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第９回全国高校生手話パフォーマンス甲子園の参加申込み結果について 

 

下記のとおり、第９回全国高校生手話パフォーマンス甲子園に３０都府県から６０チーム（６０校）

の参加申込みがありました。 

今後、予選審査会をリモートにより令和４年７月２８日（木）に実施し、２９日（金）に本大会に出

場する１５チームを発表します。 

記 

１ 参加申込み期間 

 令和４年５月１６日（月）から７月１日（金）まで 

 

２ 参加申込み結果 （別紙一覧参照） 

  ※福島県、島根県、宮崎県の高校から初めての参加申込があった。 

  ※新型コロナウイルスにより部活動等に制限があったものの、昨年度より参加校が増加。 

（１）初参加申込みチーム（校） 

第９回 第８回 第 7回 第 6回 第 5回 第 4回 

18チーム(17校) 13チーム(13校) 4チーム（4校） 18チーム（18校） 19チーム（21校） 9チーム（10校） 
 

（２）合同チームでの参加申込み １チーム（２校）（昨年と同じ） 

坂戸ろう学園・大宮ろう学園（埼玉県） 

（３）県内の参加申込み ６チーム（６校）（昨年は７チーム（７校）） 

鳥取城北高等学校、米子東高等学校、鳥取聾学校、境港総合技術高等学校、岩美高等学校、    

米子松陰高等学校(申込順) 

 

３ 予選審査会・予選審査結果発表 

各チームから提出された予選動画の審査を行い、本大会に出場する１５チームを選出します。 

・審査方法：予選動画を各審査員に送付し、審査を行っていただき、各審査員の採点結果を集計。 

      ７月２８日（木）にリモートによる予選審査会を開催し、最終決定を行う。 

・結果発表：７月２９日（金）に予選審査結果を発表。（YouTubeでのライブ中継あり） 

   ※詳細については改めて資料提供を行います。 

 

４ 今後のスケジュール 

７月２８日（木）予選審査会※リモート実施 

７月２９日（金）予選審査結果発表 

９月２４日（土）リハーサル、交流会 

９月２５日（日）本大会（倉吉未来中心） 

※リモート開催の可能性あり 

区 分 第９回大会 
参考（過去の大会） 

第８回大会 第７回大会 第６回大会 第５回大会 第４回大会 第３回大会 第２回大会 第１回大会 

参加申込 

チーム数 

※(学校数) 

６０チーム 

（６０校） 

５３チーム 

(５４校) 

３４チーム 

(３５校) 

５７チーム 

（５９校） 

 

