションに、
高校の軽音楽部やダンス部の演奏・演技者をマッ
チングし、機材のレンタル・運搬代行サービスを
提供するプラン 

広島市立広島工業高等学校 
自転車の交通安全支援サービス 
ＢＴ３Ｓ（Bicycle traffic safety support services） 

自転車の利用者に対して、走行映像が記録できる
自転車専用の内蔵式ドライブレコーダーを販売
するプラン 

徳島県立阿南工業・ 
阿南光高等学校 

バンブービジネス 
一般家庭や施設に対して、放置竹林の竹を活用し
た、揺れの感知で自動点灯する災害用懐中電灯及
び災害用バイオトイレを販売するプラン 

熊本県立水俣高等学校 小径丸太廃材を活用した教材キットの開発・販売 

熊本県内の中学生に対して、廃材を活用した技
術・家庭科授業用の教材キットを販売するととも
に、付随サービスとして高校生が授業支援を行う
プラン 

※その他の表彰等（高校生ビジネスプラン・ベスト 100、学校賞、エントリー高校一覧）については別紙 1～別紙３をご覧ください。 

輝ける舞台へ！ファイナリスト 10組が決定！ 

～第 6 回「高校生ビジネスプラン・グランプリ」～ 

ニュースリリース 



【最終審査会の概要】 

日時 平成 31年 1月 13日（日）13：00～17：30 

場所 東京大学伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール（東京大学本郷キャンパス内）  

プ
ロ
グ
ラ
ム 

12:15～13:00 受付 

13:00～13:10 開会挨拶、審査員の紹介 

13:10～14:10 ファイナリスト５組によるプレゼンテーション発表 

14:10～14:25 休憩 

14:25～15:25 ファイナリスト５組によるプレゼンテーション発表 

15:25～15:40 休憩 

15:40～16:50 

特別講演・意見交換会 

バルミューダ株式会社 代表取締役社長 寺尾 玄氏 

「バルミューダ ものづくりの原点」 

  
 

寺尾 玄氏 プロフィール 
1973年生まれ。17歳で高校を中退、スペイン、イタリア、モロッコなど地中海沿岸各国
を約１年かけて放浪。帰国後、約10年間、音楽活動に携わる。2001年にバンド解散後、
ものづくりの道を志し、独学と工場への飛び込みにより、設計や製造を習得。03年有限
会社バルミューダデザイン設立（11年、バルミューダ株式会社へ社名変更）。10年に発
表した扇風機「GreenFan」で一躍、家電業界の注目を集めた。15年に発表した「BALMUDA 
The Toaster」がグッドデザイン賞金賞（経済産業大臣賞）を受賞。2018年10月に太陽
光LEDを使用した「BALMUDA The Light」を発売。著書「行こう、どこにもなかった方法
で」（新潮社） 

16:50～17:30 結果発表・表彰式、講評（審査員長） 

審査員 

 

会社名、役職等 氏名 

武蔵大学 副学長/経済学部教授（審査員長） 髙橋 徳行 氏 

内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付企画官  石井 芳明 氏 

デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社 事業統括本部長  斎藤 祐馬 氏 

株式会社ベアーズ 取締役副社長 髙橋 ゆき 氏 

Selfwing Vietnam Co.,Ltd CEO 平井 由紀子 氏 

NPO 法人 ETIC. 代表理事 宮城 治男 氏 

株式会社和える 代表取締役 矢島 里佳 氏 

日本政策金融公庫 常務取締役 上甲 肇祐 
 

 

 

 

 



