
【北海道】
国 立
特別支援学校
ホ 北海道教育大学
附属特別支援 ０１０５１Ａ

高等専門学校
ア 旭川工業高専 ０１０９２Ｊ
ク 釧路工業高専 ０１０９１Ａ
ト 苫小牧工業高専 ０１０９３Ｇ
ハ 函館工業高専 ０１０９４Ｅ
公 立
高等学校
ア 阿寒 ０１３５２Ｊ
旭川永嶺 ０１３８８Ｋ
旭川北 ０１２２１Ｂ
旭川工業 ０１２２２Ａ
旭川商業 ０１２２３Ｊ
旭川西 ０１２２０Ｄ
旭川農業 ０１２２４Ｇ
旭川東 ０１２１９Ａ
旭川南 ０１２４０Ｊ
芦別 ０１２００Ｋ
足寄 ０１３３１Ｆ
厚岸翔洋 ０１３５０Ｂ
厚真 ０１３１０Ｃ
網走桂陽 ０１２７１Ｊ
網走南ケ丘 ０１２７０Ａ
虻田 ０１３０５Ｇ

イ 池田 ０１３２６Ｋ
石狩翔陽 ０１３６４Ｂ
石狩南 ０１３８４Ｇ
岩内 ０１１６７Ｄ
岩見沢西 ０１１７８Ｋ
岩見沢農業 ０１１７９Ｈ
岩見沢東 ０１１７７Ａ
岩見沢緑陵 ０１１９４Ａ

ウ 浦河 ０１３１４Ｆ
エ 江差 ０１１３９Ｊ
枝幸 ０１２６３Ｈ
恵庭北 ０１１２０Ｈ
恵庭南 ０１１１９Ｄ
江別 ０１１１３Ｅ
えりも ０１３２０Ａ
遠軽 ０１２７３Ｅ
遠別農業 ０１２５７Ｃ

オ 追分 ０１３０３Ａ
大麻 ０１３９４Ｄ
大野農業 ０１１４０Ｂ
雄武 ０１２８５Ｊ
奥尻 ０１１４７Ｋ
置戸 ０１２８６Ｇ
興部 ０１２７５Ａ
長万部 ０１１４２Ｊ
小樽桜陽 ０１１６０Ｇ
小樽商業 ０１１６３Ａ
小樽水産 ０１１６１Ｅ
小樽潮陵 ０１１５９Ｃ
小樽未来創造 ０１１６２Ｃ
おといねっぷ美術工芸 ０１２５０Ｆ
音更 ０１３３６Ｇ
帯広工業 ０１３２４Ｃ
帯広三条 ０１３２２Ｇ
帯広農業 ０１３２３Ｅ
帯広柏葉 ０１３２１Ｊ
帯広南商業 ０１３３７Ｅ
帯広緑陽 ０１３７６Ｆ

カ 上磯 ０１１４８Ｈ
上川 ０１２２８Ｋ
上士幌 ０１３３２Ｄ
上ノ国 ０１３７８Ｂ
上富良野 ０１２３９Ｅ

キ 北広島 ０１３６３Ｄ
北広島西 ０１３８５Ｅ
北見工業 ０１２６９Ｇ
北見商業 ０１３７０Ｇ
北見柏陽 ０１２６８Ｊ
北見北斗 ０１２６７Ａ
北見緑陵 ０１３９０Ａ
清里 ０１２９０Ｅ
霧多布 ０１３６１Ｈ

ク 釧路工業 ０１３４４Ｈ
釧路江南 ０１３４３Ｋ
釧路湖陵 ０１３４２Ａ
釧路商業 ０１３４５Ｆ
釧路東 ０１３６５Ａ
釧路北陽 ０１３５７Ｋ
釧路明輝 ０１４１０Ｋ
倶知安 ０１１６４Ｋ
倶知安農業 ０１１６５Ｈ
栗山 ０１１９０Ｊ
訓子府 ０１２８７Ｅ

ケ 剣淵 ０１２４９Ｂ
サ 札幌旭丘 ０１１２３Ｂ
札幌あすかぜ ０１３８２Ａ
札幌厚別 ０１３８０Ｄ
札幌英藍 ０１４１４Ｂ
札幌大通 ０１４１３Ｄ
札幌丘珠 ０１１０９Ｇ
札幌北 ０１１０４Ｆ
札幌清田 ０１１２６Ｇ
札幌啓成 ０１１０６Ｂ
札幌啓北商業 ０１１２７Ｅ
札幌工業 ０１１１０Ａ
札幌国際情報 ０１４０２Ｊ
札幌琴似工業 ０１１１１Ｊ
札幌白石 ０１１１５Ａ
札幌真栄 ０１３７９Ａ
札幌新川 ０１３７１Ｅ
札幌西陵 ０１１１４Ｃ
札幌月寒 ０１１０５Ｄ
札幌手稲 ０１１０８Ｊ
札幌稲雲 ０１３９３Ｆ
札幌東豊 ０１３８３Ｊ
札幌東陵 ０１３６８Ｅ
札幌南陵 ０１３７３Ａ
札幌西 ０１１０２Ｋ
札幌白陵 ０１４０３Ｇ
札幌東 ０１１０１Ａ
札幌東商業 ０１１１２Ｇ
札幌平岡 ０１３９６Ａ
札幌平岸 ０１３７２Ｃ
札幌北陵 ０１１０７Ａ
札幌南 ０１１０３Ｈ
札幌藻岩 ０１１２５Ｊ
更別農業 ０１３４１Ｃ
佐呂間 ０１２８０Ｈ

シ 鹿追 ０１３３９Ａ
静内 ０１３１５Ｄ
静内農業 ０１３６７Ｇ
標茶 ０１３５３Ｇ
標津 ０１３４８Ａ
士別翔雲 ０１４０８Ｈ

士別東 ０１２４４Ａ
士幌 ０１３３８Ｃ
清水 ０１３２７Ｈ
下川商業 ０１２３５Ｂ
斜里 ０１２７９Ｄ
白老東 ０１３９７Ｊ
白糠 ０１３５４Ｅ
知内 ０１１５５Ａ
新十津川農業 ０１２１３Ａ

ス 寿都 ０１１６８Ｂ
砂川 ０１１９８Ｄ

ソ 壮瞥 ０１３１２Ｋ
タ 大樹 ０１３２９Ｄ
鷹栖 ０１２４７Ｆ
滝川 ０１１９６Ｈ
滝川工業 ０１１９７Ｆ
滝川西 ０１２１４Ｋ
伊達 ０１３０４Ｊ
伊達緑丘 ０１３９１Ｋ

チ 千歳 ０１１１６Ｋ
千歳北陽 ０１１１７Ｈ

ツ 月形 ０１１９１Ｇ
津別 ０１２７８Ｆ

テ 天売 ０１２５８Ａ
天塩 ０１２５５Ｇ
弟子屈 ０１３５５Ｃ

ト 当別 ０１１２１Ｆ
常呂 ０１２８１Ｆ
苫小牧工業 ０１３０１Ｄ
苫小牧総合経済 ０１４０１Ａ
苫小牧西 ０１２９９Ｊ
苫小牧東 ０１２９８Ａ
苫小牧南 ０１３００Ｆ
苫前商業 ０１２５６Ｅ
富川 ０１３１６Ｂ
豊富 ０１２６５Ｄ

ナ 奈井江商業 ０１２１０Ｇ
中標津 ０１３４９Ｊ
中標津農業 ０１３５９Ｆ
長沼 ０１１９２Ｅ
七飯 ０１３８７Ａ
名寄 ０１２２９Ｈ
名寄産業 ０１４０７Ｋ
南幌 ０１１９５Ｋ

ニ ニセコ ０１１７３Ｊ
ネ 根室 ０１３４６Ｄ
ノ 野幌 ０１１１８Ｆ
登別青嶺 ０１３６９Ｃ

ハ 函館 ０１４１１Ｈ
函館工業 ０１１３５Ｆ
函館商業 ０１１３６Ｄ
函館水産 ０１１３４Ｈ
函館中部 ０１１３２Ａ
函館西 ０１１３３Ｋ
函館稜北 ０１３８６Ｃ
羽幌 ０１２５４Ｊ
浜頓別 ０１２６２Ｋ

ヒ 美瑛 ０１２２７Ａ
東川 ０１２４５Ｋ
東藻琴 ０１２９２Ａ
日高 ０１３１９Ｇ
美唄尚栄 ０１４０５Ｃ
美唄聖華 ０１１８８Ｇ
美深 ０１２３４Ｄ
美幌 ０１２７７Ｈ
檜山北 ０１１４１Ａ
平取 ０１３１８Ｊ
広尾 ０１３２８Ｆ

フ 深川西 ０１２０５Ａ
深川東 ０１２０４Ｂ
福島商業 ０１１４６Ａ
富良野 ０１２２５Ｅ
富良野緑峰 ０１４０６Ａ

ヘ 別海 ０１３６０Ｋ
ホ 穂別 ０１３０２Ｂ
幌加内 ０１２１８Ｂ
本別 ０１３２５Ａ

マ 幕別 ０１３３４Ａ
幕別清陵 ０１４１７Ｇ
真狩 ０１１７６Ｃ
松前 ０１１４３Ｇ

ミ 三笠 ０１１８０Ａ
南茅部 ０１１４５Ｃ
南富良野 ０１２４８Ｄ

ム 鵡川 ０１３０７Ｃ
室蘭工業 ０１２９６Ｄ
室蘭栄 ０１２９３Ｋ
室蘭清水丘 ０１２９４Ｈ
室蘭東翔 ０１２９５Ｆ

メ 女満別 ０１２９１Ｃ
芽室 ０１３３０Ｈ

モ 森 ０１１３８Ａ
紋別 ０１４０９Ｆ

ヤ 八雲 ０１１３７Ｂ
ユ 夕張 ０１１８２Ｈ
湧別 ０１２７６Ｋ
有朋 ０１１２２Ｄ

ヨ 余市紅志 ０１１６６Ｆ
ラ 羅臼 ０１３５６Ａ
蘭越 ０１１７１Ｂ

リ 利尻 ０１２６４Ｆ
ル 留寿都 ０１１７５Ｅ
留辺蘂 ０１２７２Ｇ
留萌 ０１４１６Ｊ

レ 礼文 ０１３７５Ｈ
ワ 稚内 ０１２６０Ｃ
中等教育学校
サ 札幌開成 ０１４１５Ａ
ノ 登別明日 ０１４１２Ｆ
特別支援学校
ア 旭川高等支援 ０１４３８Ｋ
旭川養護 ０１４８０Ａ
網走養護 ０１４６７Ｃ

イ 今金高等養護 ０１４４１Ｋ
岩見沢高等養護 ０１４５８Ｄ

ウ 雨竜高等養護 ０１４６１Ｄ
オ 小樽高等支援 ０１４８３Ｅ
帯広養護 ０１４７４Ｆ
小平高等養護 ０１４６９Ｋ

キ 北見支援 ０１４８４Ｃ
ク 釧路鶴野支援 ０１４３４Ｇ
釧路養護 ０１４７５Ｄ

コ 高等ろう ０１４５４Ａ
サ 札幌あいの里高等支援 ０１４３７Ａ
札幌稲穂高等支援 ０１４３１Ｂ
札幌高等養護 ０１４７６Ｂ
札幌視覚支援 ０１４３５Ｅ
札幌伏見支援 ０１４３６Ｃ
札幌豊明高等支援 ０１４５７Ｆ
札幌みなみの杜高等支援 ０１４４０Ａ
札幌養護 ０１４４３Ｆ

シ 白樺高等養護 ０１４５３Ｃ
白糠養護 ０１４８１Ｊ
新篠津高等養護 ０１４６６Ｅ

新得高等支援 ０１４３９Ｈ
タ 鷹栖養護 ０１４４９Ｅ
拓北養護 ０１４７８Ｊ
伊達高等養護 ０１４５９Ｂ

チ 千歳高等支援 ０１４３３Ｊ
テ 手稲養護 ０１４７７Ａ
ナ 中札内高等養護 ０１４６０Ｆ
中標津支援 ０１４６８Ａ
七飯養護 ０１４４５Ｂ
南幌養護 ０１４４８Ｇ

ハ 函館高等支援 ０１４８６Ｋ
函館五稜郭支援 ０１４３２Ａ
函館養護 ０１４６４Ｊ

ヒ 東川養護 ０１４５０Ｊ
美唄養護 ０１４４７Ｊ
美深高等養護 ０１４６２Ｂ
平取養護 ０１４７３Ｈ

ホ 北翔養護 ０１４８２Ｇ
北斗高等支援 ０１４８５Ａ
星置養護学校ほしみ高等学園０１４４４Ｄ

マ 真駒内養護 ０１４６３Ａ
ム 室蘭養護 ０１４７２Ｋ
モ 紋別高等養護 ０１４４２Ｈ
紋別養護 ０１４７１Ａ

ヤ 八雲養護 ０１４５５Ｋ
山の手養護 ０１４５６Ｈ

ユ 夕張高等養護 ０１４７９Ｇ
ヨ 余市養護 ０１４４６Ａ
ワ 稚内養護 ０１４７０Ｃ
私 立
高等学校
ア 旭川実業 ０１５３７Ｈ
旭川大学 ０１５３８Ｆ
旭川藤星 ０１５３５Ａ
旭川明成 ０１５５７Ｂ
旭川龍谷 ０１５３６Ｋ

イ 遺愛女子 ０１５２２Ｋ
池上学院 ０１５５９Ｊ

オ 小樽双葉 ０１５３１Ｊ
小樽明峰 ０１５３２Ｇ
帯広大谷 ０１５４８Ｃ
帯広北 ０１５５０Ｅ

カ 海星学院 ０１５４７Ｅ
キ 北見藤 ０１５４１Ｆ
ク クラーク記念国際 ０１５５６Ｄ
コ 江陵 ０１５５１Ｃ
駒澤大学附属苫小牧 ０１５４４Ａ

サ 札幌大谷 ０１５１０Ｆ
札幌光星 ０１５０２Ｅ
札幌自由が丘学園三和 ０１５６１Ａ
札幌新陽 ０１５１４Ｊ
札幌静修 ０１５１１Ｄ
札幌聖心女子学院 ０１５２１Ａ
札幌創成 ０１５２０Ｃ
札幌第一 ０１５０６Ｈ
札幌日本大学 ０１５５４Ｈ
札幌北斗 ０１５１２Ｂ
札幌山の手 ０１５１３Ａ
札幌龍谷学園 ０１５１６Ｅ

シ 白樺学園 ０１５４９Ａ
セ 星槎国際 ０１５５８Ａ
清尚学院 ０１５２７Ａ

ト 東海大学付属札幌 ０１５１９Ｋ
苫小牧中央 ０１５４３Ｂ

ハ 函館大谷 ０１５２３Ｈ
函館大妻 ０１５２５Ｄ
函館白百合学園 ０１５２６Ｂ
函館大学付属柏稜 ０１５２８Ｊ
函館大学付属有斗 ０１５２４Ｆ
函館ラ・サール ０１５２９Ｇ

フ 藤女子 ０１５０７Ｆ
武修館 ０１５５３Ｋ

ホ 北照 ０１５３０Ａ
北星学園女子 ０１５０９Ｂ
北星学園大学附属 ０１５０８Ｄ
北星学園余市 ０１５３３Ｅ
北嶺 ０１５５５Ｆ
北海 ０１５０１Ｇ
北海学園札幌 ０１５０３Ｃ
北海道大谷室蘭 ０１５４２Ｄ
北海道科学大学 ０１５０５Ｋ
北海道芸術 ０１５６０Ｂ
北海道栄 ０１５４５Ｊ
北海道文教大学明清 ０１５１５Ｇ

ラ 酪農学園大学附属
とわの森三愛 ０１５１８Ａ

リ 立命館慶祥 ０１５０４Ａ
ワ 稚内大谷 ０１５３９Ｄ
特別支援学校
ニ 日本体育大学附属高等支援 ０１９４１Ａ

上記以外の高等学校等 ０１９９９Ｃ

【青森県】
国 立
特別支援学校
ヒ 弘前大学教育学部
附属特別支援 ０２０５１Ｇ

高等専門学校
ハ 八戸工業高専 ０２０９１Ｆ
公 立
高等学校
ア 青森 ０２１０１Ｇ
青森北 ０２１０４Ａ
青森工業 ０２１４１Ｆ
青森商業 ０２１４８Ｃ
青森中央 ０２１０６Ｈ
青森西 ０２１０２Ｅ
青森東 ０２１０３Ｃ
青森南 ０２１０５Ｋ
鰺ケ沢 ０２１１６Ｅ

イ 板柳 ０２１１９Ｋ
オ 大間 ０２１３２Ｇ
大湊 ０２１３１Ｊ
尾上総合 ０２１７０Ｋ

カ 柏木農業 ０２１３７Ｈ
金木 ０２１２１Ａ

キ 木造 ０２１１５Ｇ
ク 黒石 ０２１２３Ｈ
黒石商業 ０２１５０Ｅ

コ 五所川原 ０２１１８Ａ
五所川原工業 ０２１４４Ａ
五所川原農林 ０２１３８Ｆ
五戸 ０２１３３Ｅ

サ 三戸 ０２１３４Ｃ
三本木 ０２１２８Ｊ
三本木農業 ０２１３９Ｄ

シ 七戸 ０２１２６Ｂ
タ 田子 ０２１５９Ｊ
田名部 ０２１３０Ａ

ツ 鶴田 ０２１２２Ｋ

ト 十和田工業 ０２１４５Ｊ
十和田西 ０２１６９Ｆ

ナ 中里 ０２１２０Ｃ
名久井農業 ０２１４０Ｈ
浪岡 ０２１２４Ｆ

ノ 野辺地 ０２１２５Ｄ
ハ 八戸 ０２１１０Ｆ
八戸北 ０２１１２Ｂ
八戸工業 ０２１４３Ｂ
八戸商業 ０２１５２Ａ
八戸水産 ０２１４７Ｅ
八戸中央 ０２１５４Ｈ
八戸西 ０２１１３Ａ
八戸東 ０２１１１Ｄ

ヒ 弘前 ０２１０７Ｆ
弘前工業 ０２１４２Ｄ
弘前実業 ０２１４９Ａ
弘前中央 ０２１０８Ｄ
弘前南 ０２１０９Ｂ

ホ 北斗 ０２１５３Ｋ
ミ 三沢 ０２１２９Ｇ
三沢商業 ０２１５１Ｃ

ム むつ工業 ０２１４６Ｇ
モ 百石 ０２１２７Ａ
ロ 六戸 ０２１６１Ａ
六ケ所 ０２１６０Ｂ

特別支援学校
ア 青森第一高等養護 ０２４５７Ａ
青森第二高等養護 ０２４６３Ｆ
青森第二養護 ０２４５６Ｃ
青森ろう ０２４５２Ａ
青森若葉養護 ０２４３１Ｈ

ク 黒石養護 ０２４６６Ａ
シ 七戸養護 ０２４５９Ｈ
ナ 浪岡養護 ０２４５５Ｅ
ハ 八戸高等支援 ０２４３２Ｆ
八戸第一養護 ０２４６５Ｂ

ヒ 弘前第一養護 ０２４５８Ｋ
弘前第二養護 ０２４６４Ｄ

ム むつ養護 ０２４６２Ｈ
モ 盲 ０２４５１Ｂ
森田養護 ０２４６１Ｋ

私 立
高等学校
ア 青森明の星 ０２５０６Ｃ
青森山田 ０２５０５Ｅ

コ 向陵 ０２５１７Ｊ
五所川原商業 ０２５１３Ｆ
五所川原第一 ０２５１２Ｈ

シ 柴田学園 ０２５０３Ｊ
松風塾 ０２５１４Ｄ

チ 千葉学園 ０２５０７Ａ
ト 東奥学園 ０２５０４Ｇ
東奥義塾 ０２５０１Ｂ

ハ 八戸学院光星 ０２５０９Ｈ
八戸学院野辺地西 ０２５１５Ｂ
八戸工業大学第一 ０２５１１Ｋ
八戸工業大学第二 ０２５１６Ａ
八戸聖ウルスラ学院 ０２５０８Ｋ

ヒ 弘前学院聖愛 ０２５０２Ａ
弘前東 ０２５１０Ａ

上記以外の高等学校等 ０２９９９Ｊ

【岩手県】
国 立
特別支援学校
イ 岩手大学教育学部
附属特別支援 ０３０５１Ｂ

高等専門学校
イ 一関工業高専 ０３０９１Ａ
公 立
高等学校
イ 一関工業 ０３１３９Ｋ
一関第一 ０３１３６Ｅ
一関第二 ０３１３７Ｃ
一戸 ０３１７５Ｆ
伊保内 ０３１７１Ｃ
岩泉 ０３１６４Ａ
岩谷堂 ０３１８５Ｃ

オ 大槌 ０３１５８Ｆ
大野 ０３１６９Ａ
大迫 ０３１１９Ｅ
大船渡 ０３１４８Ｊ
大船渡東 ０３１８４Ｅ

カ 金ケ崎 ０３１３１Ｄ
釜石 ０３１８３Ｇ
釜石商工 ０３１８６Ａ
軽米 ０３１７０Ｅ

キ 北上翔南 ０３１２１Ｇ
ク 久慈 ０３１６５Ｊ
久慈工業 ０３１７８Ａ
久慈東 ０３１８２Ｊ
葛巻 ０３１１１Ｋ
黒沢尻北 ０３１２０Ｊ
黒沢尻工業 ０３１２３Ｃ