６２チーム 

（６５校） 

５４チーム 

（５５校） 

６１チーム 

（６５校） 

４７チーム 

（５０校） 

４１チーム 

（４１校） 

都道府県数 ３０ ２７ １９ ２５ ２８ ２７ ３０ ２２ ２１ 



60チーム 60校

ブロック名 チーム数 学校数 No. 都道府県 学校（チーム）名 よみ
※

参加実績
備考

1 青森県 青森聾学校 あおもりろう 2

2 福島県 聖光学院高等学校 せいこうがくいん 初

3 茨城県 竹園高等学校 たけぞの 初

4 群馬県 赤城特別支援学校 あかぎとくべつしえん 初

5 群馬県 群馬県立聾学校Aチーム ぐんまけんりつろうA

6 群馬県 群馬県立聾学校Bチーム ぐんまけんりつろうB

埼玉県 坂戸ろう学園 さかどろう 3

埼玉県 大宮ろう学園 おおみやろう 初

8 千葉県 松戸向陽高等学校 まつどこうよう 初

9 東京都 大泉桜高等学校 おおいずみさくら 9

10 東京都 足立東高等学校 あだちひがし 3

11 東京都 潤徳女子高等学校 じゅんとくじょし 7

12 東京都 豊南高等学校 ほうなん 8

13 東京都 東京家政大学附属女子中学校・高等学校 とうきょうかせいだいがくふぞくじょし 初

14 東京都 クラーク記念国際高等学校東京キャンパス くらーくきねんこくさいとうきょう 7

15 東京都 中央ろう学校 ちゅうおうろう 4

16 東京都 青峰学園 せいほうがくえん 2

17 神奈川県 日本女子大学附属高等学校 にほんじょしだいがくふぞく 2

18 神奈川県 横浜南陵高等学校 よこはまなんりょう 8

19 神奈川県 横浜富士見丘学園高等学校 ふじみがおかがくえん 初

20 神奈川県 中央農業高等学校 ちゅうおうのうぎょう 初

21 石川県 田鶴浜高等学校 たつるはま 9

22 石川県 金沢北陵高等学校 かなざわほくりょう 2

23 福井県 啓新高等学校 けいしん 8

24 山梨県 身延山高等学校 みのぶさん 9

25 静岡県 静岡城北高等学校 しずおかじょうほく 初

26 愛知県 桜花学園高等学校 おうかがくえん 8

27 愛知県 菊華高等学校 きくか 2

28 愛知県 杏和高等学校 きょうわ 8

29 愛知県 安城生活福祉高等専修学校 あんじょうせいかつふくし 7

30 愛知県 古知野高等学校 こちの 3

31 京都府 京都八幡高等学校南キャンパス きょうとやわた 7

32 京都府 日星高等学校 にっせい 3

33 兵庫県 鳴尾高等学校 なるお 7

34 奈良県 奈良県立ろう学校 ならけんりつろう 9

35 奈良県 聖心学園中等教育学校 せいしんがくえん 7

36 和歌山県 橋本高等学校 はしもと 3

37 鳥取県 鳥取城北高等学校 とっとりじょうほく 9

38 鳥取県 米子東高等学校 よなごひがし 5

39 鳥取県 鳥取聾学校 とっとりろう 7

40 鳥取県 境港総合技術高等学校 さかいみなとそうごうぎじゅつ 9

41 鳥取県 岩美高等学校 いわみ 8

42 鳥取県 米子松蔭高等学校 よなごしょういん 初

43 島根県 松江ろう学校 まつえろう 初

44 岡山県 明誠学院高等学校 めいせいがくいん 4

45 岡山県 岡山県美作高等学校 おかやまけんみまさか 5

46 岡山県 岡山聾学校 おかやまろう 初

47 広島県 ノートルダム清心高等学校 のーとるだむせいしん 5

48 徳島県 阿波高等学校 あわ 初

49 徳島県 池田高等学校辻校 いけだこうとうがっこうつじこう 初

50 香川県 高松南高等学校 たかまつみなみ 6

51 香川県 尽誠学園高等学校 じんせいがくえん 4

52 愛媛県 松山聾学校 まつやまろう 4

53 福岡県 三井高等学校 みい 9

54 熊本県 熊本聾学校 くまもとろう 8

55 大分県 楊志館高等学校 ようしかん 初

56 大分県 大分東明高等学校 おおいたとうめい 9

57 宮崎県 延岡しろやま支援学校 のべおかしろやま 初

58 鹿児島県 出水中央高等学校 いずみちゅうおう 2

59 沖縄県 向陽高等学校 こうよう 2

60 沖縄県 真和志高等学校 まわし 9

※参加実績欄　数字は参加回数（今大会含む）、　「初」：初参加校

【申込み数】 【参加実績内訳】

60 初参加校 17

60 初参加チーム 18

30 過去参加校 43

6校

10校10チーム中部

8校

16校

6チーム近畿

中国・四国

2チーム

都道府県数

16チーム

学校数

初

第９回全国高校生手話パフォーマンス甲子園　参加申込みチーム一覧

チーム数

■参加申込 ６０チーム（６０校）

合同チーム7

2校

九州・沖縄 8チーム

関東 18チーム 18校

北海道・東北

別紙