都道府県 高校名 プランタイトル 表彰

北海道函館水産高等学校 地震・津波に関する防災・減災商品で生命を守るビジネスプラン ベスト100

北海道士幌高等学校 提案　ヌプカの雪解けが創るわたしたちの町しほろ ベスト100

北海道東藻琴高等学校 「オホーツクトマト」の生産　海水を用いた高糖分トマト栽培 ベスト100

北海道大谷室蘭高等学校
室蘭だんぱらへGO！　～キッズもシニアも旅行者も！体験型アクティビティはACTRANにお任
せ！～

セミファイナリスト

青森県 青森県立名久井農業高等学校 農家の果実、実らせ隊！！ ～名農式受粉方法によるスマート農業～ ベスト100

岩手県 岩手県立遠野緑峰高等学校 遠野の宝「伝統野菜」を全国へ ～遠野伝統野菜加工品開発への挑戦～ ベスト100

宮城県農業高等学校
桜塩から創れ！循環型農業「桜観光地“サクランド”」 ～被災農業高校の役目を自覚した私達
の復興への挑戦　NEXT　STAGE～

ベスト100

宮城県農業高等学校 ラピスネイルで赤ちゃんを守れ！ ～産業廃棄物を利用したインスタ映えする虫よけ商品～ ファイナリスト

山形県 山形県立酒田光陵高等学校 つなぐ～紙と地域企業と障がい者のみなさんと ベスト100

福島県 福島県立会津高等学校 ”ふくしまのキラメキ PEACHフェスタ”～福島の桃の産業をPRするイベント事業～ ベスト100

栃木県 栃木県立鹿沼南高等学校 ～農業女子のための～
人と環境と地元に優しいトマトタールに特化した手指洗浄剤の開発 ファイナリスト

栃木県 栃木県立馬頭高等学校 寮をつくろう～那珂川町夢プロジェクト～ ベスト100

群馬県 利根沼田学校組合立利根商業高等学校 Freshmake　～地域資源を活用してビジネスチャンスをつかむ～ セミファイナリスト

群馬県 群馬県立中央中等教育学校 農業連携企業「Farmix」
〜農業のマッチングでイノベーションを起こす〜 ベスト100

早稲田大学本庄高等学院 CHARGE Project 〜行き交うシャトルに託す支援〜 ベスト100

埼玉県立皆野高等学校 ジビフェス ベスト100

長野県 長野清泉女学院高等学校 カフェMERU（meal,event,reborn,ueda）
～高齢者一人ひとりが輝き、生まれ変わる場所へ～ ベスト100

千葉県立一宮商業高等学校 教育できるシャンプーinコンディショナー ベスト100

市川高等学校 はじめてのおつかい横丁
〜学童商店街が作る家族の輪〜 ベスト100

市川高等学校 地域の魅力 自販機で配信中！ ベスト100

昭和学院秀英高等学校 The revolution of 外来種 ベスト100

洗足学園高等学校 J-Mapで地域の活性化 ベスト100

洗足学園高等学校 人間の敵「G」が悪者からヒーローに？！ ファイナリスト

武相高等学校 ecolope プロジェクト　～未来のエコ封筒～ ベスト100

慶應義塾高等学校 Poliple（ポリプル）～学生による学生のための政治系サービス～ セミファイナリスト

横浜市立南高等学校 ★HAPPY GOLDAY★～カンボジアの貧困層と日本の赤ちゃんを黄金のシルクが救う～ ファイナリスト

横浜市立南高等学校 おうち薬局 in Vietnam～日本の「おきぐすり」でベトナム人を救え！～ ベスト100

広尾学園高等学校 ‐勉強型 SNS‐「'presst」 ベスト100

広尾学園高等学校 “My Wish in Japan !” ファイナリスト

多摩大学目黒高等学校 HONEY DIPPER(ハニー・ディッパー)～南スーダンの第一歩に～ ベスト100

東京都立大島高等学校 ジャポネイラ檸檬プロジェクト ベスト100

北海道

宮城県

埼玉県

「高校生ビジネスプラン・ベスト100」

千葉県

神奈川県

東京都

 書類審査において高い評価を得た優秀なプランを「高校生ビジネスプラン・ベスト100」として選出しました。 
  また、その中からファイナリストに準ずる優秀なプラン(10組)を「セミファイナリスト賞」として表彰します。 