コ 不来方 ０３１８１Ａ
シ 雫石 ０３１１３Ｆ
紫波総合 ０３１１４Ｄ

ス 住田 ０３１５１Ｊ
セ 千厩 ０３１４４Ｆ
タ 大東 ０３１４１Ａ
平舘 ０３１１２Ｈ
高田 ０３１４６Ｂ
種市 ０３１６８Ｃ

ト 遠野 ０３１５６Ｋ
遠野緑峰 ０３１５７Ｈ
杜陵 ０３１０６Ｃ

ニ 西和賀 ０３１２５Ｋ
ヌ 沼宮内 ０３１１０Ａ
ハ 花泉 ０３１４０Ｃ
花北青雲 ０３１１８Ｇ
花巻北 ０３１１５Ｂ
花巻農業 ０３１１７Ｊ
花巻南 ０３１１６Ａ

フ 福岡 ０３１７２Ａ
福岡工業 ０３１７３Ｋ

マ 前沢 ０３１３０Ｆ
ミ 水沢 ０３１２６Ｈ
水沢工業 ０３１２８Ｄ
水沢商業 ０３１２９Ｂ
水沢農業 ０３１２７Ｆ
宮古 ０３１６０Ｈ
宮古北 ０３１７７Ｂ
宮古工業 ０３１６１Ｆ
宮古商業 ０３１６２Ｄ
宮古水産 ０３１６３Ｂ

モ 盛岡北 ０３１０５Ｅ
盛岡工業 ０３１０８Ｋ
盛岡商業 ０３１０９Ｈ
盛岡市立 ０３１７６Ｄ

盛岡第一 ０３１０１Ｂ
盛岡第三 ０３１０３Ｊ
盛岡第四 ０３１０４Ｇ
盛岡第二 ０３１０２Ａ
盛岡農業 ０３１０７Ａ
盛岡南 ０３１８０Ｂ

ヤ 山田 ０３１５９Ｄ
特別支援学校
イ 一関清明支援 ０３４４５Ｃ
カ 釜石祥雲支援 ０３４４４Ｅ
ク 久慈拓陽支援 ０３４５５Ａ
ケ 気仙光陵支援 ０３４５６Ｊ
ハ 花巻清風支援 ０３４５７Ｇ
マ 前沢明峰支援 ０３４５９Ｃ
ミ 宮古恵風支援 ０３４４２Ｊ
モ 盛岡視覚支援 ０３４５１Ｈ
盛岡青松支援 ０３４４６Ａ
盛岡聴覚支援 ０３４５２Ｆ
盛岡となん支援 ０３４５４Ｂ
盛岡ひがし支援 ０３４３２Ａ
盛岡峰南高等支援 ０３４４１Ａ
盛岡みたけ支援 ０３４３１Ｃ

私 立
高等学校
イ 一関学院 ０３５１０Ｇ
一関修紅 ０３５０９Ｃ
岩手 ０３５０１Ｈ
岩手女子 ０３５０３Ｄ

キ 協和学院水沢第一 ０３５１３Ａ
コ 江南義塾盛岡 ０３５０５Ａ
セ 専修大学北上 ０３５１１Ｅ
ハ 花巻東 ０３５１４Ｋ
モ 盛岡白百合学園 ０３５０２Ｆ
盛岡スコーレ ０３５０７Ｇ
盛岡誠桜 ０３５０４Ｂ
盛岡大学附属 ０３５０６Ｊ
盛岡中央 ０３５０８Ｅ

特別支援学校
サ 三愛学舎 ０３９５１Ｋ

上記以外の高等学校等 ０３９９９Ｄ

【宮城県】
国 立
特別支援学校
ミ 宮城教育大学附属
特別支援 ０４０５１Ｈ

高等専門学校
セ 仙台高専 ０４０９３Ｃ
公 立
高等学校
イ 伊具 ０４１５１Ｄ
石巻 ０４１１０Ｇ
石巻北 ０４１３５Ｂ
石巻工業 ０４１５５Ｇ
石巻好文館 ０４１２２Ａ
石巻商業 ０４１５９Ｋ
石巻西 ０４１８３Ｂ
泉 ０４１１４Ｋ
泉松陵 ０４１７８Ｆ
泉館山 ０４１８０Ｈ
一迫商業 ０４１６２Ｋ
岩ケ崎 ０４１１６Ｆ
岩出山 ０４１３２Ｈ

オ 大河原商業 ０４１６０Ｃ
カ 角田 ０４１０６Ｊ
鹿島台商業 ０４１６１Ａ
加美農業 ０４１４７Ｆ

ク 黒川 ０４１４８Ｄ
ケ 気仙沼 ０４１９９Ｊ
気仙沼向洋 ０４１６４Ｆ

コ 工業 ０４１５２Ｂ
小牛田農林 ０４１４５Ｋ

サ 蔵王 ０４１８９Ａ
桜坂 ０４１９８Ａ
佐沼 ０４１０８Ｅ

シ 塩釜 ０４１１２Ｃ
志津川 ０４１３０Ａ
柴田 ０４１８５Ｊ
柴田農林 ０４１４９Ｂ
白石 ０４１０９Ｃ
白石工業 ０４１５６Ｅ

ス 水産 ０４１６３Ｈ
セ 仙台 ０４１６６Ｂ
仙台工業 ０４１７０Ａ
仙台三桜 ０４１１９Ａ
仙台商業 ０４１９５Ｆ
仙台第一 ０４１０１Ｈ
仙台第三 ０４１０３Ｄ
仙台大志 ０４１９３Ｋ
仙台第二 ０４１０２Ｆ
仙台二華 ０４１１８Ｂ
仙台西 ０４１７９Ｄ
仙台東 ０４１８６Ｇ
仙台南 ０４１６５Ｄ
仙台向山 ０４１０４Ｂ

タ 第二工業 ０４１５３Ａ
多賀城 ０４１１５Ｈ
田尻さくら ０４１９２Ａ

ツ 築館 ０４１０７Ｇ
テ 貞山 ０４１７５Ａ
ト 富谷 ０４１８７Ｅ
登米 ０４１２８Ｋ
登米総合産業 ０４１９７Ｂ

ナ 中新田 ０４１３６Ａ
名取 ０４１１３Ａ
名取北 ０４１７６Ｋ
南郷 ０４１４６Ｈ

ノ 農業 ０４１４０Ｊ
ハ 迫桜 ０４１９０Ｅ
ヒ 東松島 ０４１９１Ｃ
フ 古川 ０４１０５Ａ
古川工業 ０４１５４Ｊ
古川黎明 ０４１２３Ｊ

マ 松島 ０４１３８Ｇ
松山 ０４１７７Ｈ

ミ 美田園 ０４１９６Ｄ
宮城第一 ０４１１７Ｄ
宮城野 ０４１８８Ｃ
宮城広瀬 ０４１８１Ｆ

ム 村田 ０４１３３Ｆ
モ 本吉響 ０４１４２Ｅ
リ 利府 ０４１８２Ｄ
ワ 涌谷 ０４１２７Ａ
亘理 ０４１５０Ｆ

中等教育学校
セ 仙台青陵 ０４１９４Ｈ
特別支援学校
イ 石巻支援 ０４４５３Ｋ
岩沼高等学園 ０４４４１Ｆ

オ 女川高等学園 ０４４３２Ｇ

高等学校等コード表
大学入試センター試験受験案内から引用

高等学校等コード表　高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校



カ 角田支援 ０４４６１Ａ
金成支援 ０４４６０Ｂ

ケ 気仙沼支援 ０４４５５Ｆ
コ 光明支援 ０４４５４Ｈ
小牛田高等学園 ０４４５８Ａ
小松島支援 ０４４３１Ｊ

シ 視覚支援 ０４４５１Ｃ
チ 聴覚支援 ０４４５２Ａ
ツ 鶴谷特別支援 ０４４５７Ｂ
ナ 名取支援 ０４４６２Ｊ
ニ 西多賀支援 ０４４６４Ｅ
ハ 迫支援 ０４４６５Ｃ
フ 船岡支援 ０４４５６Ｄ
古川支援 ０４４６３Ｇ

ヤ 山元支援 ０４４４２Ｄ
リ 利府支援 ０４４５９Ｊ
私 立
高等学校
ア 飛鳥未来きずな ０４５２１Ｈ
オ 大崎中央 ０４５１５Ｃ
シ 尚絅学院 ０４５０７Ｂ
セ 聖ウルスラ学院英智 ０４５１２Ｊ
聖ドミニコ学院 ０４５１３Ｇ
聖和学園 ０４５０９Ｊ
仙台育英学園 ０４５０１Ｃ
仙台城南 ０４５１４Ｅ
仙台白百合学園 ０４５０６Ｄ

ト 東北 ０４５０２Ａ
東北学院 ０４５０３Ｋ
東北学院榴ケ岡 ０４５０４Ｈ
東北生活文化大学 ０４５１０Ｂ
東陵 ０４５１８Ｈ
常盤木学園 ０４５０８Ａ

ニ 西山学院 ０４５１９Ｆ
フ 古川学園 ０４５１６Ａ
ミ 宮城学院 ０４５０５Ｆ
メ 明成 ０４５１１Ａ
中等教育学校
シ 秀光 ０４５２０Ｋ
特別支援学校
イ いずみ高等支援 ０４９５１Ｅ

上記以外の高等学校等 ０４９９９Ｋ

【秋田県】
国 立
特別支援学校
ア 秋田大学教育文化
学部附属特別支援 ０５０５１Ｃ

高等専門学校
ア 秋田工業高専 ０５０９１Ｂ
公 立
高等学校
ア 秋田 ０５１０１Ｃ
秋田北 ０５１０２Ａ
秋田工業 ０５１０４Ｈ
秋田商業 ０５１５２Ｈ
秋田中央 ０５１５１Ｋ
秋田西 ０５１５６Ａ
秋田北鷹 ０５１６５Ｋ
秋田南 ０５１０３Ｋ
秋田明徳館 ０５１４３Ｊ
新屋 ０５１５８Ｇ

ウ 羽後 ０５１４２Ａ
オ 大館桂桜 ０５１６８Ｄ
大館国際情報学院 ０５１６４Ａ
大館鳳鳴 ０５１０９Ｊ
大曲 ０５１２８Ｅ
大曲工業 ０５１２９Ｃ
大曲農業 ０５１３０Ｇ
男鹿海洋 ０５１６２Ｅ
男鹿工業 ０５１５７Ｊ
雄勝 ０５１５５Ｂ
雄物川 ０５１３８Ｂ

カ 角館 ０５１３２Ｃ
金足農業 ０５１０５Ｆ

コ 小坂 ０５１０７Ｂ
五城目 ０５１２２Ｆ
御所野学院 ０５１６１Ｇ

ト 十和田 ０５１０８Ａ
ニ 仁賀保 ０５１５０Ａ
西仙北 ０５１４７Ａ
西目 ０５１２６Ｊ

ノ 能代 ０５１１６Ａ
能代工業 ０５１１８Ｈ
能代松陽 ０５１６７Ｆ
能代西 ０５１１９Ｆ

ハ 花輪 ０５１０６Ｄ
フ 二ツ井 ０５１４４Ｇ
ヘ 平成 ０５１６０Ｊ
ホ 本荘 ０５１２３Ｄ
マ 増田 ０５１３７Ｄ
ヤ 矢島 ０５１２７Ｇ
ユ 湯沢 ０５１４０Ｄ
湯沢翔北 ０５１６６Ｈ
由利 ０５１２４Ｂ
由利工業 ０５１２５Ａ

ヨ 横手 ０５１３４Ｋ
横手城南 ０５１３５Ｈ
横手清陵学院 ０５１６３Ｃ

ロ 六郷 ０５１３１Ｅ
特別支援学校
ア 秋田きらり支援 ０５４３１Ｄ
イ 稲川支援 ０５４４３Ｈ
オ 大曲支援 ０５４５７Ｈ
ク 栗田支援 ０５４５８Ｆ
シ 視覚支援 ０５４５１Ｊ
チ 聴覚支援 ０５４５２Ｇ
テ 天王みどり学園 ０５４４４Ｆ
ノ 能代支援 ０５４５５Ａ
ヒ 比内支援 ０５４５４Ｃ
ユ ゆり支援 ０５４４１Ａ
ヨ 横手支援 ０５４５９Ｄ
私 立
高等学校
ア 秋田修英 ０５５０５Ａ
秋田和洋女子 ０５５０４Ｃ

コ 国学館 ０５５０３Ｅ
セ 聖霊女子短期大学付属 ０５５０２Ｇ
メ 明桜 ０５５０１Ｊ

上記以外の高等学校等 ０５９９９Ｅ

【山形県】
国 立
特別支援学校
ヤ 山形大学附属特別支援 ０６０５１Ｊ
高等専門学校
ツ 鶴岡工業高専 ０６０９１Ｈ
公 立
高等学校
ア 左沢 ０６１１５Ｊ
荒砥 ０６１３７Ｋ

オ 置賜農業 ０６１３１Ａ
小国 ０６１３８Ｈ

カ 霞城学園 ０６１６０Ｄ
上山明新館 ０６１５９Ａ

加茂水産 ０６１４７Ｇ
キ 北村山 ０６１５７Ｄ
サ 寒河江 ０６１１２Ｄ
寒河江工業 ０６１１３Ｂ
酒田光陵 ０６１６３Ｊ
酒田西 ０６１５０Ｇ
酒田東 ０６１４９Ｃ

シ 庄内総合 ０６１４４Ｂ
庄内農業 ０６１４３Ｄ
新庄神室産業 ０６１６２Ａ
新庄北 ０６１２１Ｃ
新庄南 ０６１２２Ａ

タ 高畠 ０６１３３Ｇ
ツ 鶴岡北 ０６１４０Ｋ
鶴岡工業 ０６１４１Ｈ
鶴岡中央 ０６１６１Ｂ
鶴岡南 ０６１３９Ｆ

テ 天童 ０６１１０Ｈ
ト 東桜学館 ０６１１７Ｅ
ナ 長井 ０６１３５Ｃ
長井工業 ０６１３６Ａ
南陽 ０６１５８Ｂ

ム 村山産業 ０６１６４Ｇ
ヤ 谷地 ０６１１４Ａ
山形北 ０６１０４Ｃ
山形工業 ０６１０５Ａ
山形市立商業 ０６１０７Ｈ
山形中央 ０６１０６Ｋ
山形西 ０６１０３Ｅ
山形東 ０６１０１Ｊ
山形南 ０６１０２Ｇ
山辺 ０６１１１Ｆ

ユ 遊佐 ０６１５５Ｈ
ヨ 米沢工業 ０６１２９Ｊ
米沢興譲館 ０６１２７Ｂ
米沢商業 ０６１３０Ｂ
米沢東 ０６１２８Ａ

特別支援学校
カ 上山高等養護 ０６４４２Ｅ
サ 酒田特別支援 ０６４３１Ｋ
シ 新庄養護 ０６４４４Ａ
タ 楯岡特別支援 ０６４３２Ｈ
ツ 鶴岡高等養護 ０６４４６Ｈ
鶴岡養護 ０６４４５Ｋ

ム 村山特別支援 ０６４４７Ｆ
ヤ 山形盲 ０６４５１Ｄ
山形養護 ０６４４１Ｇ
山形ろう ０６４５２Ｂ

ユ ゆきわり養護 ０６４５４Ｊ
ヨ 米沢養護 ０６４４３Ｃ
私 立
高等学校
キ 基督教独立学園 ０６５１１Ａ
ク 九里学園 ０６５０９Ｋ
サ 酒田南 ０６５１７Ａ
シ 新庄東 ０６５０８Ａ
ソ 創学館 ０６５０５Ｇ
ツ 鶴岡東 ０６５１３Ｈ
ト 東海大学山形 ０６５０７Ｃ
ニ 日本大学山形 ０６５０３Ａ
ハ 羽黒 ０６５１２Ｋ
ヤ 山形学院 ０６５０２Ｂ
山形城北 ０６５０１Ｄ
山形明正 ０６５０４Ｊ
山本学園 ０６５０６Ｅ

ヨ 米沢中央 ０６５１０Ｃ
ワ 和順館 ０６５１６Ｂ

上記以外の高等学校等 ０６９９９Ａ

【福島県】
国 立
特別支援学校
フ 福島大学附属特別支援 ０７０５１Ｄ
高等専門学校
フ 福島工業高専 ０７０９１Ｃ
公 立
高等学校
ア 会津 ０７１３２Ｄ
会津学鳳 ０７１３４Ａ
会津工業 ０７１３６Ｇ
会津第二 ０７１８３Ｊ
会津農林 ０７１４６Ｄ
葵 ０７１３３Ｂ
安積 ０７１１４Ｆ
あさか開成 ０７１８０Ｄ
安積黎明 ０７１１６Ｂ
安達 ０７１１１Ａ
安達東 ０７１７７Ｄ

イ 石川（県立） ０７１２８Ｆ
猪苗代 ０７１３７Ｅ
磐城 ０７１５１Ａ
いわき海星 ０７１５９Ｆ
いわき光洋 ０７１９１Ｋ
磐城桜が丘 ０７１５２Ｊ
いわき総合 ０７１５５Ｃ
磐城農業 ０７１６１Ｈ
いわき翠の杜 ０７１９４Ｄ
岩瀬農業 ０７１２１Ｊ

オ 大沼 ０７１４４Ｈ
小高産業技術 ０７１９８Ｇ
小名浜 ０７１５８Ｈ
小野 ０７１３１Ｆ

カ 川口 ０７１４７Ｂ
川俣 ０７１０８Ａ

キ 喜多方 ０７１３８Ｃ
喜多方桐桜 ０７１９６Ａ
喜多方東 ０７１３９Ａ

コ 光南 ０７１９２Ｈ
郡山 ０７１８５Ｅ
郡山北工業 ０７１８４Ｇ
郡山商業 ０７１１８Ｊ
郡山東 ０７１１７Ａ
郡山萌世 ０７１９３Ｆ
湖南 ０７１１５Ｄ

シ 修明 ０７１９５Ｂ
白河 ０７１２２Ｇ
白河旭 ０７１２３Ｅ
白河実業 ０７１２４Ｃ
白河第二 ０７１８２Ａ
新地 ０７１７０Ｇ

ス 須賀川 ０７１１９Ｇ
須賀川桐陽 ０７１２０Ａ

セ 清陵情報 ０７１９０Ａ
ソ 相馬 ０７１６９Ｃ
相馬農業 ０７１７３Ａ
相馬東 ０７１７１Ｅ

タ 平工業 ０７１５３Ｇ
平商業 ０７１５４Ｅ
田島 ０７１４８Ａ
只見 ０７１５０Ｂ
橘 ０７１０２Ｂ
田村 ０７１２９Ｄ

ト 遠野 ０７１６３Ｄ
富岡 ０７１６７Ｇ

ナ 長沼 ０７１８７Ａ
勿来 ０７１６０Ｋ
勿来工業 ０７１６２Ｆ
浪江 ０７１６６Ｊ

ニ 西会津 ０７１４３Ｋ

二本松工業 ０７１１２Ｋ
ハ 塙工業 ０７１２５Ａ
原町 ０７１７２Ｃ
坂下 ０７１４５Ｆ

フ 福島（県立） ０７１０１Ｄ
福島北 ０７１０７Ｃ
福島工業 ０７１０６Ｅ
福島商業 ０７１０４Ｊ
福島中央 ０７１７６Ｆ
福島西 ０７１０３Ａ
福島東 ０７１８８Ｋ
福島南 ０７１８９Ｈ
福島明成 ０７１０５Ｇ
双葉 ０７１６５Ａ
双葉翔陽 ０７１６８Ｅ
ふたば未来学園 ０７１９７Ｊ
船引 ０７１３０Ｈ

ホ 保原 ０７１１０Ｃ
ミ 南会津 ０７１４９Ｊ
モ 本宮 ０７１１３Ｈ
ヤ 梁川 ０７１０９Ｋ
耶麻農業 ０７１４２Ａ

ユ 湯本 ０７１５７Ｋ
ヨ 好間 ０７１５６Ａ
四倉 ０７１６４Ｂ

ワ 若松商業 ０７１３５Ｊ
特別支援学校
ア 会津支援 ０７４５８Ｇ
あぶくま支援 ０７４５９Ｅ

イ 石川支援 ０７４４３Ｊ
猪苗代支援 ０７４４４Ｇ
いわき支援 ０７４５７Ｊ

オ 大笹生支援 ０７４４２Ａ
コ 郡山支援 ０７４５３Ｆ
シ 視覚支援 ０７４５１Ｋ
ス 須賀川支援 ０７４５５Ｂ
ソ 相馬支援 ０７４３１Ｅ
タ 平支援 ０７４５６Ａ
たむら支援 ０７４３２Ｃ

