
1 宮城県仙台第一高等学校 仙台一 24 仙台市立仙台工業高等学校 仙台工 47 宮城県石巻西高等学校 石巻西 70 宮城県立聴覚支援学校 聴覚支援

2 宮城県仙台第二高等学校 仙台二 25 仙台市立仙台商業高等学校 仙台商 48 宮城県古川高等学校 古川 71 東北学院高等学校 東北学院

3 宮城県仙台第三高等学校 仙台三 26 仙台市立仙台青陵中等教育学校 仙台青陵 49 宮城県古川黎明高等学校 古川黎明 72 聖和学園高等学校 聖和

4 宮城県宮城第一高等学校 宮城一 27 宮城県塩釜高等学校 塩釜 50 宮城県古川工業高等学校 古川工 73 宮城学院高等学校 宮城学院

5 宮城県仙台二華高等学校 仙台二華 28 宮城県多賀城高等学校 多賀城 51 宮城県岩出山高等学校 岩出山 74 仙台白百合学園高等学校 白百合

6 宮城県仙台三桜高等学校 仙台三桜 29 宮城県利府高等学校 利府 52 宮城県中新田高等学校 中新田 75 尚絅学院高等学校 尚絅

7 宮城県仙台向山高等学校 仙台向山 30 宮城県白石高等学校 白石 53 宮城県加美農業高等学校 加美農 76 常盤木学園高等学校 常盤木

8 宮城県仙台南高等学校 仙台南 31 宮城県白石工業高等学校 白石工 54 宮城県涌谷高等学校 涌谷 77 仙台育英学園高等学校 仙台育英

9 宮城県仙台西高等学校 仙台西 32 宮城県蔵王高等学校 蔵王 55 宮城県小牛田農林高等学校 小牛田農 78 仙台大学附属明成高等学校 仙台大明成

10 宮城県仙台東高等学校 仙台東 33 宮城県大河原商業高等学校 大河原商 56 宮城県南郷高等学校 南郷 79 東北高等学校 東北

11 宮城県農業高等学校 宮城農 34 宮城県柴田農林高等学校 柴田農 57 宮城県松山高等学校 松山 80 聖ウルスラ学院英智高等学校 聖ウルスラ

12 宮城県工業高等学校 宮城工 35 宮城県大河原産業高等学校 大河原産 58 宮城県鹿島台商業高等学校 鹿島台商 81 聖ドミニコ学院高等学校 聖ドミニコ

13 宮城県松島高等学校 松島 36 宮城県村田高等学校 村田 59 宮城県築館高等学校 築館 82 仙台城南高等学校 仙台城南

14 宮城県富谷高等学校 富谷 37 宮城県柴田高等学校 柴田 60 宮城県迫桜高等学校 迫桜 83 東北学院榴ケ岡高等学校 学院榴ケ岡

15 宮城県黒川高等学校 黒川 38 宮城県角田高等学校 角田 61 宮城県岩ヶ崎高等学校 岩ヶ崎 84 東北生活文化大学高等学校 東北生文大高

16 宮城県宮城広瀬高等学校 宮城広瀬 39 宮城県伊具高等学校 伊具 62 宮城県一迫商業高等学校 一迫商 85 古川学園高等学校 古川学園

17 宮城県名取高等学校 名取 40 宮城県石巻高等学校 石巻 63 宮城県佐沼高等学校 佐沼 86 大崎中央高等学校 大崎中央

18 宮城県名取北高等学校 名取北 41 宮城県石巻好文館高等学校 石巻好文館 64 宮城県登米高等学校 登米 87 東陵高等学校 東陵

19 宮城県亘理高等学校 亘理 42 宮城県石巻商業高等学校 石巻商 65 宮城県登米総合産業高等学校 登米総合 88 西山学院高等学校 西山学院

20 宮城県泉高等学校 泉 43 宮城県石巻工業高等学校 石巻工 66 宮城県気仙沼高等学校 気仙沼 89 宮城県柴田農林高等学校川崎校 柴農（川崎）

21 宮城県泉松陵高等学校 泉松陵 44 宮城県水産高等学校 宮城水 67 宮城県気仙沼向洋高等学校 気仙沼向洋 90 日本ウェルネス宮城高等学校 ウェルネス宮城

22 宮城県泉館山高等学校 泉館山 45 石巻市立桜坂高等学校 石巻桜坂 68 宮城県南三陸高等学校 南三陸 仙台高等専門学校広瀬キャンパス 仙台高専広瀬

23 仙台市立仙台高等学校 仙台 46 宮城県石巻北高等学校 石巻北 69 宮城県本吉響高等学校 本吉響 仙台高等専門学校名取キャンパス 仙台高専名取

1 宮城県白石高等学校七ヶ宿校 白石（七ヶ宿） 5 仙台市立仙台工業高等学校（定時制） 仙台工 9 宮城県古川工業高等学校（定時制） 古川工 13 星槎国際高等学校 星槎国際

2 宮城県大河原商業高等学校（定時制） 大河原商 6 仙台市立仙台大志高等学校 仙台大志 10 宮城県佐沼高等学校（定時制） 佐沼 14 仙台白百合学園高等学校（通信制） 白百合

3 宮城県名取高等学校（定時制） 名取 7 宮城県貞山高等学校 貞山 11 宮城県気仙沼高等学校（定時制） 気仙沼 15 飛鳥未来きずな高等学校 飛鳥きずな

4 宮城県第二工業高等学校 宮二工 8 宮城県石巻北高等学校飯野川校 石巻北（飯野川） 12 クラーク記念国際高等学校 クラーク

令和５年度　宮城県高等学校体育連盟　年鑑原稿記載用学校名略称一覧（90校　全日制加盟校）

令和５年度　宮城県高等学校体育連盟　年鑑原稿記載用学校名略称一覧（15校　定時制通信制加盟校）