別紙１ 



都道府県 高校名 プランタイトル 表彰

東京学芸大学附属国際中等教育学校 Someco：地場産業と地域コミュニティの架け橋へ！！ セミファイナリスト

東京学芸大学附属国際中等教育学校 こどもの“いばしょ”をつくろう
〜子ども食堂×無料塾×こども宅食〜 ベスト100

東京学芸大学附属国際中等教育学校 ヤングケアラーを孤独から救う画期的なコミュニティサイトの設立 ベスト100

開成高等学校 次世代音楽教育～Cametis～ セミファイナリスト

専修大学附属高等学校 Plywood Welcome Back ベスト100

早稲田大学高等学院 宿毛型・柑橘ビジネス‼　～「お金」・「頭脳」・「土地」のベストな調和～ ベスト100

聖学院高等学校 レ・ミュル・ドーレで乾杯を！ ～生ハチミツで世界の子どもたちを笑顔にしよう～ ベスト100

麻布高等学校 Lifesaver ベスト100

吉祥女子高等学校 HyBrid　―“未来を切り開く高校生”と“日本を支える生産者”をつなぐ― セミファイナリスト

中央大学附属高等学校 家計簿、レシートアプリ～如月～ ベスト100

中央大学附属高等学校 ゴミステーション ～2020SBY～ ベスト100

富山県 富山県立富山商業高等学校 富山市創造プロジェクト　～飛び出せ富商シリーズの復活で地域創造～ ベスト100

金沢大学人間社会学域学校教育学類附
属高等学校

サンドピクチャーの癒しの力で石川県民に内灘のイメージを定着させよう ベスト100

石川県立金沢商業高等学校 金沢八香　kanzazawa hakka ベスト100

石川県立金沢商業高等学校 セレブの仲間入り？～金箔で地域活性化！～ ベスト100

石川県立七尾高等学校 ワンコインで能登を救え！ ベスト100

岐阜県 岐阜県立大垣養老高等学校 私たちが仲介します！岐阜西濃の魅力を外国人に伝える体験の旅 ベスト100

静岡県立伊東商業高等学校 古き良き伝統の復活！！～伊東七福“まごころずし”が単身高齢者を守る～ ベスト100

静岡県立伊東商業高等学校 未利用魚に新たな価値を！～伊豆鯖まんの逆襲！！～ ベスト100

静岡県立伊東商業高等学校 ダイヤの原石を磨き上げろ！ジオの恵み「やまもも」が蘇る！！ ベスト100

静岡県立富岳館高等学校 特産物育成で富士宮に活力を！ ～落花生でLet'sら活性！！～ ベスト100

静岡県立島田工業高等学校 Aegis Lock 〜高級自転車の鍵〜 ベスト100

愛知県立岡崎商業高等学校 味噌サミット　IN　OKAZAKI ベスト100

愛知県立旭丘高等学校 My 電子カルテ セミファイナリスト

鈴鹿高等学校 日本食動画授業 ベスト100

鈴鹿高等学校 Daily Life ベスト100

滋賀県 滋賀県立安曇川高等学校 高島の宝箱 ベスト100

京都府立須知高等学校
ほんま？！これお茶なん！！ ～京丹波SARABIKICHAのブレンド戦略とネットプレスリリースで
情報格差をぶち破れ～

ベスト100

京都府立木津高等学校 階段は健康寿命の架け橋
～運動不足すぎる日本人への警鐘～ ファイナリスト

京都市立京都工学院高等学校 DEKO(デコ) ～つながる消しゴム～ ベスト100

京都府立桂高等学校 植物残渣を染料に！～草木染めアクセサリーと行燈ランプ～ ベスト100

兵庫県立生野高等学校
コミュニケーションスペース”笑茶話（わらさわ）”の定期開催による「IKUNO総活躍社会　～
みんないきいきネットワーク～　」

ベスト100

兵庫県立相生産業高等学校 Ｏｙｓｔｅｒ‘ｓ ｓｈｅｌｌ Ｐｏｗｅｒ
～人・街・未来を美しく～ ベスト100

兵庫県立西宮高等学校 買い物付き添いサービス ベスト100

石川県

東京都

静岡県

愛知県

三重県

京都府

兵庫県



都道府県 高校名 プランタイトル 表彰

大阪府立三国丘高等学校 Happy Life of Pets ベスト100

大阪府立三国丘高等学校 SPODOG!～魔法のアプリで脱！依存～ ベスト100

大阪市立鶴見商業高等学校
くら寿司の「ＥＰＡＲＫ」と連携！ 失効ポイントが「TSURUMIこどもホスピス」支援に…
Relife(リライフ)　SMILE(スマイル) Gift(ギフト)