チ 聴覚支援 ０７４５２Ｈ
ト 富岡支援 ０７４６０Ｊ
ニ 西郷支援 ０７４４１Ｂ
フ 福島養護 ０７４５４Ｄ
私 立
高等学校
ア 会津北嶺 ０７５１３Ｃ
会津若松ザベリオ学園 ０７５１４Ａ

イ 石川（私立） ０７５１２Ｅ
いわき秀英 ０７５１９Ｂ
磐城緑蔭 ０７５１７Ｆ

コ 郡山女子大学附属 ０７５０７Ｊ
サ 桜の聖母学院 ０７５０４Ｄ
シ 尚志 ０７５０９Ｅ
仁愛 ０７５１５Ｋ

セ 聖光学院 ０７５０６Ａ
タ 大智学園 ０７５２０Ｆ
テ 帝京安積 ０７５０８Ｇ
ニ 日本大学東北 ０７５１０Ｊ
ヒ 東日本国際大学附属昌平 ０７５１１Ｇ
フ 福島（私立） ０７５０１Ｋ
福島県磐城第一 ０７５１６Ｈ
福島成蹊 ０７５０３Ｆ
福島東稜 ０７５０５Ｂ

上記以外の高等学校等 ０７９９９Ｆ

【茨城県】
国 立
特別支援学校
イ 茨城大学教育学部
附属特別支援 ０８０５１Ｋ

高等専門学校
イ 茨城工業高専 ０８０９１Ｊ
公 立
高等学校
ア 明野 ０８１９０Ｇ
麻生 ０８１４１Ｊ

イ 石岡商業 ０８１５２Ｄ
石岡第一 ０８１５０Ｈ
石岡第二 ０８１５１Ｆ
石下紫峰 ０８２１９Ｊ
磯原郷英 ０８２１６Ｄ
潮来 ０８１４２Ｇ
伊奈 ０８２１１Ｃ
茨城東 ０８１８６Ｊ
岩井 ０８１８３Ｄ
岩瀬 ０８１６２Ａ

ウ 牛久 ０８１９２Ｃ
牛久栄進 ０８２１０Ｅ

エ 江戸崎総合 ０８２１３Ｋ
オ 大洗 ０８１３６Ｂ
太田西山 ０８２２１Ａ
太田第一 ０８１１１Ｇ
太田第二 ０８１１２Ｅ
小瀬 ０８１１６Ｈ

カ 海洋 ０８１３１Ａ
笠間 ０８１３２Ｋ
鹿島 ０８１４３Ｅ
鹿島灘 ０８１９３Ａ
勝田 ０８１２７Ｃ
勝田工業 ０８１２８Ａ
神栖 ０８１４４Ｃ

キ 鬼怒商業 ０８１７２Ｊ
ク 茎崎 ０８２０５Ｊ
コ 古河第一 ０８１７７Ｋ
古河第三 ０８１７９Ｆ
古河第二 ０８１７８Ｈ

サ 境 ０８１８２Ｆ
佐竹 ０８１１３Ｃ
佐和 ０８２０３Ｂ
三和 ０８２０８Ｃ

シ 下館工業 ０８１６５Ｆ
下館第一 ０８１６３Ｋ
下館第二 ０８１６４Ｈ
下妻第一 ０８１６６Ｄ
下妻第二 ０８１６７Ｂ

ソ 総和工業 ０８１８０Ｋ
タ 大子清流 ０８２１２Ａ
多賀 ０８１０７Ｊ
高萩 ０８１０１Ｋ
高萩清松 ０８２１４Ｈ
竹園 ０８１９１Ｅ
玉造工業 ０８１４０Ａ

チ 中央 ０８２０９Ａ
ツ 筑波 ０８１５４Ａ
つくば工科 ０８１８１Ｈ
土浦工業 ０８１４９Ｄ
土浦湖北 ０８１９７Ｄ
土浦第一 ０８１４６Ｋ
土浦第三 ０８１４８Ｆ
土浦第二 ０８１４７Ｈ

ト 東海 ０８１８８Ｅ
友部 ０８１８９Ｃ
取手松陽 ０８２０２Ｄ
取手第一 ０８１５９Ａ
取手第二 ０８１６０Ｅ

ナ 那珂 ０８２０４Ａ
那珂湊 ０８２１８Ａ

ハ 波崎 ０８１４５Ａ
波崎柳川 ０８２０６Ｇ

坂東総合 ０８１８５Ａ
ヒ 常陸大宮 ０８２１５Ｆ
日立北 ０８１９４Ｋ
日立工業 ０８１０６Ａ
日立商業 ０８１０８Ｇ
日立第一 ０８１０４Ｄ
日立第二 ０８１０５Ｂ

フ 藤代 ０８１６１Ｃ
藤代紫水 ０８１９９Ａ

ホ 鉾田第一 ０８１３７Ａ
鉾田第二 ０８１３８Ｊ
鉾田農業 ０８１３９Ｇ

マ 真壁 ０８１６８Ａ
ミ 水海道第一 ０８１７５Ｃ
水海道第二 ０８１７６Ａ
水戸工業 ０８１２４Ｊ
水戸桜ノ牧 ０８１９６Ｆ
水戸商業 ０８１２５Ｇ
水戸第一 ０８１１９Ｂ
水戸第三 ０８１２１Ｄ
水戸第二 ０８１２０Ｆ
水戸農業 ０８１２３Ａ
水戸南 ０８１２６Ｅ
緑岡 ０８１２２Ｂ

モ 守谷 ０８２００Ｈ
ヤ 八千代 ０８１７４Ｅ
ユ 結城第一 ０８１７０Ｂ
結城第二 ０８１７１Ａ

リ 竜ケ崎第一 ０８１５５Ｊ
竜ケ崎第二 ０８１５６Ｇ
竜ケ崎南 ０８１９８Ｂ

中等教育学校
コ 古河 ０８２２０Ｂ
ナ 並木 ０８２１７Ｂ
特別支援学校
イ 石岡特別支援 ０８４３３Ｇ
伊奈特別支援 ０８４６１Ｂ

カ 鹿島特別支援 ０８４６０Ｄ
勝田特別支援 ０８４５４Ｋ

キ 北茨城特別支援 ０８４６２Ａ
協和特別支援 ０８４６４Ｇ

サ 境特別支援 ０８４３１Ａ
シ 下妻特別支援 ０８４５６Ｆ
ツ つくば特別支援 ０８４４２Ｆ
土浦特別支援 ０８４５８Ｂ

ト 友部特別支援 ０８４５５Ｈ
友部東特別支援 ０８４６６Ｃ

ヒ 常陸太田特別支援 ０８４３２Ｊ
日立特別支援 ０８４５７Ｄ

ミ 水戸飯富特別支援 ０８４６５Ｅ
水戸高等特別支援 ０８４４１Ｈ
水戸特別支援 ０８４５３Ａ
水戸ろう ０８４５２Ｃ
美浦特別支援 ０８４６３Ｊ

モ 盲 ０８４５１Ｅ
ユ 結城特別支援 ０８４５９Ａ
私 立
高等学校
ア 愛国学園大学附属
竜ケ崎 ０８５１３Ｊ

イ 茨城 ０８５０３Ａ
茨城キリスト教学園 ０８５０２Ｃ
岩瀬日本大学 ０８５２３Ｆ

エ 江戸川学園取手 ０８５１５Ｅ
カ 鹿島学園 ０８５２０Ａ
霞ケ浦 ０８５１１Ｂ

コ 晃陽学園 ０８５２５Ｂ
シ 常総学院 ０８５１７Ａ
翔洋学園 ０８５２２Ｈ

ス 水城 ０８５０８Ｂ
セ 青丘学院つくば ０８５３３Ｃ
清真学園 ０８５１４Ｇ
聖徳大学附属取手聖徳女子 ０８５１８Ｋ

タ 第一学院（高萩校） ０８５２６Ａ
大成女子 ０８５０４Ｋ

ツ つくば開成 ０８５２４Ｄ
つくば国際大学 ０８５０９Ａ
つくば国際大学東風 ０８５３２Ｅ
つくば秀英 ０８５２１Ｋ
土浦日本大学 ０８５１０Ｄ

ト 東豊学園つくば松実 ０８５３１Ｇ
東洋大学附属牛久 ０８５１２Ａ
常磐大学 ０８５０５Ｈ

ミ 水戸葵陵 ０８５１９Ｈ
水戸啓明 ０８５０７Ｄ
水戸女子 ０８５０６Ｆ
水戸平成学園 ０８５２８Ｇ

メ 茗溪学園 ０８５１６Ｃ
明秀学園日立 ０８５０１Ｅ

ル ルネサンス ０８５２７Ｊ
中等教育学校
チ 智学館 ０８５３０Ｊ
ツ 土浦日本大学 ０８５２９Ｅ

上記以外の高等学校等 ０８９９９Ａ

【栃木県】
国 立
特別支援学校
ウ 宇都宮大学教育
学部附属特別支援 ０９０５１Ｅ

高等専門学校
オ 小山工業高専 ０９０９１Ｄ
公 立
高等学校
ア 足利 ０９１３１Ｇ
足利工業 ０９１３５Ｋ
足利女子 ０９１３３Ｃ
足利清風 ０９１７５Ｊ
足利南 ０９１３２Ｅ

イ 石橋 ０９１１７Ａ
今市 ０９１１３Ｊ
今市工業 ０９１１４Ｇ

ウ 宇都宮 ０９１０１Ｅ
宇都宮北 ０９１６４Ｃ
宇都宮工業 ０９１０７Ｄ
宇都宮商業 ０９１０８Ｂ
宇都宮女子 ０９１０４Ｋ
宇都宮清陵 ０９１６８Ｆ
宇都宮中央女子 ０９１０５Ｈ
宇都宮白楊 ０９１０６Ｆ
宇都宮東 ０９１０２Ｃ
宇都宮南 ０９１０３Ａ

オ 大田原 ０９１４６Ｅ
大田原女子 ０９１４７Ｃ
大田原東 ０９１４８Ａ
小山 ０９１１８Ｋ
小山城南 ０９１２０Ａ
小山西 ０９１６９Ｄ
小山北桜 ０９１１９Ｈ
小山南 ０９１６３Ｅ

カ 学悠館 ０９１７２Ｄ
鹿沼 ０９１０９Ａ
鹿沼商工 ０９１１１Ｂ
鹿沼東 ０９１６５Ａ
鹿沼南 ０９１７６Ｇ
上三川 ０９１６６Ｋ
烏山 ０９１４３Ａ

ク 黒磯 ０９１５３Ｈ
黒磯南 ０９１５４Ｆ

黒羽 ０９１４９Ｋ
サ さくら清修 ０９１７３Ｂ
佐野 ０９１２８Ｇ
佐野松桜 ０９１７８Ｃ
佐野東 ０９１７７Ｅ

タ 高根沢 ０９１５８Ｊ
ト 栃木 ０９１２１Ｋ
栃木工業 ０９１２４Ｄ
栃木商業 ０９１２５Ｂ
栃木翔南 ０９１７４Ａ
栃木女子 ０９１２２Ｈ
栃木農業 ０９１２３Ｆ

ナ 那須 ０９１５２Ｋ
那須清峰 ０９１５１Ａ
那須拓陽 ０９１５０Ｃ

ニ 日光明峰 ０９１７０Ｈ
ハ 馬頭 ０９１４５Ｇ
マ 益子芳星 ０９１７１Ｆ
ミ 壬生 ０９１２６Ａ
モ 真岡 ０９１３７Ｆ
真岡工業 ０９１４０Ｆ
真岡女子 ０９１３８Ｄ
真岡北陵 ０９１３９Ｂ
茂木 ０９１４２Ｂ

ヤ 矢板 ０９１５５Ｄ
矢板東 ０９１５６Ｂ

特別支援学校
ア 足利中央特別支援 ０９４５７Ｋ
足利特別支援 ０９４４２Ａ

イ 今市特別支援 ０９４４３Ｋ
ウ 宇都宮青葉高等学園 ０９４３１Ｆ
オ 岡本特別支援 ０９４４１Ｃ
コ 国分寺特別支援 ０９４５９Ｆ
ト 栃木特別支援 ０９４５４Ｅ
富屋特別支援 ０９４５６Ａ

ナ 那須特別支援 ０９４５５Ｃ
ノ のざわ特別支援 ０９４５３Ｇ
マ 益子特別支援 ０９４５８Ｈ
ミ 南那須特別支援 ０９４４４Ｈ
モ 盲 ０９４５１Ａ
ロ ろう ０９４５２Ｊ
私 立
高等学校
ア 足利大学附属 ０９５１０Ｋ
足利短期大学附属 ０９５０９Ｆ

ウ 宇都宮海星女子学院 ０９５０５Ｃ
宇都宮短期大学附属 ０９５０４Ｅ
宇都宮文星女子 ０９５０３Ｇ

コ 幸福の科学学園 ０９５１８Ｅ
國學院大學栃木 ０９５０６Ａ

サ 作新学院 ０９５０１Ａ
佐野清澄 ０９５０７Ｋ
佐野日本大学 ０９５０８Ｈ

セ 青藍泰斗 ０９５１３Ｄ
ハ 白鴎大学足利 ０９５１１Ｈ
ヒ 日々輝学園 ０９５１６Ｊ
フ 文星芸術大学附属 ０９５０２Ｊ
ヤ 矢板中央 ０９５１２Ｆ
中等教育学校
サ 佐野日本大学 ０９５１７Ｇ

上記以外の高等学校等 ０９９９９Ｇ

【群馬県】
国 立
特別支援学校
ク 群馬大学教育学部
附属特別支援 １００５１Ａ

高等専門学校
ク 群馬工業高専 １００９１Ｋ
公 立
高等学校
ア 吾妻中央 １０１８３Ｅ
安中総合学園 １０１８０Ａ

イ 伊勢崎 １０１７８Ｊ
伊勢崎工業 １０１２０Ｇ
伊勢崎興陽 １０１１９Ｃ
伊勢崎商業 １０１２１Ｅ
伊勢崎清明 １０１１８Ｅ
板倉 １０１５６Ｈ

オ 大泉 １０１５８Ｄ
太田（市立） １０１６５Ｇ
太田（県立） １０１２２Ｃ
太田工業 １０１２５Ｈ
太田女子 １０１２３Ａ
太田東 １０１７１Ａ
太田フレックス １０１７９Ｇ
大間々 １０１５５Ｋ
尾瀬 １０１５１Ｇ

キ 桐生 １０１１３Ｄ
桐生工業 １０１１６Ｊ
桐生女子 １０１１５Ａ
桐生市立商業 １０１６２Ｂ
桐生西 １０１６８Ａ
桐生南 １０１１４Ｂ

シ 渋川 １０１３１Ｂ
渋川工業 １０１６４Ｊ
渋川女子 １０１３２Ａ
渋川青翠 １０１５９Ｂ
下仁田 １０１４５Ｂ

セ 勢多農林 １０１０４Ｅ
タ 高崎 １０１０８Ｈ
高崎北 １０１６７Ｃ
高崎経済大学附属 １０１７５Ｄ
高崎工業 １０１１１Ｈ
高崎商業 １０１１２Ｆ
高崎女子 １０１１０Ｋ
高崎東 １０１７３Ｈ
館林 １０１２９Ａ
館林商工 １０１７４Ｆ
館林女子 １０１３０Ｄ
玉村 １０１５３Ｃ

ツ 嬬恋 １０１５０Ｊ
ト 利根実業 １０１２８Ｂ
利根商業 １０１６６Ｅ
富岡 １０１８２Ｇ
富岡実業 １０１３８Ｋ

ナ 長野原 １０１４９Ｅ
ニ 西邑楽 １０１５７Ｆ
新田暁 １０１５４Ａ

ヌ 沼田 １０１２６Ｆ
沼田女子 １０１２７Ｄ

ハ 榛名 １０１４２Ｈ
フ 藤岡北 １０１７２Ｋ
藤岡工業 １０１３５Ｅ
藤岡中央 １０１７７Ａ

マ 前橋（市立） １０１６０Ｆ
前橋（県立） １０１０１Ａ
前橋工業 １０１０５Ｃ
前橋商業 １０１０６Ａ
前橋女子 １０１０３Ｇ
前橋清陵 １０１０７Ｋ
前橋西 １０１７０Ｃ
前橋東 １０１６９Ｋ
前橋南 １０１０２Ｊ
松井田 １０１４６Ａ
万場 １０１４４Ｄ

ヨ 吉井 １０１４３Ｆ
中等教育学校
チ 中央 １０１７６Ｂ



ヨ 四ツ葉学園 １０１８１Ｊ
特別支援学校
ア 赤城特別支援 １０４４２Ｇ
吾妻特別支援 １０４３７Ａ
あさひ特別支援 １０４５４Ａ

イ 伊勢崎高等特別支援 １０４３３Ｈ
オ 太田高等特別支援 １０４５７Ｅ
シ 渋川特別支援 １０４５６Ｇ
しろがね特別支援 １０４３２Ｋ

タ 高崎高等特別支援 １０４４３Ｅ
高崎特別支援 １０４５５Ｊ
館林高等特別支援 １０４３１Ａ

ト 富岡特別支援 １０４３６Ｂ
ヌ 沼田特別支援 １０４３４Ｆ
フ 藤岡特別支援 １０４３５Ｄ
二葉高等特別支援 １０４４４Ｃ

マ 前橋高等特別支援 １０４４１Ｊ
モ 盲 １０４５１Ｆ
ロ ろう １０４５２Ｄ
ワ 渡良瀬特別支援 １０４５８Ｃ
私 立
高等学校
カ 関東学園大学附属 １０５０７Ｅ
キ 共愛学園 １０５０１Ｆ
桐生第一 １０５０２Ｄ

ク ぐんま国際アカデミー高等部１０５１７Ｂ
シ 樹徳 １０５０９Ａ
白根開善学校高等部 １０５１３Ｋ

タ 高崎健康福祉大学高崎 １０５１２Ａ
高崎商科大学附属 １０５０６Ｇ

ト 東京農業大学第二 １０５０８Ｃ
常磐 １０５０３Ｂ

ニ 新島学園 １０５０４Ａ
マ 前橋育英 １０５１０Ｅ
メ 明和県央 １０５１４Ｈ
特別支援学校
シ 支援学校若葉高等学園 １０９５１Ｈ

上記以外の高等学校等 １０９９９Ｂ

【埼玉県】
国 立
高等学校
ツ 筑波大学附属坂戸 １１００１Ｋ
特別支援学校
サ 埼玉大学教育学部
附属特別支援 １１０５１Ｆ

公 立
高等学校
ア 上尾 １１１６３Ｆ
上尾鷹の台 １１２６６Ｇ
上尾橘 １１２４８Ｊ
上尾南 １１１９９Ｇ
朝霞 １１１３０Ｋ
朝霞西 １１２２３Ｃ

イ いずみ １１１８８Ａ
伊奈学園総合 １１２５５Ａ
入間向陽 １１２５１Ｊ
岩槻 １１１３３Ｄ
岩槻商業 １１１５１Ｂ
岩槻北陵 １１２４１Ａ

ウ 浦和（市立） １１２０７Ａ
浦和（県立） １１１０１Ｆ
浦和北 １１２１６Ａ
浦和工業 １１１４１Ｅ
浦和商業 １１１５２Ａ
浦和第一女子 １１１０７Ｅ
浦和西 １１１１７Ｂ
浦和東 １１２４７Ａ
浦和南 １１２１３Ｆ

オ 大宮 １１１２６Ａ
大宮北 １１２１０Ａ
大宮工業 １１１４３Ａ
大宮光陵 １１２６０Ｈ
大宮商業 １１１５３Ｊ
大宮中央 １１１９１Ａ
大宮西 １１２１１Ｋ
大宮東 １１２３０Ｆ
大宮南 １１２４２Ｋ
大宮武蔵野 １１１９３Ｈ
小鹿野 １１１２７Ｋ
小川 １１１２４Ｅ
桶川 １１１６９Ｅ
桶川西 １１２３２Ｂ
越生 １１１６８Ｇ

カ 春日部 １１１０４Ａ
春日部工業 １１１４５Ｈ
春日部女子 １１１１１Ｃ
春日部東 １１２０３Ｊ
川口 １１１０６Ｇ
川口北 １１１７６Ｈ
川口工業 １１１３９Ｃ
川口市立 １１２７９Ｊ
川口青陵 １１２５４Ｃ
川口東 １１２１５Ｂ
川越（県立） １１１０３Ｂ
川越（市立） １１２０８Ｋ
川越工業 １１１３８Ｅ
川越女子 １１１０９Ａ
川越総合 １１１５９Ｈ
川越西 １１２２４Ａ
川越初雁 １１２５０Ａ
川越南 １１１８４Ｊ

キ 北本 １１１８２Ｂ
ク 久喜 １１１２３Ｇ
久喜工業 １１１４４Ｋ
久喜北陽 １１２６２Ｄ
熊谷 １１１０２Ｄ
熊谷工業 １１１４６Ｆ
熊谷商業 １１１５４Ｇ
熊谷女子 １１１０８Ｃ
熊谷西 １１１８３Ａ
熊谷農業 １１１５７Ａ
栗橋北彩 １１２７４Ｈ

