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会場名 会場校 所在地

1 札幌 北海道教育大学（札幌駅前サテライト） 札幌市中央区

2 旭川 北海道教育大学（旭川校） 旭川市北門町

3 室蘭 室蘭工業大学 室蘭市水元町

4 北見 北見工業大学 北見市公園町

5 釧路 釧路湖陵高等学校 釧路市緑ヶ岡

6 函館 北海道教育大学（函館校） 函館市八幡町

7 青森1 弘前大学理工学部 弘前市文京町

8 青森2 八戸工業大学 八戸市妙字大関

9 岩手1 岩手大学 盛岡市上田

10 岩手2 一関工業高等専門学校 一関市萩荘字高梨

11 宮城 東北大学（青葉山北キャンパス） 仙台市青葉区

12 秋田 秋田大学教育文化学部 秋田市手形学園町

13 山形1 山形大学理学部 山形市小白川町

14 山形2 鶴岡工業高等専門学校 鶴岡市井岡字沢田

15 福島1 福島工業高等専門学校 いわき市平上荒川

16 福島2 日本大学工学部 郡山市田村町

17 福島3 福島大学 福島市金谷川

18 茨城 茨城大学（水戸キャンパス） 水戸市文京

19 栃木 宇都宮大学（陽東キャンパス） 宇都宮市陽東

20 群馬 群馬大学（桐生キャンパス） 桐生市天神町

21 埼玉 埼玉大学 さいたま市桜区

22 千葉1 東邦大学（習志野キャンパス） 船橋市三山

23 千葉2 東京理科大学（野田キャンパス） 野田市山崎

東京大学（本郷キャンパス） 文京区本郷

日本大学理工学部 千代田区神田駿河台

東京理科大学（神楽坂キャンパス） 新宿区神楽坂

東京農工大学（小金井キャンパス） 小金井市中町

工学院大学（新宿キャンパス） 新宿区西新宿

26 東京3 工学院大学（八王子キャンパス） 八王子市中野町

27 神奈川1 横浜国立大学（常盤台キャンパス） 横浜市保土ヶ谷区

28 神奈川2 神奈川大学（湘南ひらつかキャンパス） 平塚市土屋

29 山梨 山梨大学（甲府キャンパス） 甲府市武田

30 新潟 新潟大学（五十嵐キャンパス） 新潟市西区

31 長野1 信州大学（長野（教育）キャンパス） 長野市西長野

32 長野2 信州大学（松本キャンパス） 松本市旭

33 静間1 静岡大学（静岡キャンパス） 静岡市駿河区

34 静岡2 静岡大学（浜松キャンパス） 浜松市中区

35 岐阜 岐阜大学（柳戸キャンパス） 岐阜市柳戸

36 三重1 三重大学工学部 津市栗真町屋町

37 三重2 鈴鹿医療科学大学（白子キャンパス） 鈴鹿市南玉垣町

38 愛知1 名古屋大学 名古屋市千種区

39 愛知2 豊橋技術科学大学 豊橋市天伯町
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40 富山 富山県立富山中部高等学校 富山市芝園町

41 石川 金沢大学（角間キャンパス） 金沢市角間町

42 福井 福井大学（文京キャンパス） 福井市文京

43 京都 京都工芸繊維大学（松ヶ崎キャンパス） 京都市左京区

44 大阪1 大阪星光学院高等学校 大阪市天王寺区

45 兵庫 神戸大学工学部 神戸市灘区

46 和歌山 和歌山大学（栄谷キャンパス） 和歌山市栄谷

47 大阪2 大阪大学（豊中キャンパス） 豊中市待兼山町

48 鳥取 鳥取大学（鳥取キャンパス） 鳥取市湖山町南

49 島根 島根大学（松江キャンパス） 松江市西川津町

50 岡山 岡山大学（津島キャンパス） 岡山市北区

51 広島1 広島大学（東千田キャンパス） 広島市中区

52 広島2 広島大学附属福山高等学校 福山市春日町

53 山口 山口大学（吉田キャンパス） 山口市吉田

54 徳島 徳島大学総合科学部（常三島キャンパス） 徳島市南常三島町

55 香川 香川大学（幸町キャンパス） 高松市幸町

56 愛媛 愛媛大学（城北キャンパス） 松山市文京町

57 高知 高知大学（朝倉キャンパス） 高知市曙町

58 福岡1 福岡教育大学 宗像市赤間文教町

59 福岡2 久留米工業高等専門学校 久留米市小森野

60 佐賀 佐賀大学（本庄キャンパス） 佐賀市本圧町

61 長崎 長崎大学薬学部（文教キャンパス） 長崎市文教町

62 熊本 崇城大学 熊本市西区

63 大分 大分大学工学部（日野原キャンパス） 大分市旦野原

64 宮崎 宮崎大学工学部（木花キャンパス） 宮崎市学園木花台西

65 鹿児島 鹿児島大学理学部（郡元キャンパス） 鹿児島市郡元

66 沖縄 琉球大学理学部（千原キャンパス） 中頭郡西原町
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