ベスト100

大阪市立鶴見商業高等学校 訪問演奏（演技）紹介センター ～優しさで広げよう歌と踊りの輪～ ファイナリスト

四條畷学園高等学校 ゼロからはじめる副業生活 セミファイナリスト

四條畷学園高等学校 マナティ ベスト100

四條畷学園高等学校 signal×home ベスト100

四條畷学園高等学校 たつまれんじゃー　～大阪の田舎〝龍間″を救おう！～ ベスト100

西大和学園高等学校 I Neem U プロジェクト ベスト100

西大和学園高等学校 E-shoes〜自分の足で、インドを明るく〜 ベスト100

西大和学園高等学校 SUMOMO ベスト100

和歌山県 和歌山県立神島高等学校 木の国わかやまプロジェクト
～「紀の国」を「木の国」に～ セミファイナリスト

金光学園高等学校 地元に活力を生み出す持続可能な地域学 ベスト100

金光学園高等学校
興譲館高等学校

the Fukuyama Castle Hotel Economy セミファイナリスト

広島県立油木高等学校
荒れた土地をみんなで作物豊かな土地へ
新スタイル  リモートシェアファーム　〜ピースファームプロジェクト〜

ベスト100

広島市立広島工業高等学校 自転車の交通安全支援サービス　 ＢＴ３Ｓ（Bicycle traffic safety support services） ファイナリスト

広島県立世羅高等学校 養殖鯉の廃稚魚からの魚醤生産 ベスト100

山口県立柳井商工高等学校 ただいま学校！プロジェクト～なくなりゆく校舎を活用したビジネスプラン～ ベスト100

山口県立田布施農工高等学校
山口県立柳井商工高等学校

米粉パンDEまなべる？つながる！地域のCome　JAパン！～めざせ！元気がわき出す、地域がつ
まった防災食販売！～

ベスト100

徳島県立阿南工業・阿南光高等学校 バンブービジネス ファイナリスト

徳島県立徳島商業高等学校 ＨＯＰＥ～カンボジアヤシ砂糖村ソーシャルビジネスプロジェクト～ ベスト100

香川県立観音寺第一高等学校 アウトドア出前体験講座　学生キャラバン　～　楽しく　学ぶ　防災食　～ ベスト100

香川県立高松東高等学校 バニラ de 地域活性化計画 ベスト100

香川県立高松東高等学校
スポーツで地域を盛り上げよう！
～ 球場から繋がる hito-iki ～ （ hito-iki=ひと息,人と地域,人イキイキの意）

ベスト100

愛媛県 愛媛県立土居高等学校 ほな、行てこーわい　　ＢＯＮＳＡＩ道 ベスト100

福岡県立鞍手高等学校 電車ホテル
～田舎に停まろう！！～ ベスト100

久留米市立久留米商業高等学校 せりdeクッキング ベスト100

久留米大学附設高等学校
久留米　ほとめき通り “農店街” ～高校生が商店街×農業で商店街を活性化～（“メイドイ
ン商店街”のリーフレタス）

ベスト100

佐賀県 佐賀県立鳥栖商業高等学校 国際コミュニティ食堂計画 ベスト100

長崎県 長崎県立壱岐高等学校 旧校舎のおかげでした ベスト100

真和高等学校 SHC SHELTER BOX ベスト100

熊本県立水俣高等学校 小径丸太廃材を活用した教材キットの開発・販売 ファイナリスト

宮崎県 宮崎県立都城商業高等学校 Waterfall power ベスト100

鹿児島県 鹿児島県立鹿児島南高等学校
明治維新150周年記念ビジネスプラン「薩摩（鹿児島）の魅力を世界に発信！」 特産物のグ
ローバル・ブランド構築で故郷にインバウンド観光を誘発したい💛