ケ 芸術総合 １１２６５Ｊ
コ 鴻巣 １１１６１Ｋ
鴻巣女子 １１１１４Ｈ
越ケ谷 １１１２２Ｊ
越谷北 １１１３５Ａ
越谷総合技術 １１２６１Ｆ
越谷西 １１２２５Ｋ
越谷東 １１２４５Ｄ
越谷南 １１１７５Ｋ
児玉 １１１２０Ｂ
児玉白楊 １１１８９Ｋ

サ 坂戸 １１１３６Ｊ
坂戸西 １１２２６Ｈ
幸手桜 １１２７６Ｄ
狭山経済 １１２５８Ｆ
狭山工業 １１１４２Ｃ
狭山清陵 １１２４３Ｈ
狭山緑陽 １１２７１Ｃ

シ 志木 １１１７４Ａ
庄和 １１２３７Ｃ
白岡 １１２０４Ｇ
進修館 １１１５０Ｄ

ス 杉戸 １１２０５Ｅ
杉戸農業 １１１５８Ｋ

セ 誠和福祉 １１２６７Ｅ
ソ 草加 １１１２９Ｆ

草加西 １１２５３Ｅ
草加東 １１２３５Ｇ
草加南 １１１９４Ｆ

チ 秩父 １１１２５Ｃ
秩父農工科学 １１１８７Ｃ

ツ 鶴ケ島清風 １１２６８Ｃ
ト 常盤 １１１１６Ｄ
所沢 １１１６２Ｈ
所沢北 １１１７８Ｄ
所沢商業 １１１５６Ｃ
所沢中央 １１２３４Ｊ
所沢西 １１２２７Ｆ
戸田翔陽 １１１３１Ｈ
豊岡 １１１６５Ｂ

ナ 滑川総合 １１１９６Ｂ
南稜 １１２３１Ｄ

ニ 新座 １１１７０Ｊ
新座総合技術 １１２４９Ｇ
新座柳瀬 １１２６９Ａ

ハ 蓮田松韻 １１２７３Ｋ
鳩ケ谷 １１２６４Ａ
鳩山 １１２５２Ｇ
羽生 １１１９２Ｋ
羽生実業 １１１９０Ｃ
羽生第一 １１１９８Ｊ
飯能 １１１２１Ａ
飯能南 １１２１７Ｊ

ヒ 日高 １１１７９Ｂ
フ 深谷 １１１８０Ｆ
深谷商業 １１１４８Ｂ
深谷第一 １１１１３Ｋ
吹上秋桜 １１２７２Ａ
富士見 １１１９５Ｄ
ふじみ野 １１２７７Ｂ
不動岡 １１１１８Ａ

ホ 本庄 １１１１９Ｊ
マ 松伏 １１２４０Ｃ
松山 １１１０５Ｊ
松山女子 １１１１２Ａ

ミ 三郷 １１１８５Ｇ
三郷北 １１２３６Ｅ
三郷工業技術 １１２５９Ｄ
皆野 １１１５５Ｅ
宮代 １１２４６Ｂ

メ 妻沼 １１２２９Ｂ
ヤ 八潮 １１１７２Ｅ
八潮南 １１２５７Ｈ

ヨ 吉川美南 １１２７８Ａ
与野 １１１６０Ａ
寄居城北 １１２７０Ｅ

ワ 和光 １１１６７Ｊ
和光国際 １１２６３Ｂ
鷲宮 １１２２１Ｇ
蕨 １１１２８Ｈ

中等教育学校
オ 大宮国際 １１２８０Ｂ
特別支援学校
ア 上尾かしの木特別支援 １１４４５Ｇ
上尾特別支援 １１４６９Ｄ

イ 入間わかくさ高等特別支援 １１４３３Ｃ
ウ 浦和特別支援 １１４５４Ｆ
オ 大宮北特別支援 １１４７４Ａ
大宮ろう学園 １１４５２Ｋ

カ 春日部特別支援 １１４６４Ｃ
川口特別支援 １１４５７Ａ
川越市立特別支援 １１４５９Ｇ
川越特別支援 １１４５６Ｂ
川島ひばりが丘特別支援 １１４４２Ｂ

キ 騎西特別支援 １１４７９Ａ
行田特別支援 １１４６３Ｅ

ク 久喜特別支援 １１４７３Ｂ
熊谷特別支援 １１４５５Ｄ

コ 越谷特別支援 １１４６０Ａ
越谷西特別支援 １１４７７Ｅ

サ さいたま桜高等学園 １１４４３Ａ
坂戸ろう学園 １１４５３Ｈ
さくら草特別支援 １１４３２Ｅ

ソ 草加かがやき特別支援 １１４８０Ｅ
チ 秩父特別支援 １１４６５Ａ
ト 所沢おおぞら特別支援 １１２７５Ｆ
ハ 蓮田特別支援 １１４５８Ｊ
塙保己一学園 １１４５１Ａ
羽生ふじ高等学園 １１４４４Ｊ

ヒ 東松山特別支援 １１４７０Ｈ
日高特別支援 １１４７５Ｊ
ひまわり特別支援 １１４４１Ｄ

フ 深谷はばたき特別支援 １１４３１Ｇ
富士見特別支援 １１４７２Ｄ

ホ 本庄特別支援 １１４６８Ｆ
ミ 三郷特別支援 １１４６７Ｈ
宮代特別支援 １１４７８Ｃ

モ 毛呂山特別支援 １１４７６Ｇ
ワ 和光特別支援 １１４６１Ｊ
和光南特別支援 １１４６２Ｇ

私 立
高等学校
ア 青山学院大学系属
浦和ルーテル学院 １１５２５Ｊ
秋草学園 １１５４１Ａ

ウ 浦和明の星女子 １１５２４Ａ
浦和学院 １１５２９Ａ
浦和実業学園 １１５２０Ｈ
浦和麗明 １１５０３Ｈ

エ 叡明 １１５０２Ｋ
オ 大川学園 １１５５５Ａ
大妻嵐山 １１５２３Ｂ
大宮開成 １１５１２Ｇ

カ 開智 １１５４２Ｊ
開智未来 １１５５７Ｇ
春日部共栄 １１５３４Ｈ
霞ケ関 １１５５１Ｈ
川越東 １１５４３Ｇ

ケ 慶應義塾志木 １１５０４Ｆ
コ 国際学院 １１５４８Ｈ
サ 埼玉栄 １１５２７Ｅ
埼玉平成 １１５４４Ｅ
栄北 １１５４９Ｆ
栄東 １１５３０Ｅ
狭山ケ丘 １１５１４Ｃ

シ 志学会 １１５５２Ｆ
自由の森学園 １１５４６Ａ
秀明 １１５３１Ｃ
秀明英光 １１５３８Ａ
淑徳与野 １１５０６Ｂ
城西大学付属川越 １１５２６Ｇ
正智深谷 １１５１０Ａ
昌平 １１５３２Ａ
城北埼玉 １１５３５Ｆ

セ 西武学園文理 １１５３７Ｂ
西武台 １１５３６Ｄ
聖望学園 １１５０１Ａ
清和学園 １１５５４Ｂ

ソ 創学舎 １１５５６Ｊ
ト 東京成徳大学深谷 １１５１９Ｄ
東京農業大学第三 １１５４５Ｃ
東邦音楽大学附属
東邦第二 １１５２２Ｄ
獨協埼玉 １１５３３Ｋ

ハ 花咲徳栄 １１５４０Ｂ
ヒ 東野 １１５４７Ｋ
フ 武南 １１５１８Ｆ
ホ 星野 １１５２１Ｆ

細田学園 １１５０５Ｄ
本庄第一 １１５０７Ａ
本庄東 １１５１５Ａ

マ 松栄学園 １１５５０Ｋ
ム 武蔵越生 １１５１６Ｋ
武蔵野音楽大学附属 １１５２８Ｃ
武蔵野星城 １１５５３Ｄ

ヤ 山村学園 １１５０８Ｊ
山村国際 １１５０９Ｇ

リ 立教新座 １１５１３Ｅ
ワ 早稲田大学
本庄高等学院 １１５３９Ｊ

特別支援学校
ヒ 光の村養護学校
秩父自然学園 １１９５２Ａ

上記以外の高等学校等 １１９９９Ｈ

【千葉県】
国 立
特別支援学校
チ 千葉大学教育学部
附属特別支援 １２０５２Ｋ

ツ 筑波大学附属
聴覚特別支援 １２０５１Ａ

高等専門学校
キ 木更津工業高専 １２０９１Ａ
公 立
高等学校
ア 旭農業 １２１５１Ｈ
姉崎 １２１９６Ｈ
我孫子 １２１３５Ｆ
我孫子東 １２２４２Ｅ
天羽 １２１７８Ｋ
安房 １２１７４Ｇ
安房拓心 １２１７３Ｊ

イ 泉 １２２０９Ｃ
磯辺 １２１９７Ｆ
市川工業 １２１１８Ｆ
市川昴 １２２４７Ｆ
市川東 １２１９８Ｄ
市川南 １２２２９Ｈ
一宮商業 １２１６５Ｈ
市原 １２１８６Ａ
市原緑 １２１８９Ｅ
市原八幡 １２２３９Ｅ
稲毛 １２２１６Ｆ
印旛明誠 １２１３６Ｄ

ウ 浦安 １２１２３Ｂ
浦安南 １２２４１Ｇ

オ 生浜 １２２００Ｋ
大網 １２１５８Ｅ
大多喜 １２１６６Ｆ
大原 １２１６８Ｂ
小見川 １２１４６Ａ

カ 柏（市立） １２１９９Ｂ
柏（県立） １２１２９Ａ
柏井 １２２２７Ａ
柏中央 １２２３０Ａ
柏の葉 １２２５０Ｆ
柏南 １２１３０Ｅ
上総 １２１８３Ｆ
鎌ケ谷 １２１１７Ｈ
鎌ケ谷西 １２２２３Ｊ

キ 木更津 １２１８０Ａ
木更津東 １２１８１Ｋ
君津 １２１８２Ｈ
君津青葉 １２１８４Ｄ
君津商業 １２１７９Ｈ
行徳 １２１２２Ｄ

ク 九十九里 １２１６０Ｇ
ケ 京葉 １２１８８Ｇ
京葉工業 １２１０５Ｄ
検見川 １２１０８Ｊ

コ 国府台 １２１２０Ｈ
小金 １２１２５Ｊ
国分 １２１２１Ｆ
犢橋 １２２４５Ｋ

サ 佐倉 １２１３８Ａ
佐倉西 １２２０１Ｈ
佐倉東 １２１３９Ｊ
佐倉南 １２２３８Ｇ
佐原 １２１４４Ｅ
佐原白楊 １２１４５Ｃ

シ 清水 １２１３４Ｈ
下総 １２１４３Ｇ
沼南 １２２１５Ｈ
沼南高柳 １２２４３Ｃ
白井 １２２３７Ｊ

セ 関宿 １２２５２Ｂ
ソ 匝瑳 １２１５３Ｄ
袖ヶ浦 １２１８５Ｂ

タ 多古 １２１４７Ｋ
館山総合 １２１７６Ｃ

チ 千城台 １２２０２Ｆ
千葉（県立） １２１０１Ａ
千葉（市立） １２１９３Ｃ
千葉大宮 １２２３１Ｋ
千葉北 １２１０９Ｇ
千葉工業 １２１０６Ｂ
千葉商業 １２１０４Ｆ
千葉女子 １２１０２Ｋ
千葉西 １２２４０Ｊ
千葉東 １２１０３Ｈ
千葉南 １２１０７Ａ
銚子（市立） １２１９５Ｋ
銚子（県立） １２１４８Ｈ
銚子商業 １２１４９Ｆ
長生 １２１６１Ｅ

ツ 津田沼 １２２０３Ｄ
ト 東金 １２１５６Ｊ
東金商業 １２１５７Ｇ
東総工業 １２１５２Ｆ
土気 １２２３２Ｈ
富里 １２２５１Ｄ

ナ 長狭 １２１７２Ａ
流山 １２１３１Ｃ
流山おおたかの森 １２１３２Ａ
流山北 １２２４８Ｄ
流山南 １２２３６Ａ
習志野 １２１９２Ｅ
成田北 １２２２６Ｃ
成田国際 １２１４２Ｊ
成田西陵 １２１３７Ｂ
成東 １２１５５Ａ

ノ 野田中央 １２２０４Ｂ
ハ 柏陵 １２２０５Ａ
ヒ 東葛飾 １２１２８Ｃ
フ 船橋（市立） １２１９１Ｇ
船橋（県立） １２１１２Ｇ
船橋北 １２２４６Ｈ
船橋啓明 １２１１５Ａ
船橋古和釜 １２２２２Ａ
船橋芝山 １２２０６Ｊ
船橋豊富 １２２３４Ｄ
船橋東 １２１１４Ｃ
船橋二和 １２２１０Ｇ
船橋法典 １２２２８Ｋ

マ 幕張総合 １２２５３Ａ
松尾 １２１５４Ｂ
松戸（市立） １２１９４Ａ

松戸（県立） １２１２４Ａ
松戸向陽 １２２３５Ｂ
松戸国際 １２１２６Ｇ
松戸馬橋 １２２２４Ｇ
松戸南 １２１２７Ｅ
松戸六実 １２２０７Ｇ

ミ 実籾 １２２３３Ｆ
モ 茂原 １２１６２Ｃ
茂原樟陽 １２１６３Ａ

ヤ 薬園台 １２１１３Ｅ
八街 １２１４０Ｂ
八千代 １２１１１Ｊ
八千代西 １２２２１Ｂ
八千代東 １２２０８Ｅ

ヨ 四街道 １２１４１Ａ
四街道北 １２２４９Ｂ

ワ 若松 １２１１０Ａ
特別支援学校
ア 我孫子特別支援 １２４５９Ｂ
安房特別支援 １２４６１Ｄ

イ 飯高特別支援 １２４３５Ｅ
夷隅特別支援 １２４７３Ｈ
市川特別支援 １２４７４Ｆ
市原特別支援 １２４７６Ｂ
印旛特別支援 １２４７１Ａ

オ 大網白里特別支援 １２４３６Ｃ
カ 柏特別支援 １２４７５Ｄ
香取特別支援 １２４６５Ｇ

キ 君津特別支援 １２４６７Ｃ
コ 湖北特別支援 １２４３２Ａ
サ 栄特別支援 １２４３７Ａ
桜が丘特別支援 １２４５３Ｃ

ス 須和田の丘支援 １２４６３Ａ
ソ 袖ケ浦特別支援 １２４５５Ｋ
チ 千葉市立高等特別支援 １２４８２Ｇ
千葉市立養護 １２４６８Ａ
千葉特別支援 １２４８０Ａ
千葉盲 １２４５１Ｇ
千葉ろう １２４５２Ｅ
銚子特別支援 １２４６６Ｅ
長生特別支援 １２４６０Ｆ

ツ つくし特別支援 １２４６２Ｂ
ト 東金特別支援 １２４５７Ｆ
特別支援学校市川大野
高等学園 １２４３１Ｂ
特別支援学校流山高等学園 １２４４１Ｋ
富里特別支援 １２４７７Ａ

ニ 仁戸名特別支援 １２４７０Ｃ
ノ 野田特別支援 １２４７９Ｇ
フ 船橋特別支援（市立） １２４６９Ｋ
船橋夏見特別支援 １２４３３Ｊ

マ 槇の実特別支援 １２４７２Ｋ
松戸特別支援 １２４５６Ｈ

ヤ 矢切特別支援 １２４３４Ｇ
八千代特別支援 １２４６４Ｊ

ヨ 八日市場特別支援 １２４７８Ｊ
四街道特別支援 １２４５４Ａ

私 立
高等学校
ア 愛国学園大学附属
四街道 １２５４４Ａ
あずさ第一 １２５６３Ｇ
我孫子二階堂 １２５２９Ｇ

イ 市川 １２５０６Ｈ
市原中央 １２５５０Ｅ

ウ 植草学園大学附属 １２５４２Ｄ
オ 桜林 １２５５９Ｊ
キ 木更津総合 １２５６１Ａ
暁星国際 １２５４０Ｈ

ケ 敬愛学園 １２５２３Ｈ
敬愛大学八日市場 １２５０１Ｇ

コ 国府台女子学院高等部 １２５２１Ａ
シ 志学館高等部 １２５４７Ｅ
芝浦工業大学柏 １２５４５Ｊ
渋谷教育学園幕張 １２５４８Ｃ
秀明大学学校教師学部附属
秀明八千代 １２５５２Ａ
翔凛 １２５５６Ｄ
昭和学院 １２５０３Ｃ
昭和学院秀英 １２５４９Ａ

セ 聖徳大学附属女子 １２５５１Ｃ
西武台千葉 １２５５４Ｈ
専修大学松戸 １２５２４Ｆ

タ 拓殖大学紅陵 １２５３７Ｈ
チ 千葉英和 １２５１５Ｇ
千葉学芸 １２５２０Ｃ
千葉敬愛 １２５０４Ａ
千葉経済大学附属 １２５０５Ｋ
千葉県安房西 １２５０９Ｂ
千葉商科大学付属 １２５１９Ｋ
千葉聖心 １２５４３Ｂ
千葉日本大学第一 １２５３０Ａ
千葉萌陽 １２５１６Ｅ
千葉明徳 １２５１８Ａ
千葉黎明 １２５１１Ｄ
中央学院 １２５３２Ｇ
中央国際 １２５６４Ｅ

ト 東海大学付属市原望洋 １２５３４Ｃ
東海大学付属浦安 １２５３６Ｋ
東京学館 １２５４１Ｆ
東京学館浦安 １２５４６Ｇ
東京学館船橋 １２５５５Ｆ
東邦大学付属東邦 １２５２２Ｋ
東葉 １２５０７Ｆ

ナ 中山学園 １２５６２Ｊ
成田 １２５０２Ｅ

ニ 二松学舎大学附属柏 １２５３１Ｊ
日本体育大学柏 １２５２５Ｄ
日本大学習志野 １２５２８Ｊ

ヒ 日出学園 １２５１７Ｃ
フ 不二女子 １２５３８Ｆ
文理開成 １２５１０Ｆ

メ 明聖 １２５５８Ａ
モ 茂原北陵 １２５０８Ｄ
ヤ 八千代松陰 １２５３９Ｄ
ヨ 横芝敬愛 １２５３５Ａ
リ 流通経済大学付属柏 １２５５３Ｋ
レ 麗澤 １２５１３Ａ
ワ わせがく １２５６０Ｂ
和洋国府台女子 １２５１２Ｂ

中等教育学校
ト 時任学園 １２５５７Ｂ

上記以外の高等学校等 １２９９９Ｃ

【東京都】
国 立
高等学校
オ お茶の水女子大学附属 １３００４Ｅ
ツ 筑波大学附属 １３００３Ｇ
筑波大学附属駒場 １３００５Ｃ

ト 東京学芸大学附属 １３００６Ａ
東京芸術大学
音楽学部附属音楽 １３００１Ａ
東京工業大学附属
科学技術 １３００２Ｊ

中等教育学校
ト 東京学芸大学附属国際 １３００９Ｆ
東京大学教育学部附属 １３００７Ｋ

特別支援学校
ツ 筑波大学附属

大塚特別支援 １３０５２Ｅ
筑波大学附属
桐が丘特別支援 １３０５３Ｃ
筑波大学附属
視覚特別支援 １３０５１Ｇ

ト 東京学芸大学附属
特別支援 １３０５４Ａ

高等専門学校
ト 東京工業高専 １３０９１Ｆ
公 立
高等学校
ア 青井 １３２７８Ａ
青山 １３１０１Ｇ
赤羽商業 １３１０４Ａ
秋留台 １３２８４Ｆ
浅草 １３３３０Ｃ
飛鳥 １３３１１Ｇ
足立 １３１０６Ｈ
足立工業 １３１０７Ｆ
足立新田 １３２９３Ｅ
足立西 １３１０９Ｂ
足立東 １３１０８Ｄ
荒川工業 １３１１０Ｆ
荒川商業 １３１１１Ｄ

イ 井草 １３１１２Ｂ
板橋 １３１１４Ｊ
板橋有徳 １３３３９Ｇ
五日市 １３１１６Ｅ

ウ 上野 １３１１７Ｃ
エ 江戸川 １３１２０Ｃ
園芸 １３１２１Ａ

オ 王子総合 １３３５３Ｂ
青梅総合 １３３２７Ｃ
大泉 １３１２２Ｋ
大泉桜 １３３２４Ｊ
大江戸 １３３１８Ｄ
大崎 １３１２３Ｈ
大島 １３１２５Ｄ
大島海洋国際 １３３２８Ａ
大田桜台 １３３４６Ｋ
大森 １３１２８Ｊ
大山 １３１２９Ｇ
小笠原 １３１３０Ａ
小川 １３３００Ａ
荻窪 １３１３１Ｊ

カ 科学技術 １３３１４Ａ
葛西工業 １３１３４Ｃ
葛西南 １３１３３Ｅ
片倉 １３１３５Ａ
葛飾商業 １３１３６Ｋ
葛飾総合 １３３４０Ａ
葛飾野 １３１３７Ｈ
蒲田 １３２８５Ｄ