ベスト100

沖縄県 沖縄県立北部農林高等学校 カラキを日本全国へ！～健康長寿村の里（村）・大宜味村の地域活性化を目指して～ ベスト100

奈良県

岡山県

広島県

大阪府

山口県

徳島県

香川県

福岡県

熊本県



 

第 6回高校生ビジネスプラン・グランプリ  

「学校賞」 

 
応募高校の中から、起業教育の推進を熱心に取り組まれている高校 14校を 

選出し、「学校賞」として表彰します。 

都道府県 学校名 

山形県 山形県立米沢商業高等学校 

茨城県 茨城県立土浦第一高等学校 

埼玉県 栄北高等学校 

東京都 麻布高等学校 

東京都 東京都立芝商業高等学校 

東京都 広尾学園高等学校 

神奈川県 横浜市立横浜商業高等学校 

山梨県 山梨県立甲府工業高等学校 

岐阜県 岐阜県立岐阜商業高等学校 

愛知県 愛知県立愛知商業高等学校 

愛知県 愛知県立旭丘高等学校 

大阪府 大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 

大阪府 大阪市立西高等学校 

熊本県 熊本県立済々黌高等学校 
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市立札幌開成中等教育学校 

北海道滝川西高等学校 

北海道中標津農業高等学校 

北海道函館水産高等学校 

北海道富良野緑峰高等学校 

北海道釧路商業高等学校 

◆北見藤女子高等学校 

◆北海道東藻琴高等学校 

北海道芦別高等学校 

◆北海道幌加内高等学校 

北海道深川東高等学校 

北海道士幌高等学校 

北海道大谷室蘭高等学校 

◆北海道岩見沢農業高等学校 

◆市立札幌平岸高等学校 

◆北海道津別高等学校 

北海道登別明日中等教育学校 

北海道標茶高等学校 

北海道網走桂陽高等学校 

北海学園札幌高等学校 

北海道旭川商業高等学校 

北海道江別高等学校 

青森県立名久井農業高等学校 

青森県立青森商業高等学校 

青森県立青森高等学校 

青森県立八戸東高等学校 

◆岩手県立大船渡東高等学校 

◆岩手県立花泉高等学校 

岩手県立盛岡商業高等学校 

岩手県立盛岡農業高等学校 

岩手県立遠野緑峰高等学校 

盛岡中央高等学校 

◆東北学院高等学校 

宮城県石巻商業高等学校 

◆宮城県一迫商業高等学校 

宮城県農業高等学校 

◆宮城県古川黎明高等学校 

古川学園高等学校 

宮城県登米総合産業高等学校 

◆宮城県鹿島台商業高等学校 

秋田県立増田高等学校 

秋田県立湯沢翔北高等学校 

山形県立米沢商業高等学校 

山形県立鶴岡中央高等学校 

山形県立米沢興譲館高等学校 

山形県立酒田光陵高等学校 

◆福島県立喜多方桐桜高等学校 

◆福島県立会津高等学校 

◆福島県立郡山商業高等学校 

◆江戸川学園取手高等学校 

茨城県立常陸大宮高等学校 

茨城県立水戸商業高等学校 

茨城県立土浦第一高等学校 

◆茨城キリスト教学園高等学校 

茗溪学園高等学校 

栃木県立鹿沼南高等学校 

栃木県立馬頭高等学校 

栃木県立宇都宮工業高等学校 

◆栃木県立栃木工業高等学校 

栃木県立那須拓陽高等学校 

◆高崎市立高崎経済大学附属高等学校 

◆利根沼田学校組合立利根商業高等学校 

群馬県立藤岡北高等学校 

◆共愛学園高等学校 

群馬県立利根実業高等学校 

◆群馬県立安中総合学園高等学校 

◆群馬県立吉井高等学校 

◆群馬県立中央中等教育学校 

◆埼玉県立浦和第一女子高等学校 

  クラーク記念国際高等学校 さいたまキャンパス 

◆埼玉県立浦和商業高等学校 

早稲田大学本庄高等学院 

埼玉県立八潮南高等学校 

埼玉県立岩槻商業高等学校 

筑波大学附属坂戸高等学校 

◆栄東高等学校 

◆埼玉県立皆野高等学校 

◆埼玉栄高等学校 

昌平高等学校 

埼玉県立新座総合技術高等学校 

栄北高等学校 

叡明高等学校 

開智高等学校 

千葉県立一宮商業高等学校 

市川高等学校 

◆昭和学院秀英高等学校 

千葉県立千葉商業高等学校 

千葉県立佐倉高等学校 

千葉経済大学附属高等学校 

渋谷教育学園幕張高等学校 

◆八千代松陰高等学校 

◆銚子市立銚子高等学校 

吉祥女子高等学校 

広尾学園高等学校 

東京都立葛飾商業高等学校 

東京都立大田桜台高等学校 

東京都立第一商業高等学校 

◆東京都立町田高等学校 

◆東京都立農芸高等学校 

早稲田大学高等学院 

◆東京都立新宿高等学校 

◆東亜学園高等学校 

跡見学園高等学校 

東京都立芝商業高等学校 

東京都立第五商業高等学校 

◆東京都立富士森高等学校 

◆中央大学杉並高等学校 

東京学芸大学附属国際中等教育学校 

◆東京都立大島高等学校 

明治大学付属明治高等学校 

獨協高等学校 

◆工学院大学附属高等学校 

◆国際基督教大学高等学校 

朋優学院高等学校 

下北沢成徳高等学校 

◆開成高等学校 

順天高等学校 

◆城北高等学校 

東京都立千早高等学校 

専修大学附属高等学校 

多摩大学目黒高等学校 

東京都立第四商業高等学校 

中央大学附属高等学校 

お茶の水女子大学附属高等学校 

郁文館グローバル高等学校 

晃華学園高等学校 

◆東京都立江東商業高等学校 

渋谷教育学園渋谷高等学校 

世田谷学園高等学校 

聖学院高等学校 

東洋高等学校 

麻布高等学校 

◆東京都立神津高等学校 

◆東京成徳大学高等学校 

クラーク記念国際高等学校 秋葉原 ITキャンパス 

東京都立赤羽商業高等学校 

◆東京都立国立高等学校 

◆帝京大学高等学校 

◆東京工業大学附属科学技術高等学校 

◆東海大学菅生高等学校 

横浜市立横浜商業高等学校 

◆神奈川県立平塚工科高等学校 

洗足学園高等学校 

◆武相高等学校 

神奈川県立中央農業高等学校 

聖光学院高等学校 

横浜市立南高等学校 

慶應義塾高等学校 

神奈川県立商工高等学校 

神奈川県立平塚商業高等学校 

公文国際学園高等部 

クラーク記念国際高等学校 横浜キャンパス 

◆新潟県立長岡工業高等学校 

新潟県立新潟商業高等学校 

新潟県立高田商業高等学校 

新潟県立高田高等学校 

富山県立富山商業高等学校 

富山県立富山北部高等学校 

◆高岡龍谷高等学校 

  金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 

石川県立金沢商業高等学校 

◆石川県立七尾高等学校 

福井県立高志高等学校 

福井県立敦賀高等学校 

甲府市立甲府商業高等学校 

山梨県立甲府工業高等学校 

◆山梨英和高等学校 

◆山梨県立都留高等学校 

◆長野県飯田高等学校 

長野県赤穂高等学校 

◆長野県中野立志館高等学校 

長野県小諸商業高等学校 

長野県松本工業高等学校 

長野清泉女学院高等学校 

◆岐阜県立岐阜城北高等学校 

岐阜県立大垣商業高等学校 

岐阜県立岐阜商業高等学校 

◆岐阜市立岐阜商業高等学校 

関市立関商工高等学校 

岐阜県立大垣養老高等学校 

静岡県立伊東商業高等学校 

静岡県立富岳館高等学校 

静岡県立静岡中央高等学校 

浜松啓陽高等学校 

静岡県立駿河総合高等学校 

静岡県立浜松商業高等学校 

知徳高等学校 

◆聖隷クリストファー高等学校 

日本航空高等学校 沼津校 

静岡県立下田高等学校 南伊豆分校 

藤枝明誠高等学校 

藤枝順心高等学校 

静岡県立藤枝西高等学校 

静清高等学校 

静岡県立藤枝北高等学校 

静岡県立島田商業高等学校 

◆静岡県立島田工業高等学校 

◆島田樟誠高等学校 

◆静岡県立金谷高等学校 

星陵高等学校 

愛知県立岡崎商業高等学校 

愛知県立東海商業高等学校 

◆愛知県立半田商業高等学校 

愛知県立旭丘高等学校 

滝高等学校 

愛知県立愛知商業高等学校 

愛知県立津島北高等学校 

科学技術学園高等学校（デンソー工業学園） 

三重県立津商業高等学校 

鈴鹿高等学校 

三重県立宇治山田商業高等学校 

滋賀県立安曇川高等学校 

滋賀県立八幡商業高等学校 

滋賀県立大津商業高等学校 

立命館守山高等学校 

◆龍谷大学付属平安高等学校 

  