キ 北園 １３１４０Ｈ
北豊島工業 １３１４２Ｄ
清瀬 １３１４５Ｊ
桐ケ丘 １３３１２Ｅ

ク 国立 １３１４９Ａ
蔵前工業 １３１５０Ｅ
久留米西 １３１５２Ａ

コ 小岩 １３１５６Ｄ
工芸 １３１５９Ｊ
神津 １３１６３Ｇ
江東商業 １３１６１Ａ
江北 １３１６２Ｊ
小金井北 １３３３２Ｋ
小金井工業 １３１６４Ｅ
国際 １３３３３Ｈ
国分寺 １３１５７Ｂ
小平 １３１６５Ｃ
小平西 １３２８０Ｃ
小平南 １３３０４Ｄ
狛江 １３１６６Ａ
小松川 １３１６７Ｋ
駒場 １３１６８Ｈ
小山台 １３１５８Ａ

サ 鷺宮 １３１６９Ｆ
桜町 １３１７０Ｋ

シ 篠崎 １３２７９Ｋ
忍岡 １３１７３Ｄ
芝商業 １３１７４Ｂ
石神井 １３１７６Ｊ
上水 １３３２０Ｆ
城東 １３２８７Ａ
翔陽 １３３２５Ｇ
昭和 １３１７９Ｃ
新宿 １３１８０Ｇ
新宿山吹 １３３３４Ｆ
神代 １３１８１Ｅ

ス 杉並 １３１８２Ｃ
杉並工業 １３１８３Ａ
杉並総合 １３３１９Ｂ
砂川 １３２９５Ａ
墨田川 １３１８４Ｋ
墨田工業 １３１８５Ｈ

セ 世田谷泉 １３３１３Ｃ
世田谷総合 １３３４５Ａ

ソ 総合芸術 １３３４８Ｆ
総合工科 １３３２９Ｋ

タ 第一商業 １３１８７Ｄ
第五商業 １３１８８Ｂ
第三商業 １３１８９Ａ
第四商業 １３１９２Ａ
高島 １３１９３Ｊ
田柄 １３３０１Ｋ
竹台 １３１９４Ｇ
竹早 １３１９５Ｅ
立川 １３１９７Ａ
橘 １３３３７Ａ
田無 １３３０５Ｂ
田無工業 １３１９８Ｋ
多摩 １３１９９Ｈ
多摩科学技術 １３３５０Ｈ
多摩工業 １３２０１Ｃ

チ 千歳丘 １３２０３Ｋ
千早 １３３２１Ｄ
調布北 １３２０４Ｈ
調布南 １３２８１Ａ

ツ つばさ総合 １３３１５Ｋ
テ 田園調布 １３２０５Ｆ
ト 豊島 １３２０６Ｄ
戸山 １３２０７Ｂ
豊多摩 １３２０８Ａ

ナ 中野工業 １３２１０Ｂ
永山 １３２１１Ａ
成瀬 １３２８９Ｇ

ニ 新島 １３２１２Ｊ
西 １３２１３Ｇ
日本橋 １３２１４Ｅ

ネ 練馬 １３２１５Ｃ
練馬工業 １３２１６Ａ

ノ 農業 １３２１７Ｋ
農芸 １３２１８Ｈ
農産 １３２１９Ｆ
野津田 １３２２１Ｈ

ハ 拝島 １３２９０Ａ
白鴎 １３２２２Ｆ
八王子北 １３２８８Ｊ
八王子桑志 １３３４２Ｇ
八王子拓真 １３３４１Ｊ
八王子東 １３２２４Ｂ
八丈 １３２２５Ａ



羽村 １３２８３Ｈ
晴海総合 １３３１０Ｊ

ヒ 東 １３２２８Ｅ
東久留米総合 １３３４３Ｅ
東村山 １３２２９Ｃ
東村山西 １３３０７Ｊ
東大和 １３２３０Ｇ
東大和南 １３３０６Ａ
光丘 １３２３１Ｅ
一橋 １３２３２Ｃ
日野 １３２３３Ａ
日野台 １３３３１Ａ
日比谷 １３２３４Ｋ
広尾 １３２３５Ｈ

フ 深川 １３２３６Ｆ
深沢 １３２３８Ｂ
富士 １３２３９Ａ
富士森 １３２４０Ｄ
淵江 １３２４１Ｂ
府中 １３２４２Ａ
府中工業 １３２４３Ｊ
府中西 １３２４５Ｅ
府中東 １３２４４Ｇ
福生 １３２４６Ｃ
文京 １３２４７Ａ

ホ 保谷 １３２４８Ｋ
本所 １３２４９Ｈ
本所工業 １３２５０Ａ

マ 町田 １３２５１Ｋ
町田工業 １３２５２Ｈ
町田総合 １３３４９Ｄ
松が谷 １３３０２Ｈ
松原 １３２５３Ｆ

ミ 瑞穂農芸 １３２５４Ｄ
三田 １３２５５Ｂ
南葛飾 １３２６０Ｊ
南平 １３３０８Ｇ
稔ヶ丘 １３３３８Ｊ
美原 １３３２３Ａ
三宅 １３２６２Ｅ

ム 向丘 １３２６３Ｃ
武蔵（都立） １３２６６Ｈ
武蔵丘 １３２６７Ｆ
武蔵野北 １３２９６Ｋ
武蔵村山 １３２６８Ｄ

メ 目黒（都立） １３２７１Ｄ
モ 紅葉川 １３２７２Ｂ
ヤ 八潮 １３２７３Ａ
山崎 １３３０３Ｆ

ユ 雪谷 １３２７４Ｊ
リ 両国 １３２７７Ｃ
ロ 芦花 １３３１６Ｈ
六郷工科 １３３１７Ｆ
六本木 １３３２２Ｂ

ワ 若葉総合 １３３２６Ｅ
中等教育学校
オ 桜修館 １３３３６Ｂ
ク 九段 １３３４４Ｃ
コ 小石川 １３３３５Ｄ
タ 立川国際 １３３４７Ｈ
ミ 三鷹 １３３５２Ｄ
南多摩 １３３５１Ｆ

特別支援学校
ア あきる野学園 １３４４３Ａ
足立特別支援 １３４７２Ｅ

イ 板橋特別支援 １３４８７Ｃ
エ 永福学園 １３４４７Ｄ
オ 王子特別支援 １３４６４Ｄ
大泉特別支援 １３４７９Ｂ

カ 葛飾特別支援 １３４８０Ｆ
葛飾ろう １３４４４Ｋ

キ 北特別支援 １３４６０Ａ
清瀬特別支援 １３４７６Ｈ

コ 江東特別支援 １３４７４Ａ
光明学園 １３４３８Ｅ
小平特別支援 １３４５８Ｋ

シ しいの木特別支援 １３４７７Ｆ
鹿本学園 １３４３６Ｊ
志村学園 １３４３５Ａ
城南特別支援 １３４６１Ｋ
城北特別支援 １３４６２Ｈ
白鷺特別支援 １３４８３Ａ

ス 墨田特別支援 １３４７３Ｃ
セ 青鳥特別支援 １３４６３Ｆ
青峰学園 １３４４９Ａ

タ 立川ろう １３４５５Ｅ
田無特別支援 １３４８８Ａ
多摩桜の丘学園 １３４８２Ｂ

チ 中央ろう １３４４６Ｆ
テ 田園調布特別支援 １３４４５Ｈ
ナ 中野特別支援 １３４７５Ｋ
七生特別支援 １３４４１Ｅ

ネ 練馬特別支援 １３４３２Ｆ
ハ 八王子特別支援 １３４６６Ａ
八王子東特別支援 １３４７８Ｄ
八王子盲 １３４５２Ａ
羽村特別支援 １３４６７Ｊ

フ 府中けやきの森学園 １３４３３Ｄ
文京盲 １３４５１Ｂ

ホ 墨東特別支援 １３４８５Ｇ
マ 町田の丘学園 １３４６９Ｅ
ミ 水元小合学園 １３４３７Ｇ
港特別支援 １３４８４Ｊ
南大沢学園 １３４３１Ｈ

ム 武蔵台学園 １３４３４Ｂ
村山特別支援 １３４７０Ｊ

高等専門学校
サ 産業技術高専 １３４９３Ｈ
私 立
高等学校
ア 愛国 １３６０６Ｋ
青山学院高等部 １３５４８Ｊ
麻布 １３５２２Ｅ
足立学園 １３６０１Ｊ
跡見学園 １３５６２Ｄ
安部学院 １３５８５Ｃ

イ 郁文館 １３５６３Ｂ
郁文館グローバル １３５６４Ａ
岩倉 １３５８３Ｇ

ウ 上野学園 １３５８４Ｅ
エ 穎明館 １３７４６Ｅ
江戸川女子 １３６０７Ｈ
NHK学園 １３７２９Ｅ

オ 桜蔭 １３５６６Ｇ
桜美林 １３７１９Ｈ
鴎友学園女子 １３６３４Ｅ
大妻 １３５０１Ｂ
大妻多摩 １３７４７Ｃ
大妻中野 １３６６８Ｋ
大原学園 １３７５１Ａ
大森学園 １３６２７Ｂ
小野学園女子 １３６０９Ｄ

カ 海城 １３５４０Ｃ
開成 １３５９６Ｊ
開智日本橋学園 １３５２１Ｇ
かえつ有明 １３５０２Ａ
科学技術学園 １３６３５Ｃ
学習院高等科 １３５６０Ｈ
学習院女子高等科 １３５４１Ａ
蒲田女子 １３６２８Ａ
川村 １３６８４Ａ
神田女学園 １３５０３Ｊ

関東国際 １３５４９Ｇ
関東第一 １３６０８Ｆ

キ 北豊島 １３５９７Ｇ
吉祥女子 １３７３２Ｅ
共栄学園 １３６０４Ｃ
暁星 １３５０５Ｅ
共立女子 １３５０４Ｇ
共立女子第二 １３７０８Ｂ
錦城 １３７２０Ａ
錦城学園 １３５０６Ｃ

ク 国立音楽大学附属 １３７２７Ｊ
国本女子 １３６３６Ａ

ケ 慶應義塾女子 １３５２３Ｃ
京華 １３５６７Ｅ
京華商業 １３５６８Ｃ
京華女子 １３５６９Ａ
恵泉女学園 １３６３７Ｋ
京北学園白山 １３５７１Ｃ
啓明学園 １３７１８Ｋ

コ 光塩女子学院高等科 １３６７３Ｆ
晃華学園 １３５５８Ｆ
工学院大学附属 １３７０９Ａ
攻玉社 １３６１０Ｈ
麹町学園女子 １３５０７Ａ
佼成学園 １３６７４Ｄ
佼成学園女子 １３６３８Ｈ
香蘭女学校高等科 １３６１１Ｆ
國學院 １３５５０Ａ
國學院大學久我山 １３６７５Ｂ
国際基督教大学 １３７４１Ｄ
国士舘 １３６３９Ｆ
駒込 １３５７２Ａ
駒沢学園女子 １３６４０Ｋ
駒澤大学 １３６４１Ｈ
駒場学園 １３６４２Ｆ
駒場東邦 １３６４３Ｄ

サ 桜丘 １３５８６Ａ
シ 実践学園 １３６６５Ｅ
実践女子学園 １３５５１Ｊ
品川エトワール女子 １３６１６Ｇ
品川女子学院高等部 １３６１２Ｄ
芝 １３５２４Ａ
芝浦工業大学附属 １３６８５Ｋ
渋谷教育学園渋谷 １３５５２Ｇ
下北沢成徳 １３６４７Ｇ
自由ケ丘学園 １３６１９Ａ
自由学園高等科 １３７０６Ｆ
修徳 １３６０５Ａ
十文字 １３６８６Ｈ
淑徳 １３６９７Ｃ
淑徳 SC高等部 １３５７３Ｋ
淑徳巣鴨 １３６９１Ｄ
順天 １３５８７Ｋ
潤徳女子 １３６０２Ｇ
松蔭 １３６４４Ｂ
頌栄女子学院 １３５２７Ｆ
城西大学附属城西 １３６８７Ｆ
聖徳学園 １３７３１Ｇ
城北（私立） １３６９８Ａ
昭和女子大学附属昭和 １３６４５Ａ
昭和第一 １３５７４Ｈ
昭和第一学園 １３７１５Ｅ
昭和鉄道 １３６８８Ｄ
女子学院 １３５０８Ｋ
女子聖学院 １３５８８Ｈ
女子美術大学付属 １３６７７Ｊ
白梅学園 １３７２１Ｋ
白百合学園 １３５０９Ｈ

ス 巣鴨 １３６８９Ｂ
巣鴨商業 １３６９０Ｆ
杉並学院 １３６７２Ｈ
駿台学園 １３５８９Ｆ

セ 聖学院 １３５９０Ｋ
成蹊 １３７３３Ｃ
成女 １３５４２Ｋ
成城 １３５４３Ｈ
成城学園 １３６４６Ｊ
聖心女子学院高等科 １３５２８Ｄ
正則 １３５２９Ｂ
正則学園 １３５１０Ａ
聖ドミニコ学園 １３６４８Ｅ
聖パウロ学園 １３７１０Ｄ
星美学園 １３５９１Ｈ
成立学園 １３５９２Ｆ
青稜 １３６１３Ｂ
世田谷学園 １３６４９Ｃ
専修大学附属 １３６７８Ｇ

ソ 創価 １３７２２Ｈ
タ 大成 １３７３６Ｈ
大東学園 １３６５０Ｇ
大東文化大学第一 １３６９９Ｋ
高田 １３７４２Ｂ
高輪 １３５３０Ｆ
瀧野川女子学園 １３５９３Ｄ
拓殖大学第一 １３７２３Ｆ
立川女子 １３７１６Ｃ
玉川学園高等部 １３６６２Ａ
玉川聖学院高等部 １３６５１Ｅ
多摩大学附属聖ケ丘 １３７４８Ａ
多摩大学目黒 １３６２５Ｆ

チ 中央学院大学中央 １３５２０Ｊ
中央大学（文京区） １３５１１Ｋ
中央大学杉並 １３６７９Ｅ
中央大学附属（小金井市） １３７３８Ｄ

ツ 鶴川 １３６６３Ｊ
テ 帝京 １３７００Ｇ
帝京大学 １３７１１Ｂ
帝京八王子 １３５５３Ｅ
貞静学園 １３５７５Ｆ
田園調布学園高等部 １３６３２Ｊ
田園調布雙葉 １３６５２Ｃ

ト 東亜学園 １３６６６Ｃ
東海大学菅生 １３７４４Ｊ
東海大学付属高輪台 １３５３３Ａ
東海大学付属望星 １３５５５Ａ
東京 １３６２９Ｊ
東京音楽大学付属 １３６９２Ｂ
東京家政学院 １３５１３Ｆ
東京家政大学附属女子 １３７０１Ｅ
東京実業 １３６３０Ｂ
東京純心女子 １３７１２Ａ
東京女学館 １３５５６Ｋ
東京女子学院 １３７０３Ａ
東京女子学園 １３５３４Ｊ
東京成徳大学 １３５９４Ｂ
東京電機大学 １３５７６Ｄ
東京都市大学等々力 １３６５４Ｋ
東京都市大学付属 １３６５８Ｂ
東京農業大学第一 １３６５３Ａ
東京立正 １３６８０Ｊ
東星学園 １３７０７Ｄ
桐朋 １３７２８Ｇ
東邦音楽大学附属東邦 １３５７７Ｂ
桐朋女子 １３５５９Ｄ
東洋 １３５１４Ｄ
東洋英和女学院高等部 １３５３５Ｇ
東洋女子 １３５７８Ａ
東洋大学京北 １３５７０Ｅ
トキワ松学園 １３６２２Ａ
豊島岡女子学園 １３６９３Ａ
豊島学院 １３６９４Ｊ
獨協 １３５７９Ｊ
ドルトン東京学園高等部 １３６２１Ｃ

ナ 中村 １３６００Ａ
ニ 二松學舎大学附属 １３５１５Ｂ
日本工業大学駒場 １３６６０Ｄ
新渡戸文化 １３６６７Ａ
日本音楽 １３６１５Ｊ
日本学園 １３６５６Ｆ
日本女子体育大学
附属二階堂 １３６５５Ｈ
日本体育大学荏原 １３６３１Ａ
日本体育大学桜華 １３７２４Ｄ
日本大学櫻丘 １３６５７Ｄ
日本大学第一 １３５９８Ｅ
日本大学第三 １３６６４Ｇ
日本大学第二 １３６８１Ｇ
日本大学鶴ケ丘 １３６８２Ｅ
日本大学豊山 １３５８０Ｂ
日本大学豊山女子 １３７０２Ｃ

ハ 八王子学園八王子 １３７１３Ｊ
八王子実践 １３７１４Ｇ

ヒ 広尾学園 １３５２６Ｈ
フ 富士見 １３７０４Ｋ
富士見丘 １３５５７Ｈ
藤村女子 １３７３４Ａ
雙葉 １３５１６Ａ
普連土学園 １３５３６Ｅ
文化学園大学杉並 １３６７６Ａ
文華女子 １３７４０Ｆ
文京学院大学女子 １３５８１Ａ
文教大学付属 １３６１８Ｃ

ホ 法政大学 １３７３５Ｋ
宝仙学園 １３６６９Ｈ
豊南 １３６９５Ｇ
朋優学院 １３６１４Ａ
保善 １３５４４Ｆ
堀越 １３６７０Ａ
本郷 １３６９６Ｅ

ミ 三田国際学園 １３５３２Ｂ
明星学園 １３７３７Ｆ
三輪田学園 １３５１７Ｊ

ム 武蔵（私立） １３７０５Ｈ
武蔵野 １３５９５Ａ
武蔵野大学 １３７３９Ｂ
武蔵野大学附属
千代田高等学院 １３５１２Ｈ
村田女子 １３５８２Ｊ

メ 明治学院 １３５３７Ｃ
明治学院東村山 １３７２５Ｂ
明治大学付属中野 １３６７１Ｋ
明治大学付属中野八王子 １３７４５Ｇ
明治大学付属明治 １３５１８Ｇ
明星 １３７１７Ａ
明法 １３７２６Ａ
目黒学院 １３６２４Ｈ
目黒星美学園 １３６５９Ａ
目黒日本大学 １３６２３Ｋ
目白研心 １３５４５Ｄ

ヤ 八雲学園 １３６２６Ｄ
安田学園 １３５９９Ｃ
山脇学園 １３５３９Ｋ

リ 立教池袋 １３７５０Ｃ
立教女学院 １３６８３Ｃ
立志舎 １３７４９Ｋ
立正大学付属立正 １３６１７Ｅ

ワ 和光 １３６６１Ｂ
早稲田 １３５４６Ｂ
早稲田大学系属早稲
田実業学校高等部 １３５４７Ａ
早稲田大学高等学院 １３５６１Ｆ
和洋九段女子 １３５１９Ｅ

特別支援学校
ア 旭出学園高等部 １３９５１Ｄ
高等専門学校
サ サレジオ工業高専 １３９９１Ｃ

上記以外の高等学校等 １３９９９Ｊ

【神奈川県】
国 立
特別支援学校
ヨ 横浜国立大学教育学部附属
特別支援 １４０５１Ｂ

公 立
高等学校
ア 愛川 １４２６３Ｊ
相原 １４１６６Ｇ
麻生 １４２６８Ｋ
麻生総合 １４２９５Ｇ
旭 １４１１５Ｂ
麻溝台 １４１７１Ｃ
足柄 １４１９８Ｅ
厚木 １４１７７Ｂ
厚木北 １４２２６Ｄ
厚木商業 １４１７９Ｊ
厚木清南 １４３０１Ｅ
厚木西 １４２７１Ｋ
厚木東 １４１７８Ａ
綾瀬 １４２０１Ｊ
綾瀬西 １４２６２Ａ
有馬 １４２６１Ｂ

イ 生田 １４１３６Ｅ
生田東 １４１９５Ａ
伊志田 １４１８０Ｂ
伊勢原 １４１８２Ｊ
磯子 １４１９４Ｂ
磯子工業 １４１１６Ａ
市ケ尾 １４１２１Ｇ

エ 荏田 １４２２７Ｂ
海老名 １４２３４Ｅ

オ 大井 １４２６０Ｄ
大磯 １４１８５Ｃ
大楠 １４２４１Ｈ
大船 １４２５８Ｂ
小田原 １４１５７Ｈ
小田原城北工業 １４１６１Ｆ
小田原東 １４３０７Ｄ
追浜 １４１４２Ｋ

カ 海洋科学 １４３０５Ｈ
金井 １４１２６Ｈ
神奈川工業 １４１０２Ａ
神奈川総合 １４２８４Ａ
神奈川総合産業 １４３００Ｇ
金沢 １４２０５Ａ
金沢総合 １４２９８Ａ
鎌倉 １４１５０Ａ
釜利谷 １４２６７Ａ
上鶴間 １４１９９Ｃ
上溝 １４１６７Ｅ
上溝南 １４１７２Ａ
上矢部 １４２５２Ｃ
川崎（市立） １４２０８Ｆ
川崎（県立） １４１２９Ｂ
川崎北 １４１３２Ｂ
川崎工科 １４３１６Ｃ
川崎総合科学 １４２１７Ｅ
川和 １４１２０Ｊ

キ 岸根 １４２５０Ｇ
希望ケ丘 １４１１３Ｆ
霧が丘 １４１２２Ｅ

コ 港北 １４１１９Ｅ
光陵 １４１１１Ｋ

サ 幸 １４２１６Ｇ

相模向陽館 １４３１９Ｈ
相模田名 １４２８３Ｃ
相模原（県立） １４１６９Ａ
相模原青陵 １４３１８Ｋ
相模原総合 １４２９１Ｄ
桜丘 １４２０４Ｃ
座間 １４１８４Ｅ
座間総合 １４３１２Ａ
寒川 １４２２３Ｋ

シ 七里ガ浜 １４１５２Ｇ
商工 １４１１２Ｈ
湘南 １４１５３Ｅ
湘南台 １４２７２Ｈ
松陽 １４１２５Ｋ
城郷 １４２７９Ｅ
城山 １４１８８Ｈ
新栄 １４２５１Ｅ
新城 １４１３１Ｄ

ス 菅 １４２５６Ｆ
逗子 １４１６５Ｊ
住吉 １４２４０Ｋ
逗葉 １４２２２Ａ

セ 西湘 １４１６０Ｈ
瀬谷 １４１２７Ｆ
瀬谷西 １４２２０Ｅ

タ 大師 １４２５５Ｈ
高津 １４２０９Ｄ
高浜 １４１４７Ａ
橘 １４２１０Ｈ
田奈 １４２１９Ａ
多摩 １４１３４Ｊ

チ 茅ケ崎 １４１６２Ｄ
茅ケ崎西浜 １４２４２Ｆ
茅ケ崎北陵 １４１６３Ｂ
中央農業 １４１８３Ｇ

ツ 津久井 １４１８９Ｆ
津久井浜 １４１７４Ｈ
鶴見 １４１０１Ｂ
鶴見総合 １４２９７Ｃ
鶴嶺 １４１６４Ａ

ト 戸塚 １４２０６Ｋ
ナ 永谷 １４２７６Ａ
ニ 新羽 １４１９１Ｈ
二宮 １４２２４Ｈ

ハ 白山 １４１２３Ｃ
柏陽 １４１２４Ａ
橋本 １４２２５Ｆ
秦野 １４１７５Ｆ
秦野総合 １４３０９Ａ
秦野曽屋 １４２８１Ｇ

ヒ 東 １４２０７Ｈ
氷取沢 １４２５４Ｋ
平塚工科 １４２８９Ｂ
平塚江南 １４１４３Ｈ
平塚商業 １４１４８Ｊ
平塚湘風 １４３１１Ｂ
平塚農業 １４１４５Ｄ

フ 深沢 １４２７７Ｊ
藤沢工科 １４２９０Ｆ
藤沢清流 １４３１７Ａ
藤沢総合 １４２９６Ｅ
藤沢西 １４１５５Ａ
二俣川看護福祉 １４１１４Ｄ

ホ 保土ケ谷 １４２２８Ａ
マ 舞岡 １４１２８Ｄ
ミ 三浦初声 １４２９９Ｋ
みなと総合 １４２８５Ｋ
南 １４２０２Ｇ

ム 向の岡工業 １４１３５Ｇ
モ 元石川 １４２６６Ｃ
ヤ 弥栄 １４３０８Ｂ
山北 １４１８６Ａ
大和 １４１８１Ａ
大和西 １４２７８Ｇ
大和東 １４２４７Ｇ
大和南 １４２００Ａ

ユ 百合丘 １４１３７Ｃ
ヨ 横須賀（県立） １４１３８Ａ
横須賀大津 １４１３９Ｋ
横須賀工業 １４１４０Ｃ
横須賀総合 １４２９２Ｂ
横須賀明光 １４３０６Ｆ
横浜桜陽 １４２８８Ｄ
横浜旭陵 １４２９４Ｊ
横浜国際 １４３０２Ｃ
横浜サイエンス
フロンティア １４３１５Ｅ
横浜栄 １４３１０Ｄ
横浜修悠館 １４３０４Ｋ
横浜商業 １４２１２Ｄ
横浜翠嵐 １４１０３Ｊ
横浜清陵 １４２９３Ａ
横浜総合 １４２８６Ｈ
横浜立野 １４１０６Ｃ
横浜南陵 １４２８７Ｆ
横浜平沼 １４１０４Ｇ
横浜緑ケ丘 １４１０５Ｅ
横浜明朋 １４３２１Ｋ
横浜緑園 １４３０３Ａ
吉田島 １４３２０Ａ

中等教育学校
サ 相模原 １４３１４Ｇ
ヒ 平塚 １４３１３Ｊ
特別支援学校
ア 麻生養護 １４４４６Ａ
イ 伊勢原養護 １４４７３Ｊ
岩戸養護 １４４３１Ｃ

エ えびな支援 １４４３７Ｂ
オ 小田原養護 １４４７４Ｇ
カ 金沢養護 １４４４８Ｈ
鎌倉養護 １４４６７Ｄ
上菅田特別支援 １４４６９Ａ
川崎市立ろう １４４７０Ｄ

コ 港南台ひの特別支援 １４４６８Ｂ
サ 相模原中央支援 １４４３６Ｄ
相模原養護 １４４６０Ｇ
左近山特別支援 １４４３８Ａ
座間養護 １４４５９Ｃ

シ 湘南養護 １４４６４Ｋ
セ 瀬谷養護 １４４５３Ｄ
タ 高津養護 １４４６２Ｃ
武山養護 １４４５７Ｇ
田島支援 １４４７８Ｋ

チ 茅ケ崎養護 １４４４２Ｊ
中央支援 １４４７７Ａ

ツ 津久井養護 １４４４５Ｃ
鶴見養護 １４４６１Ｅ

ナ 中原養護 １４４５６Ｊ
中村特別支援 １４４３２Ａ

ハ 秦野養護 １４４４３Ｇ
ヒ 東俣野特別支援 １４４３４Ｈ
日野中央高等特別支援 １４４７６Ｃ
平塚盲 １４４５１Ｈ
平塚養護 １４４５８Ｅ
平塚ろう １４４５２Ｆ

フ 藤沢市立白浜養護 １４４４１Ａ
藤沢養護 １４４６３Ａ
二つ橋高等特別支援 １４４４７Ｋ

ホ 保土ケ谷養護 １４４５５Ａ
本郷特別支援 １４４７５Ｅ

ミ 三ツ境養護 １４４５４Ｂ
みどり養護 １４４７２Ａ

モ 盲特別支援 １４４６５Ｈ

ヨ 横須賀市立ろう １４４７１Ｂ
横浜ひなたやま支援 １４４５０Ｋ
横浜南養護 １４４４４Ｅ

ロ ろう特別支援 １４４６６Ｆ
ワ 若葉台特別支援 １４４３５Ｆ
私 立
高等学校
ア 青山学院横浜英和 １４５０８Ｅ
浅野 １４５１１Ｅ
旭丘 １４５５９Ｋ
麻布大学附属 １４５６６Ｂ
厚木中央 １４５８０Ｈ
アレセイア湘南 １４５６０Ｃ

エ 栄光学園 １４５４３Ｃ
オ 大西学園 １４５３６Ａ
カ 鹿島山北 １４５８８Ｃ
柏木学園 １４５７９Ｄ
神奈川学園 １４５１２Ｃ
神奈川大学附属 １４５７１Ｊ
鎌倉学園 １４５４４Ａ
鎌倉女学院 １４５４５Ｋ
鎌倉女子大学高等部 １４５４７Ｆ
カリタス女子 １４５３７Ｊ
関東学院 １４５０７Ｇ
関東学院六浦 １４５２８Ｋ
函嶺白百合学園 １４５６９Ｇ

キ 北鎌倉女子学園 １４５４６Ｈ
ク 鵠沼 １４５４９Ｂ
公文国際学園高等部 １４５７８Ｆ

ケ 慶應義塾 １４５２３Ｊ
慶應義塾湘南藤沢高等部 １４５７７Ｈ

コ 向上 １４５５７Ｃ
サ 相模女子大学高等部 １４５６４Ｆ
相模原（私立） １４５６３Ｈ
サレジオ学院 １４５３８Ｇ

シ 秀英 １４５７５Ａ
シュタイナー学園高等部 １４５８６Ｇ
湘南学院 １４５３２Ｈ
湘南学園 １４５５１Ｄ
湘南工科大学附属 １４５５０Ｆ
湘南白百合学園 １４５５２Ｂ

ス 逗子開成 １４５６２Ｋ
セ 聖光学院 １４５０６Ｊ
星槎 １４５８４Ａ
清心女子 １４５７０Ａ
聖セシリア女子 １４５６７Ａ
清泉女学院 １４５４８Ｄ
聖ヨゼフ学園 １４５１８Ｂ
聖和学院 １４５６１Ａ
洗足学園 １４５３９Ｅ

ソ 捜真女学校高等学部 １４５１４Ｋ
相洋 １４５５８Ａ

タ 高木学園女子 １４５２２Ａ
橘学苑 １４５１６Ｆ
立花学園 １４５６８Ｊ

チ 中央大学附属横浜 １４５０５Ａ
ツ 鶴見大学附属 １４５１７Ｄ
ト 桐蔭学園 １４５２４Ｇ
東海大学付属相模 １４５６５Ｄ
桐光学園 １４５７３Ｅ
藤嶺学園藤沢 １４５５４Ｊ

ニ 日本女子大学附属 １４５４１Ｇ
日本大学 １４５２５Ｅ
日本大学藤沢 １４５５３Ａ

ハ 白鵬女子 １４５１５Ｈ
ヒ 平塚学園 １４５４２Ｅ
フ フェリス女学院 １４５０１Ｈ
藤沢翔陵 １４５５５Ｇ
武相 １４５２６Ｃ

ホ 法政大学国際 １４５１９Ａ
法政大学第二 １４５４０Ｊ

ミ 三浦学苑 １４５３３Ｆ
聖園女学院 １４５５６Ｅ
緑ケ丘女子 １４５３４Ｄ

モ 森村学園高等部 １４５７４Ｃ
ヤ 山手学院 １４５３１Ｋ
ヨ 横須賀学院 １４５３５Ｂ
横浜 １４５３０Ａ
横浜学園 １４５２７Ａ
横浜共立学園 １４５０３Ｄ
横浜商科大学 １４５２０Ｄ
横浜女学院 １４５０４Ｂ
横浜翠陵 １４５７６Ｋ
横浜清風 １４５１０Ｇ
横浜創英 １４５１３Ａ
横浜創学館 １４５２９Ｈ
横浜隼人 １４５７２Ｇ
横浜富士見丘学園 １４５８７Ｅ
横浜雙葉 １４５０２Ｆ

中等教育学校
シ 自修館 １４５８２Ｄ
ト 桐蔭学園 １４５８１Ｆ
ヨ 横浜富士見丘学園 １４５８５Ｊ
特別支援学校
ヒ 聖坂養護学校高等部 １４９５２Ｈ
ヨ 横浜訓盲学院高等部 １４９５１Ｋ

上記以外の高等学校等 １４９９９Ｄ

【新潟県】
国 立
特別支援学校
ニ 新潟大学教育学部
附属特別支援 １５０５１Ｈ

高等専門学校
ナ 長岡工業高専 １５０９１Ｇ
公 立
高等学校
ア 阿賀野 １５２１３Ｈ
阿賀黎明 １５１３４Ｄ
新井 １５１７４Ｃ
荒川 １５２０６Ｅ

イ 出雲崎 １５１６７Ａ
糸魚川 １５１８１Ｆ
糸魚川白嶺 １５１８２Ｄ

オ 小千谷 １５１５１Ｄ
小千谷西 １５１５２Ｂ

カ 海洋 １５１８３Ｂ
柏崎 １５１６２Ｋ
柏崎工業 １５１６５Ｄ
柏崎総合 １５１６４Ｆ
柏崎常盤 １５１６３Ｈ
加茂 １５１４９Ｂ
加茂農林 １５１５０Ｆ

ク 久比岐 １５２１７Ａ
コ 小出 １５１５４Ｊ
国際情報 １５２０９Ｋ
五泉 １５１３２Ｈ

サ 佐渡 １５１８４Ａ
佐渡総合 １５１８９Ａ
三条 １５１４４Ａ
三条商業 １５１４７Ｆ
三条東 １５１４５Ｋ

シ 塩沢商工 １５１５７Ｃ
新発田 １５１１８Ｂ
新発田商業 １５２０５Ｇ
新発田農業 １５１２０Ｄ
新発田南 １５２０４Ｊ
上越総合技術 １５１７２Ｇ
正徳館 １５２１４Ｆ



白根 １５１３１Ｋ
タ 高田 １５１６８Ｊ
高田北城 １５１６９Ｇ
高田商業 １５１７３Ｅ
高田農業 １５１７１Ｊ
高田南城 １５１７０Ａ

ト 十日町 １５１５８Ａ
十日町総合 １５１５９Ｋ
栃尾 １５１４３Ｃ
豊栄 １５１２８Ｋ

ナ 長岡 １５１３５Ｂ
長岡大手 １５１３６Ａ
長岡工業 １５１３９Ｅ
長岡向陵 １５２０７Ｃ
長岡商業 １５１４０Ｊ
長岡農業 １５１３８Ｇ
長岡明徳 １５１３７Ｊ
中条 １５１２６Ｃ

ニ 新潟 １５１０１Ｈ
新潟北 １５２０２Ｂ
新潟県央工業 １５１４６Ｈ
新潟工業 １５１０７Ｇ
新潟江南 １５１０４Ｂ
新潟向陽 １５１１０Ｇ
新潟商業 １５１０９Ｃ
新潟翠江 １５２１２Ｋ
新潟中央 １５１０２Ｆ
新潟西 １５１０５Ａ
新潟東 １５１９８Ａ
新潟南 １５１０３Ｄ
新津 １５１２９Ｈ
新津工業 １５１３０Ａ
新津南 １５１９９Ｊ
西新発田 １５１１９Ａ

ハ 八海 １５１５６Ｅ
羽茂 １５１８５Ｊ
万代 １５１９３Ｋ

フ 分水 １５２０３Ａ
ホ 堀之内 １５１５３Ａ
マ 巻 １５１１２Ｃ
巻総合 １５１１３Ａ
松代 １５１６１Ａ

ミ 見附 １５１４１Ｇ
ム 六日町 １５１５５Ｇ
村上 １５１２２Ａ
村上桜ケ丘 １５１２３Ｊ
村松 １５１３３Ｆ

メ 明鏡 １５２０１Ｄ
ユ 有恒 １５１７８Ｆ
ヨ 吉田 １５１１７Ｄ
中等教育学校
カ 柏崎翔洋 １５２１１Ａ
コ 高志 １５２２０Ａ
サ 佐渡 １５２１９Ｇ
ツ 津南 １５２１６Ｂ
燕 １５２１５Ｄ

ナ 直江津 １５２１８Ｊ
ム 村上 １５２１０Ｃ
特別支援学校
カ 柏崎特別支援 １５４５６Ｄ
川西高等特別支援 １５４３７Ｈ

コ 小出特別支援 １５４４１Ｆ
江南高等特別支援 １５４６２Ｊ
五泉特別支援 １５４３１Ｊ
駒林特別支援 １５４３６Ｋ

サ 佐渡特別支援 １５４４２Ｄ
シ 新発田竹俣特別支援 １５４３８Ｆ
上越特別支援 １５４５９Ｊ

タ 高田特別支援 １５４５８Ａ
ツ 月ケ岡特別支援 １５４６０Ｂ
ナ 長岡ろう １５４５４Ｈ
ニ 新潟盲 １５４５１Ｃ
新潟ろう １５４５３Ｋ
西蒲高等特別支援 １５４３４Ｃ

ハ はまぐみ特別支援 １５４３３Ｅ
はまなす特別支援 １５４３２Ｇ

ヒ 東新潟特別支援 １５４５５Ｆ
ム 村上特別支援 １５４６１Ａ
ヨ 吉川高等特別支援 １５４３５Ａ
吉田特別支援 １５４５７Ｂ

私 立
高等学校
カ 開志学園 １５５１７Ｋ
開志国際 １５５２０Ｋ
加茂暁星 １５５０８Ａ

ケ 敬和学園 １５５１２Ｊ
シ 新発田中央 １５５０９Ｊ
上越 １５５０７Ｂ

セ 関根学園 １５５１３Ｇ
ソ 創進 １５５１８Ｈ
チ 中越 １５５０４Ｈ
テ 帝京長岡 １５５０５Ｆ
ト 東京学館新潟 １５５１５Ｃ
ナ 長岡英智 １５５１９Ｆ
ニ 新潟産業大学附属 １５５１０Ｂ
新潟清心女子 １５５１１Ａ
新潟青陵 １５５０２Ａ
新潟第一 １５５１４Ｅ
新潟明訓 １５５０１Ｃ
日本文理 １５５１６Ａ

ホ 北越 １５５０３Ｋ

上記以外の高等学校等 １５９９９Ｋ

【富山県】
国 立
特別支援学校
ト 富山大学人間発達
科学部附属特別支援 １６０５１Ｃ

高等専門学校
ト 富山高専 １６０９３Ｊ
公 立
高等学校
イ 石動 １６１４３Ｊ
ウ 魚津 １６１０４Ｈ
魚津工業 １６１０５Ｆ

オ 雄山 １６１１０Ｂ
カ 上市 １６１０９Ｊ
ク 呉羽 １６１４５Ｅ
コ 小杉 １６１２４Ｂ
サ 桜井 １６１０３Ｋ
シ 志貴野 １６１３５Ｈ
新湊 １６１３１Ｅ

タ 大門 １６１４７Ａ
高岡 １６１２５Ａ
高岡工芸 １６１２６Ｊ
高岡商業 １６１２９Ｃ
高岡西 １６１２８Ｅ
高岡南 １６１３４Ｋ

チ 中央農業 １６１２３Ｄ
ト 砺波 １６１３６Ｆ
砺波工業 １６１３７Ｄ
となみ野 １６１４９Ｈ
泊 １６１０１Ｃ
富山 １６１１４Ｅ
富山いずみ １６１１５Ｃ
富山工業 １６１１８Ｈ
富山商業 １６１１７Ｋ
富山中部 １６１１６Ａ
富山西 １６１２０Ｋ

富山東 １６１１２Ｊ
富山北部 １６１１１Ａ
富山南 １６１１３Ｇ

ナ 滑川 １６１０７Ｂ
南砺福野 １６１５０Ａ
南砺福光 １６１５１Ｋ

ニ 新川みどり野 １６１４８Ｋ
入善 １６１０２Ａ

ヒ 氷見 １６１３２Ｃ
フ 福岡 １６１４６Ｃ
伏木 １６１３０Ｇ

ミ 水橋 １６１３９Ａ
ヤ 八尾 １６１２１Ｈ
ユ 雄峰 １６１２２Ｆ
特別支援学校
コ 高志支援 １６４５７Ｈ
シ しらとり支援 １６４５８Ｆ
タ 高岡高等支援 １６４６２Ｄ
高岡支援 １６４５６Ｋ
高岡聴覚総合支援 １６４５３Ｅ

ト となみ総合支援 １６４５９Ｄ
富山高等支援 １６４６１Ｆ
富山視覚総合支援 １６４５１Ｊ
富山総合支援 １６４５４Ｃ
富山聴覚総合支援 １６４５２Ｇ

ニ にいかわ総合支援 １６４６０Ｈ
フ ふるさと支援 １６４５５Ａ
私 立
高等学校
カ 片山学園 １６５１０Ｈ
コ 高朋 １６５０３Ｅ
タ 高岡向陵 １６５０８Ｆ
高岡第一 １６５０６Ｋ
高岡龍谷 １６５０７Ｈ

ト 富山国際大学付属 １６５０５Ａ
富山第一 １６５０４Ｃ

ニ 新川 １６５０９Ｄ
フ 不二越工業 １６５０１Ｊ
リ 龍谷富山 １６５０２Ｇ

上記以外の高等学校等 １６９９９Ｅ

【石川県】
国 立
高等学校
カ 金沢大学附属 １７００１Ｂ
特別支援学校
カ 金沢大学附属特別支援 １７０５１Ｊ
高等専門学校
イ 石川工業高専 １７０９１Ｈ
公 立
高等学校
ア 穴水 １７１４０Ｋ
イ 飯田 １７１４９Ｃ
ウ 羽松 １７１２８Ａ
内灘 １７１５５Ｈ

カ 加賀 １７１０４Ｃ
加賀聖城 １７１０３Ｅ
金沢泉丘 １７１１４Ａ
金沢向陽 １７１２３Ｋ
金沢桜丘 １７１２０Ｅ
金沢商業 １７１１８Ｃ
金沢市立工業 １７１５０Ｇ
金沢辰巳丘 １７１５４Ｋ
金沢中央 １７１１６Ｇ
金沢西 １７１２１Ｃ
金沢錦丘 １７１１３Ｂ
金沢二水 １７１１５Ｊ
金沢伏見 １７１１７Ｅ
金沢北陵 １７１２２Ａ

コ 工業（県立） １７１１９Ａ
小松 １７１０７Ｈ
小松北 １７１０８Ｆ
小松工業 １７１０６Ｋ
小松商業 １７１０５Ａ
小松市立 １７１５１Ｅ
小松明峰 １７１５２Ｃ