第６回高校生ビジネスプラングランプリ エントリー高校一覧 

◆印は初エントリー高校 
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京都市立京都工学院高等学校 

京都府立木津高等学校 

京都府立桂高等学校 

同志社高等学校 

京都府立京都すばる高等学校 

京都精華学園高等学校 

京都府立鳥羽高等学校 

◆京都府立園部高等学校 

京都府立須知高等学校 

京都府立大江高等学校 

◆クラーク記念国際高等学校 京都キャンパス 

京都府立嵯峨野高等学校 

大阪府立かわち野高等学校 

大阪府立夕陽丘高等学校 

◆関西大倉高等学校 

清風南海高等学校 

大谷高等学校 

大阪府立三国丘高等学校 

大阪市立鶴見商業高等学校 

大阪学芸中等教育学校 

関西創価高等学校 

大阪府立りんくう翔南高等学校 

高槻高等学校 

四條畷学園高等学校 

◆大阪府立渋谷高等学校 

大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 

大阪市立西高等学校 

◆明星高等学校 

◆大阪府立貝塚高等学校 

◆大阪青凌高等学校 

◆大阪府立豊中高等学校 能勢分校 

大阪府立堺工科高等学校 

大阪教育大学附属高等学校 平野校舎 

◆神戸国際高等学校 

神戸市立六甲アイランド高等学校 

◆兵庫県立尼崎稲園高等学校 

兵庫県立有馬高等学校 

兵庫県立生野高等学校 

◆須磨学園高等学校 

兵庫県立播磨農業高等学校 

兵庫県立和田山高等学校 

兵庫県立香住高等学校 

近畿大学附属豊岡高等学校 

◆兵庫県立西宮高等学校 

啓明学院高等学校 

兵庫県立相生産業高等学校 

◆神戸学院大学附属高等学校 

◆仁川学院高等学校 

兵庫県立明石清水高等学校 

甲南高等学校 

兵庫県立神戸商業高等学校 

神戸星城高等学校 

雲雀丘学園高等学校 

奈良県立大宇陀高等学校 

◆奈良県立奈良情報商業高等学校 

◆聖心学園中等教育学校 

奈良大学附属高等学校 

西大和学園高等学校 

奈良市立一条高等学校 

奈良県立畝傍高等学校 

大和高田市立高田商業高等学校 

帝塚山高等学校 

◆奈良県立五條高等学校 賀名生分校 

初芝橋本高等学校 

慶風高等学校 

和歌山県立神島高等学校 

和歌山県立田辺高等学校 

和歌山県立那賀高等学校 

米子松蔭高等学校 

鳥取県立米子高等学校 

島根県立浜田商業高等学校 

島根県立松江商業高等学校 

島根県立出雲商業高等学校 

岡山県立倉敷南高等学校 

岡山県立岡山東商業高等学校 

◆岡山県立玉島高等学校 

興譲館高等学校 

◆岡山県立瀬戸高等学校 

金光学園高等学校 

岡山県立岡山御津高等学校 

◆岡山県高梁市立松山高等学校 

◆岡山県立総社高等学校 

岡山県立瀬戸南高等学校 

明誠学院高等学校 

◆岡山県立鴨方高等学校 

広島県立安芸高等学校 

広島市立広島工業高等学校 

◆広島修道大学附属鈴峯女子高等学校 

広島市立広島商業高等学校 

◆修道高等学校 