シ 志賀 １７１５９Ａ
ス 翠星 １７１１２Ｄ
タ 大聖寺 １７１０２Ｇ
大聖寺実業 １７１０１Ｊ
田鶴浜 １７１３８Ｈ

ツ 津幡 １７１２４Ｈ
鶴来 １７１１０Ｈ

テ 寺井 １７１０９Ｄ
ナ 七尾 １７１３６Ａ
七尾東雲 １７１５８Ｂ
七尾城北 １７１３７Ｋ

ノ 能登 １７１６０Ｄ
野々市明倫 １７１５３Ａ

ハ 羽咋 １７１２７Ｂ
羽咋工業 １７１２９Ｊ

ホ 宝達 １７１２６Ｄ
マ 松任 １７１１１Ｆ
モ 門前 １７１４１Ｈ
ロ 鹿西 １７１３２Ｊ
ワ 輪島 １７１４５Ａ
特別支援学校
イ 医王特別支援 １７４５７Ｃ
いしかわ特別支援 １７４４１Ｇ

キ 錦城特別支援 １７４５９Ｋ
コ 小松瀬領特別支援 １７４５５Ｇ
小松特別支援 １７４５６Ｅ

ナ 七尾特別支援 １７４５８Ａ
メ 明和特別支援 １７４３１Ｋ
モ 盲 １７４５１Ｄ
ロ ろう １７４５２Ｂ
私 立
高等学校
ア アットマーク国際 １７５１１Ａ
オ 鵬学園 １７５０８Ａ
カ 金沢 １７５０３Ａ
金沢学院 １７５０６Ｅ
金沢龍谷 １７５０４Ｊ

コ 小松大谷 １７５０７Ｃ
セ 星稜 １７５０５Ｇ
ニ 日本航空高等学校石川 １７５１０Ｃ
ホ 北陸学院 １７５０１Ｄ
ユ 遊学館 １７５０２Ｂ
高等専門学校
コ 国際高専 １７９９１Ｅ

上記以外の高等学校等 １７９９９Ａ

【福井県】
国 立
特別支援学校
フ 福井大学教育学部
附属特別支援 １８０５１Ｄ

高等専門学校
フ 福井工業高専 １８０９１Ｃ
公 立
高等学校
ア 足羽 １８１０４Ｊ
ウ 羽水 １８１０３Ａ
オ 大野 １８１１２Ｋ
奥越明成 １８１３１Ｆ

カ 科学技術 １８１０７Ｃ
勝山 １８１１４Ｆ
金津 １８１２９Ｄ

コ 高志 １８１０２Ｂ
サ 坂井 １８１３２Ｄ
鯖江 １８１１６Ｂ

タ 武生 １８１１８Ｊ
武生工業 １８１２０Ａ
武生商業 １８１１９Ｇ
武生東 １８１３０Ｈ
丹南 １８１２８Ｆ

ツ 敦賀 １８１２１Ｊ
敦賀工業 １８１２２Ｇ

ニ 丹生 １８１１７Ａ
フ 福井商業 １８１０５Ｇ
福井農林 １８１０６Ｅ
藤島 １８１０１Ｄ

マ 丸岡 １８１２７Ｈ
ミ 美方 １８１２３Ｅ
三国 １８１０９Ｋ
道守 １８１０８Ａ

ワ 若狭 １８１２４Ｃ
若狭東 １８１２６Ｋ

特別支援学校
オ 奥越特別支援 １８４５８Ｇ
ナ 南越特別支援 １８４４３Ｊ
フ 福井特別支援 １８４５３Ｆ
福井東特別支援 １８４４２Ａ
福井南特別支援 １８４５７Ｊ

モ 盲 １８４５２Ｈ
レ 嶺南西特別支援 １８４４１Ｂ
嶺南東特別支援 １８４５６Ａ
嶺北特別支援 １８４５５Ｂ

ロ ろう １８４５１Ｋ
私 立
高等学校
ケ 啓新 １８５０４Ｄ
シ 昭英 １８５０５Ｂ
仁愛女子 １８５０２Ｈ

ツ 敦賀気比 １８５０６Ａ
フ 福井工業大学附属福井 １８５０３Ｆ
福井南 １８５０７Ｊ

ホ 北陸 １８５０１Ｋ

上記以外の高等学校等 １８９９９Ｆ

【山梨県】
国 立
特別支援学校
ヤ 山梨大学教育学部
附属特別支援 １９０５１Ｋ

公 立
高等学校
イ 市川 １９１１５Ｋ
ウ 上野原 １９１３６Ｂ
エ 塩山 １９１２２Ｂ
キ 峡南 １９１１６Ｈ
コ 甲府工業 １９１０９Ｅ
甲府商業 １９１３３Ｈ
甲府城西 １９１３２Ｋ
甲府昭和 １９１３７Ａ
甲府第一 １９１０６Ａ
甲府西 １９１２９Ｋ
甲府東 １９１３０Ｃ
甲府南 １９１０７Ｊ
甲陵 １９１３５Ｄ
巨摩 １９１１３Ｃ

シ 白根 １９１３８Ｊ
チ 中央 １９１１１Ｇ
ツ 都留 １９１２３Ａ
都留興譲館 １９１４３Ｅ

ニ 韮崎 １９１０４Ｄ
韮崎工業 １９１０５Ｂ

ノ 農林 １９１１２Ｅ
ヒ 日川 １９１２０Ｆ
ひばりが丘 １９１４１Ｊ

フ 笛吹 １９１４２Ｇ
富士河口湖 １９１３１Ａ
富士北稜 １９１４０Ａ

ホ 北杜 １９１３９Ｇ
マ 増穂商業 １９１１４Ａ
ミ 身延 １９１１７Ｆ
ヤ 山梨 １９１２１Ｄ
ヨ 吉田 １９１２６Ｅ
特別支援学校
ア あけぼの支援 １９４５４Ｋ
カ かえで支援 １９４４１Ｈ
コ 高等支援学校桃花台学園 １９４３１Ａ
甲府支援 １９４５３Ａ

フ ふじざくら支援 １９４５７Ｄ
モ 盲 １９４５１Ｅ
ヤ やまびこ支援 １９４５６Ｆ
ロ ろう １９４５２Ｃ
ワ わかば支援 １９４５５Ｈ
私 立
高等学校
カ 甲斐清和 １９５０２Ｃ
シ 自然学園 １９５１１Ｂ
ス 駿台甲府 １９５０４Ｋ
テ 帝京第三 １９５０８Ｂ
ト 東海大学付属甲府 １９５０６Ｆ
ニ 日本航空 １９５１０Ｄ
日本大学明誠 １９５０７Ｄ

フ 富士学苑 １９５０９Ａ
ミ 身延山 １９５０３Ａ
ヤ 山梨英和 １９５０１Ｅ
山梨学院 １９５０５Ｈ

上記以外の高等学校等 １９９９９Ａ

【長野県】
国 立
特別支援学校
シ 信州大学教育学部
附属特別支援 ２００５１Ｅ

高等専門学校
ナ 長野工業高専 ２００９１Ｄ
公 立
高等学校
ア 明科 ２０１９３Ｇ
赤穂 ２０１５７Ａ
梓川 ２０１７１Ｆ
阿智 ２０１６４Ｃ
阿南 ２０１６５Ａ

イ 飯田 ２０１５９Ｇ
飯田OIDE長姫 ２０１９８Ｈ
飯田風越 ２０１６０Ａ
飯山 ２０１９４Ｅ
池田工業 ２０１８１Ｃ
伊那北 ２０１５５Ｄ
伊那弥生ケ丘 ２０１５６Ｂ
岩村田 ２０１３８Ｄ

ウ 上田 ２０１２７Ｊ
上田染谷丘 ２０１２８Ｇ
上田千曲 ２０１２６Ａ
上田東 ２０１２９Ｅ

オ 大町岳陽 ２０２０１Ａ

岡谷工業 ２０１５０Ｃ
岡谷東 ２０１４８Ａ
岡谷南 ２０１４９Ｋ

カ 上伊那農業 ２０１５３Ｈ
軽井沢 ２０１３６Ｈ

キ 木曽青峰 ２０１９６Ａ
コ 小海 ２０１４２Ｂ
駒ケ根工業 ２０１５８Ｊ
小諸 ２０１３５Ｋ
小諸商業 ２０１３４Ａ

サ 坂城 ２０１２５Ｂ
佐久平総合技術 ２０２００Ｃ
更級農業 ２０１２１Ｋ

シ 塩尻志学館 ２０１７０Ｈ
篠ノ井 ２０１２０Ａ
下伊那農業 ２０１６３Ｅ
下諏訪向陽 ２０１８７Ｂ
下高井農林 ２０１０４Ｋ

ス 須坂 ２０１０９Ａ
須坂創成 ２０１９９Ｆ
須坂東 ２０１０８Ｂ
諏訪実業 ２０１４５Ｇ
諏訪清陵 ２０１４６Ｅ
諏訪二葉 ２０１４７Ｃ

ソ 蘇南 ２０１６６Ｋ
タ 高遠 ２０１５４Ｆ
田川 ２０１９０Ｂ
辰野 ２０１５１Ａ
蓼科 ２０１３２Ｅ

チ 茅野 ２０１４４Ｊ
ト 東御清翔 ２０１３１Ｇ
豊科 ２０１７８Ｃ

ナ 長野（市立） ２０１９７Ｋ
長野（県立） ２０１１３Ｊ
長野工業 ２０１１７Ａ
長野商業 ２０１１５Ｅ
中野西 ２０１９１Ａ
長野西 ２０１１４Ｇ
長野東 ２０１１６Ｃ
長野南 ２０１８９Ｊ
長野吉田 ２０１１２Ａ
中野立志館 ２０１９５Ｃ

ノ 野沢北 ２０１３９Ｂ
野沢南 ２０１４０Ｆ

ハ 白馬 ２０１８４Ｈ
フ 富士見 ２０１４３Ａ
ホ 北部 ２０１１１Ｂ
穂高商業 ２０１８０Ｅ

マ 松川 ２０１９２Ｊ
松代 ２０１２２Ｈ
松本県ケ丘 ２０１７３Ｂ
松本蟻ケ崎 ２０１７６Ｇ
松本工業 ２０１７２Ｄ
松本筑摩 ２０１７７Ｅ
松本深志 ２０１７５Ｊ
松本美須々ケ丘 ２０１７４Ａ
丸子修学館 ２０１３０Ｊ

ミ 南安曇農業 ２０１７９Ａ
箕輪進修 ２０１５２Ｋ

モ 望月 ２０１３３Ｃ
ヤ 屋代 ２０１２３Ｆ
屋代南 ２０１２４Ｄ

特別支援学校
ア 安曇養護 ２０４６４Ｂ
イ 飯田養護 ２０４６２Ｆ
飯山養護 ２０４６６Ｊ
伊那養護 ２０４５８Ｈ
稲荷山養護 ２０４５６Ａ

ウ 上田養護 ２０４５９Ｆ
キ 木曽養護 ２０４６７Ｇ
コ 寿台養護 ２０４６０Ｋ
小諸養護 ２０４６５Ａ

ス 諏訪養護 ２０４５５Ｃ
ナ 長野盲 ２０４５２Ｊ
長野養護 ２０４６１Ｈ
長野ろう ２０４５１Ａ

ハ 花田養護 ２０４６３Ｄ
マ 松本盲 ２０４５４Ｅ
松本養護 ２０４５７Ｋ
松本ろう ２０４５３Ｇ

ワ 若槻養護 ２０４４１Ｃ
私 立
高等学校
イ 飯田女子 ２０５１２Ｆ
伊那西 ２０５１７Ｇ

ウ 上田西 ２０５１１Ｈ
エ エクセラン ２０５１８Ｅ
コ コードアカデミー ２０５２５Ｈ
サ 佐久長聖 ２０５１６Ｊ
さくら国際 ２０５２１Ｅ

シ 信濃むつみ ２０５２０Ｇ
チ 地球環境 ２０５１９Ｃ
ツ つくば開成学園 ２０５２７Ｄ
テ 天龍興譲 ２０５２２Ｃ
ト 東海大学付属諏訪 ２０５１５Ａ
東京都市大学塩尻 ２０５１４Ｂ

ナ 長野俊英 ２０５０４Ｅ
長野女子 ２０５０８Ｈ
長野清泉女学院 ２０５０７Ｋ
長野日本大学 ２０５１０Ｋ

ニ 日本ウェルネス筑北 ２０５２８Ｂ
フ 文化学園長野 ２０５０９Ｆ
マ 松商学園 ２０５０１Ａ
松本国際 ２０５０６Ａ
松本第一 ２０５０５Ｃ

ユ UWC ISAK Japan ２０５２６Ｆ
中等教育学校
マ 松本秀峰 ２０５２４Ｋ

上記以外の高等学校等 ２０９９９Ｇ

【岐阜県】
国 立
高等専門学校
キ 岐阜工業高専 ２１０９１Ｋ
公 立
高等学校
ア 阿木 ２１１７０Ｃ
イ 池田 ２１１８２Ｇ
揖斐 ２１１１８Ｅ

エ 恵那 ２１１４８Ｇ
恵那農業 ２１１４９Ｅ
恵那南 ２１１８８Ｆ

オ 大垣北 ２１１１９Ｃ
大垣工業 ２１１２４Ｋ
大垣桜 ２１１２５Ｈ
大垣商業 ２１１２３Ａ
大垣西 ２１１７７Ａ
大垣東 ２１１２１Ｅ
大垣南 ２１１２０Ｇ
大垣養老 ２１１２２Ｃ

カ 海津明誠 ２１１２８Ｂ
各務原西 ２１１８０Ａ
各務原 ２１１１１Ｈ
可児 ２１１７８Ｊ
可児工業 ２１１４１Ｋ
加納 ２１１０５Ｃ
加茂 ２１１３５Ｅ
加茂農林 ２１１３６Ｃ
華陽フロンティア ２１１６５Ｇ

キ 岐山 ２１１０４Ｅ
岐南工業 ２１１０９Ｆ
岐阜 ２１１０１Ａ
岐阜各務野 ２１１７５Ｄ
岐阜北 ２１１０２Ｊ
岐阜工業 ２１１１７Ｇ
岐阜商業（市立） ２１１６６Ｅ
岐阜商業（県立） ２１１０８Ｈ
岐阜城北 ２１１８５Ａ
岐阜総合学園 ２１１８３Ｅ
岐阜農林 ２１１１４Ｂ

ク 郡上 ２１１３０Ｄ
郡上北 ２１１２９Ａ

サ 坂下 ２１１５６Ｈ
セ 関 ２１１３３Ｊ
関有知 ２１１８７Ｈ
関商工 ２１１６７Ｃ

タ 高山工業 ２１１６２Ｂ
多治見 ２１１４２Ｈ
多治見北 ２１１４３Ｆ
多治見工業 ２１１４４Ｄ

ト 東濃 ２１１３９Ｈ
東濃実業 ２１１４０Ａ
東濃フロンティア ２１１７６Ｂ
土岐紅陵 ２１１４６Ａ
土岐商業 ２１１４７Ｊ

ナ 中津 ２１１５２Ｅ
中津川工業 ２１１５４Ａ
中津商業 ２１１５３Ｃ
長良 ２１１０３Ｇ

ハ 羽島 ２１１１６Ｊ
羽島北 ２１１７３Ｈ

ヒ 斐太 ２１１５９Ｂ
飛騨神岡 ２１１８４Ｃ
飛騨高山 ２１１６０Ｆ

フ 不破 ２１１２６Ｆ
マ 益田清風 ２１１５８Ｄ
ミ 瑞浪 ２１１４５Ｂ
ム 武義 ２１１３１Ｂ
モ 本巣松陽 ２１１８６Ｋ
ヤ 八百津 ２１１３７Ａ
山県 ２１１１５Ａ

ヨ 吉城 ２１１６３Ａ
特別支援学校
イ 揖斐特別支援 ２１４４５Ａ
エ 恵那特別支援 ２１４４４Ｃ
オ 大垣特別支援 ２１４５４Ａ
カ 海津特別支援 ２１４４３Ｅ
各務原特別支援 ２１４５８Ｃ
可茂特別支援 ２１４３１Ａ

キ 岐阜希望が丘特別支援 ２１４３５Ｄ
岐阜清流高等特別支援 ２１４３６Ｂ
岐阜特別支援 ２１４５５Ｊ
岐阜盲 ２１４５１Ｆ
岐阜本巣特別支援 ２１４４２Ｇ
岐阜ろう ２１４５２Ｄ

ク 郡上特別支援 ２１４４１Ｊ
ケ 下呂特別支援 ２１４３２Ｋ
セ 西濃高等特別支援 ２１４３７Ａ
関特別支援 ２１４５３Ｂ

チ 中濃特別支援 ２１４６０Ｅ
ト 東濃特別支援 ２１４５７Ｅ
ナ 長良特別支援 ２１４５６Ｇ
ハ 羽島特別支援 ２１４３４Ｆ
ヒ 飛騨特別支援 ２１４５９Ａ
飛騨吉城特別支援 ２１４３３Ｈ

私 立
高等学校
ウ 鶯谷 ２１５０１Ｆ
オ 大垣日本大学 ２１５１０Ｅ
キ ぎふ国際 ２１５１８Ａ
岐阜聖徳学園 ２１５０５Ｊ
岐阜女子 ２１５０７Ｅ
岐阜第一 ２１５０８Ｃ
岐阜東 ２１５０４Ａ

ケ 啓晴 ２１５２０Ｂ
シ 城南 ２１５１７Ｂ
セ 西濃桃李 ２１５２１Ａ
済美 ２１５０３Ｂ
聖マリア女学院 ２１５０６Ｇ
清凌 ２１５１９Ｊ

タ 高山西 ２１５１５Ｆ
多治見西 ２１５１２Ａ

チ 中京学院大学附属中京 ２１５１４Ｈ
テ 帝京大学可児 ２１５１６Ｄ
ト 富田 ２１５０２Ｄ
ミ 美濃加茂 ２１５１１Ｃ
レ 麗澤瑞浪 ２１５１３Ｋ

上記以外の高等学校等 ２１９９９Ｂ

【静岡県】
国 立
特別支援学校
シ 静岡大学教育学部
附属特別支援 ２２０５１Ｆ

高等専門学校
ヌ 沼津工業高専 ２２０９１Ｅ
公 立
高等学校
ア 熱海 ２２１０７Ｅ
新居 ２２１７９Ｂ

イ 池新田 ２２１５６Ｃ
伊豆総合 ２２２１０Ａ
伊豆中央 ２２１９２Ｋ
伊東 ２２１０５Ｊ
伊東商業 ２２１０６Ｇ
稲取 ２２１０４Ａ
磐田北 ２２１６６Ａ
磐田西 ２２１６８Ｇ
磐田農業 ２２１６７Ｊ
磐田南 ２２１６５Ｂ

オ 小笠 ２２１５５Ｅ
小山 ２２２０４Ｇ

カ 科学技術 ２２２０８Ｋ
掛川工業 ２２１５４Ｇ
掛川西 ２２１５３Ｊ
掛川東 ２２１５２Ａ
金谷 ２２１４７Ｄ
川根 ２２１４８Ｂ

コ 湖西 ２２１９４Ｆ
御殿場 ２２１１５Ｆ
御殿場南 ２２１１６Ｄ

サ 相良 ２２１５１Ｂ
シ 静岡 ２２１３３Ｄ
静岡商業 ２２１３８Ｅ
静岡城北 ２２１３４Ｂ
静岡市立 ２２１８８Ａ
静岡市立清水桜が丘 ２２２１１Ｋ
静岡中央 ２２２０５Ｅ
静岡西 ２２１８４Ｊ
静岡農業 ２２１３６Ｊ
静岡東 ２２１３５Ａ
島田 ２２１４４Ｋ
島田工業 ２２１４５Ｈ
島田商業 ２２１４６Ｆ
清水西 ２２１３０Ｋ
清水東 ２２１２９Ｆ
清水南 ２２１３１Ｈ
下田 ２２２０７Ａ



ス 裾野 ２２１１７Ｂ
駿河総合 ２２２１２Ｈ

セ 清流館 ２２２１３Ｆ
タ 田方農業 ２２１１２Ａ
テ 天竜 ２２２１４Ｄ
ト 遠江総合 ２２２０９Ｈ
ニ 韮山 ２２１１１Ｃ
ヌ 沼津工業 ２２１２１Ａ
沼津商業 ２２１２２Ｊ
沼津城北 ２２１２０Ｂ
沼津市立沼津 ２２１８５Ｇ
沼津西 ２２１１９Ｊ
沼津東 ２２１１８Ａ

ハ 榛原 ２２１５０Ｄ
浜北西 ２２１９３Ｈ
浜名 ２２１７８Ｄ
浜松江之島 ２２２０２Ａ
浜松大平台 ２２２０６Ｃ
浜松北 ２２１６９Ｅ
浜松工業 ２２１７５Ｋ
浜松湖東 ２２１７２Ｅ
浜松湖南 ２２２００Ｄ
浜松湖北 ２２２１５Ｂ
浜松商業 ２２１７７Ｆ
浜松城北工業 ２２１７６Ｈ
浜松市立 ２２１９０Ｃ
浜松西 ２２１７０Ｊ
浜松東 ２２１７３Ｃ
浜松南 ２２１７１Ｇ