広島県立加計高等学校 芸北分校 

広島県立世羅高等学校 

広島県立油木高等学校 

山口県立西京高等学校 

山口県立防府商工高等学校 

山口県立柳井商工高等学校 

山口県立田布施農工高等学校 

山口県立周防大島高等学校 安下庄校舎 

徳島県立徳島商業高等学校 

徳島県立小松島西高等学校 

◆徳島県立阿南工業・阿南光高等学校 

徳島県立城西高等学校 

香川県立坂出商業高等学校 

香川県立観音寺第一高等学校 

香川県立三木高等学校 

香川県立高松東高等学校 

◆香川県立高松高等学校 

香川県立高松工芸高等学校 

済美高等学校 

愛媛県立長浜高等学校 

愛媛大学附属高等学校 

愛媛県立松山商業高等学校 

◆愛媛県立松山東高等学校 

愛媛県立大洲高等学校 

愛媛県立伊予農業高等学校 

愛媛県立宇和島東高等学校 

◆愛媛県立今治北高等学校 

愛媛県立小田高等学校 

愛媛県立土居高等学校 

高知県立安芸桜ケ丘高等学校 

高知県立須崎高等学校 

高知県立山田高等学校 

福岡県立福岡工業高等学校 

久留米市立久留米商業高等学校 

明治学園高等学校 

福岡県立鞍手高等学校 

◆九州産業大学付属九州高等学校 

福岡工業大学附属城東高等学校 

久留米大学附設高等学校 

福岡県立小倉商業高等学校 

柳川高等学校 

◆佐賀県立鹿島実業高等学校 

◆佐賀県立杵島商業高等学校 

佐賀県立佐賀商業高等学校 

佐賀県立鳥栖商業高等学校 

佐賀県立佐賀農業高等学校 

◆長崎県立口加高等学校 

長崎県立佐世保商業高等学校 

長崎県立諫早商業高等学校 

◆長崎県立佐世保北高等学校 

◆長崎県立小浜高等学校 

長崎市立長崎商業高等学校 

長崎県立壱岐高等学校 

長崎県立大村城南高等学校 

◆熊本県立済々黌高等学校 

◆熊本県立第二高等学校 

◆熊本県立南稜高等学校 

熊本県立天草高等学校 

熊本県立牛深高等学校 

◆真和高等学校 

熊本県立八代東高等学校 

◆熊本県立水俣高等学校 

◆熊本県立球磨中央高等学校 

◆熊本県立八代高等学校 

熊本県立北稜高等学校 

熊本県立天草拓心高等学校 本渡校舎 

◆熊本県立天草拓心高等学校 マリン校舎 

大分県立中津東高等学校 

大分国際情報高等学校 

◆大分県立大分工業高等学校 

大分県立日出総合高等学校 

◆日本文理大学附属高等学校 

◆大分県立情報科学高等学校 

◆大分県立国東高等学校 双国校 

大分県立大分商業高等学校 

◆大分県立三重総合高等学校 

大分東明高等学校 

◆大分県立大分雄城台高等学校 

宮崎県立延岡商業高等学校 

宮崎県立富島高等学校 

宮崎県立都城商業高等学校 

鹿児島県立甲南高等学校 

鹿児島県立鹿児島南高等学校 

◆指宿市立指宿商業高等学校 

◆鹿屋市立鹿屋女子高等学校 

◆鹿児島県立鶴翔高等学校 

◆尚志館高等学校 

沖縄県立北部農林高等学校 

◆沖縄県立中部商業高等学校 

沖縄県立宮古総合実業高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