フ 富岳館 ２２１２８Ｈ
袋井 ２２１６０Ａ
袋井商業 ２２１６１Ｋ
富士 ２２１２５Ｃ
藤枝北 ２２１４３Ａ
藤枝西 ２２１４２Ｃ
藤枝東 ２２１４１Ｅ
富士市立 ２２１８６Ｅ
富士宮北 ２２１２７Ｋ
富士宮西 ２２１９６Ｂ
富士宮東 ２２１２６Ａ
富士東 ２２１９１Ａ

マ 松崎 ２２１０３Ｂ
ミ 三島北 ２２１１４Ｈ
三島長陵 ２２２０３Ｊ
三島南 ２２１１３Ｋ

ヤ 焼津水産 ２２１４０Ｇ
焼津中央 ２２１３９Ｃ

ヨ 横須賀 ２２１５７Ａ
吉原 ２２１２３Ｇ
吉原工業 ２２１２４Ｅ

特別支援学校
カ 掛川特別支援 ２２４３３Ｃ
コ 御殿場特別支援 ２２４６４Ｃ
シ 静岡北特別支援 ２２４５７Ａ
清水特別支援 ２２４３１Ｇ

セ 西部特別支援 ２２４６０Ａ
チ 中央特別支援 ２２４５９Ｇ
テ 天竜特別支援 ２２４５１Ａ
ト 東部特別支援 ２２４５８Ｊ
ヌ 沼津聴覚特別支援 ２２４５４Ｆ
沼津特別支援 ２２４５５Ｄ

ハ 浜北特別支援 ２２４４２Ｂ
浜名特別支援 ２２４４１Ｄ
浜松視覚特別支援 ２２４５３Ｈ
浜松特別支援 ２２４５６Ｂ

フ 袋井特別支援 ２２４６３Ｅ
藤枝特別支援 ２２４６１Ｊ
富士特別支援 ２２４６２Ｇ

ヨ 吉田特別支援 ２２４３２Ｅ
私 立
高等学校
イ 磐田東 ２２５３１Ｃ
オ オイスカ ２２５４３Ｇ
カ 加藤学園 ２２５０８Ｊ
加藤学園暁秀 ２２５０７Ａ

キ 菊川南陵 ２２５４４Ｅ
キラリ ２２５４６Ａ

コ 御殿場西 ２２５０１Ａ
シ 静岡英和女学院 ２２５１７Ｈ
静岡学園 ２２５２４Ａ
静岡北 ２２５２３Ｂ
静岡県西遠女子学園 ２２５３６Ｄ
静岡県富士見 ２２５１０Ａ
静岡サレジオ ２２５１２Ｇ
静岡女子 ２２５１９Ｄ
静岡聖光学院 ２２５２５Ｊ
静岡大成 ２２５１６Ｋ
静岡雙葉 ２２５２０Ｈ
島田樟誠 ２２５２９Ａ
清水国際 ２２５１１Ｊ
城南静岡 ２２５１８Ｆ

セ 誠恵 ２２５４０Ｂ
静清 ２２５２７Ｅ
星陵 ２２５０９Ｇ
聖隷クリストファー ２２５３９Ｊ

チ 知徳 ２２５０３Ｈ
ト 東海大学付属静岡翔洋 ２２５１４Ｃ
桐陽 ２２５４１Ａ
常葉大学附属菊川 ２２５３０Ｅ
常葉大学附属橘 ２２５２２Ｄ
常葉大学附属常葉 ２２５２１Ｆ

ニ 日本大学三島 ２２５０４Ｆ
ヌ 沼津中央 ２２５０５Ｄ
ハ 浜松開誠館 ２２５３４Ｈ
浜松学院 ２２５３２Ａ
浜松学芸 ２２５３５Ｆ
浜松啓陽 ２２５４５Ｃ
浜松修学舎 ２２５３３Ｋ
浜松聖星 ２２５３７Ｂ
浜松日体 ２２５３８Ａ

ヒ 飛龍 ２２５０６Ｂ
フ 藤枝順心 ２２５２８Ｃ
藤枝明誠 ２２５４２Ｊ
不二聖心女子学院 ２２５０２Ｋ

ヤ 焼津 ２２５２６Ｇ
特別支援学校
ネ ねむの木 ２２９５１Ｃ

上記以外の高等学校等 ２２９９９Ｈ

【愛知県】
国 立
高等学校
ア 愛知教育大学附属 ２３００２Ｃ
ナ 名古屋大学教育学部附属 ２３００１Ｅ
特別支援学校
ア 愛知教育大学附属
特別支援 ２３０５１Ａ

高等専門学校
ト 豊田工業高専 ２３０９１Ａ
公 立
高等学校
ア 愛知商業 ２３１１７Ｈ
愛知総合工科 ２３２８４Ａ
阿久比 ２３２５５Ｇ
旭丘 ２３１０１Ａ
旭野 ２３１２７Ｅ
足助 ２３２０２Ｆ
熱田 ２３１０９Ｇ
渥美農業 ２３２２３Ｊ

安城 ２３１８１Ｋ
安城農林 ２３１８３Ｆ
安城東 ２３１８２Ｈ
安城南 ２３２６９Ｇ

イ 惟信 ２３１０５Ｄ
一宮 ２３１４１Ａ
一宮北 ２３１４３Ｇ
一宮工業 ２３１４４Ｅ
一宮興道 ２３２６４Ｆ
一宮商業 ２３１４５Ｃ
一宮西 ２３１４２Ｊ
一宮南 ２３２５２Ｂ
一色 ２３１８８Ｇ
稲沢 ２３１４９Ｆ
稲沢東 ２３１５０Ｋ
犬山 ２３１３４Ｈ
犬山南 ２３２４９Ｂ
岩倉総合 ２３１３９Ｊ
岩津 ２３１９４Ａ

ウ 内海 ２３１６５Ｈ
オ 大府 ２３１５９Ｃ
大府東 ２３２６６Ｂ
岡崎 ２３１８９Ｅ
岡崎北 ２３１９０Ｊ
岡崎工業 ２３１９２Ｅ
岡崎商業 ２３１９３Ｃ
岡崎西 ２３２７３Ｅ
岡崎東 ２３１９１Ｇ
起工業 ２３１４８Ｈ

カ 海翔 ２３２８１Ｆ
鶴城丘 ２３１８６Ａ
春日井 ２３１２４Ａ
春日井工業 ２３２６２Ｋ
春日井商業 ２３１２６Ｇ
春日井西 ２３１２５Ｊ
春日井東 ２３２４６Ｈ
春日井南 ２３２７５Ａ
蒲郡 ２３２１９Ａ
蒲郡東 ２３２２０Ｄ
加茂丘 ２３２０３Ｄ
刈谷 ２３１７６Ｃ
刈谷北 ２３１７７Ａ
刈谷工業 ２３１７８Ｋ
刈谷東 ２３１７９Ｈ

キ 菊里 ２３２３０Ａ
木曽川 ２３１４７Ｋ
北 ２３２３３Ｆ
杏和 ２３２８０Ｈ
旭陵 ２３１２３Ｂ
吉良 ２３１８７Ｊ

コ 国府 ２３２１１Ｅ
工業（市立） ２３２３４Ｄ
工芸 ２３２３５Ｂ
高蔵寺 ２３２５７Ｃ
幸田 ２３１９５Ｋ
江南 ２３２５８Ａ
向陽 ２３２３１Ｋ
小坂井 ２３２２５Ｅ
五条 ２３１５６Ｊ
古知野 ２３１３６Ｄ
小牧 ２３１３７Ｂ
小牧工業 ２３１３８Ａ
小牧南 ２３２５９Ｋ
衣台 ２３１９８Ｄ

サ 佐織工業 ２３１５８Ｅ
桜台 ２３２３２Ｈ
猿投農林 ２３１９９Ｂ
佐屋 ２３１５４Ｂ

シ 時習館 ２３２１３Ａ
松蔭 ２３１０６Ｂ
城北つばさ ２３２８５Ｊ
昭和 ２３１０７Ａ
新川 ２３２７８Ｆ
新城 ２３２０８Ｅ
新城東 ２３２０９Ｃ
新城有教館 ２３２８６Ｇ

ス 瑞陵 ２３１０４Ｆ
セ 成章 ２３２２２Ａ
西陵 ２３２３６Ａ
瀬戸 ２３１３０Ｅ
瀬戸北総合 ２３２７２Ｇ
瀬戸西 ２３２４５Ｋ
瀬戸窯業 ２３１３１Ｃ

タ 高浜 ２３１７５Ｅ
田口 ２３２０５Ａ
武豊 ２３１７２Ａ

チ 千種 ２３１０３Ｈ
知多翔洋 ２３２８２Ｄ
中央 ２３２４０Ｊ
知立 ２３１８０Ａ
知立東 ２３２７７Ｈ

ツ 津島 ２３１５２Ｆ
津島北 ２３１５３Ｄ
津島東 ２３２４８Ｄ

テ 天白 ２３２２６Ｃ
ト 東海商業 ２３１６２Ｃ
東海南 ２３２２８Ｋ
東郷 ２３１２９Ａ
桃陵 ２３１６０Ｇ
常滑 ２３２８３Ｂ
富田 ２３２４３Ｃ
豊明 ２３１３３Ｋ
豊川工業 ２３２１２Ｃ
豊田 ２３２６８Ｊ
豊田北 ２３２５６Ｅ
豊田工業 ２３２０１Ｈ
豊田西 ２３１９６Ｈ
豊田東 ２３１９７Ｆ
豊田南 ２３２６０Ｃ
豊橋 ２３２２９Ｈ
豊橋工業 ２３２１７Ｄ
豊橋商業 ２３２１８Ｂ
豊橋西 ２３２７０Ａ
豊橋東 ２３２１４Ｋ
豊橋南 ２３２１６Ｆ

ナ 中川商業 ２３１１８Ｆ
長久手 ２３１２８Ｃ
中村 ２３１１０Ａ
名古屋商業 ２３２３７Ｊ
名古屋西 ２３１０８Ｊ
名古屋南 ２３２７１Ｊ
鳴海 ２３１１２Ｇ
南陽 ２３１１１Ｊ

ニ 西尾 ２３１８４Ｄ
西尾東 ２３１８５Ｂ
西春 ２３２５０Ｆ
日進 ２３２４７Ｆ
日進西 ２３２６３Ｈ
丹羽 ２３１４０Ｂ

ハ 半田 ２３１６６Ｆ
半田工業 ２３１６８Ｂ
半田商業 ２３１６９Ａ
半田農業 ２３１６７Ｄ
半田東 ２３２６１Ａ

ヒ 東浦 ２３１７０Ｄ
尾西 ２３２２７Ａ
尾北 ２３１３５Ｆ

フ 福江 ２３２２４Ｇ
ヘ 碧南 ２３１７３Ｊ
碧南工業 ２３１７４Ｇ

ホ 宝陵 ２３２１０Ｇ
マ 松平 ２３２００Ｋ
ミ 御津 ２３２７９Ｄ

緑 ２３２３９Ｅ
緑丘 ２３１１９Ｄ
三谷水産 ２３２２１Ｂ
三好 ２３２０４Ｂ
美和 ２３２６５Ｄ

メ 名東 ２３２７４Ｃ
名南工業 ２３１１６Ｋ
明和 ２３１０２Ｋ

モ 守山 ２３１１３Ｅ
ヤ 山田 ２３２４４Ａ
ユ 豊丘 ２３２１５Ｈ
豊野 ２３２７６Ｋ

ヨ 横須賀 ２３１６１Ｅ
ワ 若宮商業 ２３２３８Ｇ
特別支援学校
ア 安城特別支援 ２３４７０Ｃ
イ 一宮特別支援 ２３４６１Ｄ
一宮東特別支援 ２３４５５Ｋ
一宮ろう ２３４５６Ｈ
いなざわ特別支援 ２３４３２Ａ

オ 大府特別支援 ２３４６２Ｂ
大府もちのき特別支援 ２３４３４Ｇ
岡崎特別支援 ２３４６３Ａ
岡崎盲 ２３４５２Ｅ
岡崎ろう ２３４５７Ｆ

カ 春日井高等特別支援 ２３４７８Ｊ
刈谷特別支援 ２３４３５Ｅ

ク くすのき特別支援 ２３４３３Ｊ
コ 小牧特別支援 ２３４６６Ｅ
サ 佐織特別支援 ２３４７３Ｈ
セ 瀬戸つばき特別支援 ２３４３６Ｃ
瀬戸特別支援 ２３４３１Ｂ

テ 天白養護 ２３４７１Ａ
ト 豊川特別支援 ２３４７２Ｋ
豊田高等特別支援 ２３４７５Ｄ
豊田特別支援 ２３４７７Ａ
豊橋特別支援 ２３４６５Ｇ
豊橋ろう ２３４５８Ｄ

ナ 名古屋特別支援 ２３４５９Ｂ
名古屋盲 ２３４５１Ｇ
名古屋ろう ２３４５４Ａ

ニ 西養護 ２３４６７Ｃ
ハ 春日台特別支援 ２３４６０Ｆ
半田特別支援 ２３４６９Ｋ

ヒ ひいらぎ特別支援 ２３４４１Ｋ
ミ みあい特別支援 ２３４４２Ｈ
港特別支援 ２３４７６Ｂ
南養護 ２３４６８Ａ
三好特別支援 ２３４６４Ｊ

モ 守山養護 ２３４７４Ｆ
私 立
高等学校
ア 愛知 ２３５０１Ｇ
愛知啓成 ２３５３１Ｊ
愛知工業大学名電 ２３５２５Ｄ
愛知産業大学工業 ２３５１６Ｅ
愛知産業大学三河 ２３５５０Ｅ
愛知淑徳 ２３５０２Ｅ
愛知みずほ大学瑞穂 ２３５２７Ａ
愛知黎明 ２３５３８Ｆ
安城学園 ２３５４１Ｆ

エ 栄徳 ２３５５２Ａ
オ 桜花学園 ２３５２４Ｆ
岡崎学園 ２３５４３Ｂ
岡崎城西 ２３５４２Ｄ

キ 菊華 ２３５２９Ｇ
享栄 ２３５０７Ｆ
金城学院 ２３５０８Ｄ

ケ 啓明学館 ２３５０３Ｃ
サ 桜丘 ２３５４４Ａ
シ 至学館 ２３５１３Ａ
修文女子 ２３５３０Ａ

ス 椙山女学園 ２３５０９Ｂ
セ 聖カピタニオ女子 ２３５３２Ｇ
星城 ２３５３３Ｅ
誠信 ２３５４０Ｈ
清林館 ２３５３７Ｈ
聖霊 ２３５３４Ｃ

タ 大成 ２３５５４Ｈ
大同大学大同 ２３５１０Ｆ
滝 ２３５３５Ａ

チ 中京大学附属中京 ２３５１２Ｂ
中部大学第一 ２３５２３Ｈ
中部大学春日丘 ２３５３６Ｋ

ツ 黄柳野 ２３５５６Ｄ
ト 東海 ２３５１４Ｊ
東海学園 ２３５１５Ｇ
東邦 ２３５１７Ｃ
同朋 ２３５１８Ａ
杜若 ２３５４５Ｊ
豊川 ２３５４６Ｇ
豊田大谷 ２３５５３Ｋ
豊橋中央 ２３５４７Ｅ

ナ 名古屋 ２３５１９Ｋ
名古屋大谷 ２３５０６Ｈ
名古屋経済大学市邨 ２３５０４Ａ
名古屋経済大学高蔵 ２３５０５Ｋ
名古屋工業 ２３５２０Ｃ
名古屋国際 ２３５２１Ａ
名古屋女子大学 ２３５２２Ｋ
南山 ２３５２６Ｂ
南山国際 ２３５５５Ｆ

ニ 日本福祉大学付属 ２３５１１Ｄ
ヒ 光ケ丘女子 ２３５４８Ｃ
フ 藤ノ花女子 ２３５４９Ａ
ホ 誉 ２３５５１Ｃ
メ 名城大学附属 ２３５２８Ｊ
ル ルネサンス豊田 ２３５５８Ａ
中等教育学校
カ 海陽 ２３５５７Ｂ

上記以外の高等学校等 ２３９９９Ｃ

【三重県】
国 立
特別支援学校
ミ 三重大学教育学部
附属特別支援 ２４０５１Ｇ

高等専門学校
ス 鈴鹿工業高専 ２４０９２Ｄ
ト 鳥羽商船高専 ２４０９１Ｆ
公 立
高等学校
ア 明野 ２４１３７Ｈ
あけぼの学園 ２４１４８Ｃ
朝明 ２４１５６Ｄ

イ 飯南 ２４１２９Ｇ
飯野 ２４１１５Ｇ
伊賀白鳳 ２４１６６Ａ
石薬師 ２４１５７Ｂ
伊勢 ２４１３３Ｅ
伊勢工業 ２４１３４Ｃ
伊勢まなび ２４１３６Ｋ
いなべ総合学園 ２４１０４Ａ
稲生 ２４１６０Ｂ

ウ 上野 ２４１４４Ａ
宇治山田 ２４１３２Ｇ
宇治山田商業 ２４１３５Ａ

オ 相可 ２４１３０Ａ
尾鷲 ２４１５１Ｃ

カ 亀山 ２４１１７Ｃ
川越 ２４１６２Ｊ
神戸 ２４１１４Ｊ

キ 紀南 ２４１５５Ｆ
木本 ２４１５４Ｈ

ク 桑名 ２４１０１Ｇ
桑名北 ２４１５８Ａ
桑名工業 ２４１０３Ｃ
桑名西 ２４１０２Ｅ

コ 菰野 ２４１１３Ａ
シ 志摩 ２４１４２Ｄ
白子 ２４１１６Ｅ

ス 水産 ２４１４３Ｂ
昴学園 ２４１６４Ｅ

ツ 津 ２４１１８Ａ
津工業 ２４１２１Ａ
津商業 ２４１２２Ｋ
津西 ２４１１９Ｋ
津東 ２４１２０Ｃ

ト 鳥羽 ２４１４１Ｆ
ナ 名張 ２４１４９Ａ
名張青峰 ２４１６７Ｋ

ハ 白山 ２４１２５Ｄ
ヒ 久居 ２４１６１Ａ
久居農林 ２４１２４Ｆ

ホ 北星 ２４１１２Ｂ
マ 松阪 ２４１２６Ｂ
松阪工業 ２４１２７Ａ
松阪商業 ２４１２８Ｊ

ミ みえ夢学園 ２４１２３Ｈ
南伊勢 ２４１６５Ｃ

ヨ 四日市 ２４１０５Ｋ
四日市工業 ２４１０９Ｂ
四日市商業 ２４１１１Ｄ
四日市中央工業 ２４１１０Ｆ
四日市西 ２４１０７Ｆ
四日市農芸 ２４１０８Ｄ
四日市南 ２４１０６Ｈ
四日市四郷 ２４１５９Ｊ

特別支援学校
イ 稲葉特別支援 ２４４５４Ｇ
カ かがやき特別支援 ２４４５８Ｋ
ク くわな特別支援 ２４４３１Ｈ
シ 城山特別支援 ２４４５３Ｊ
ス 杉の子特別支援 ２４４５７Ａ
ト 特別支援学校
伊賀つばさ学園 ２４４６１Ｋ
特別支援学校
玉城わかば学園 ２４４６０Ａ
特別支援学校
西日野にじ学園 ２４４５５Ｅ
特別支援学校
東紀州くろしお学園 ２４４４２Ｃ
特別支援学校
北勢きらら学園 ２４４４１Ｅ

マ 松阪あゆみ特別支援 ２４４３２Ｆ
モ 盲 ２４４５１Ｂ
ロ ろう ２４４５２Ａ
ワ 度会特別支援 ２４４５６Ｃ
私 立
高等学校
ア 愛農学園農業 ２４５１２Ｈ
青山 ２４５１４Ｄ
暁 ２４５０１Ｂ

イ 伊勢学園 ２４５０９Ｈ
一志学園 ２４５２２Ｅ

エ 英心 ２４５１９Ｅ
オ 大橋学園 ２４５１７Ｊ
カ 海星 ２４５０２Ａ
コ 皇學館 ２４５１０Ａ
サ 桜丘 ２４５１３Ｆ
ス 鈴鹿 ２４５０４Ｇ
セ セントヨゼフ女子学園 ２４５０６Ｃ
タ 高田 ２４５０５Ｅ
ツ 津田学園 ２４５１５Ｂ
ト 徳風 ２４５１８Ｇ
ミ 三重 ２４５０７Ａ
ヨ 四日市メリノール学院 ２４５０３Ｊ
代々木 ２４５２０Ｊ

中等教育学校
ス 鈴鹿 ２４５２３Ｃ
特別支援学校
セ 聖母の家学園 ２４９５１Ｄ
高等専門学校
キ 近畿大学工業高専 ２４９９１Ｃ

上記以外の高等学校等 ２４９９９Ｊ

【滋賀県】
国 立
特別支援学校
シ 滋賀大学教育学部
附属特別支援 ２５０５１Ｂ

公 立
高等学校
ア 安曇川 ２５１３９Ｋ
イ 伊香 ２５１３７Ｃ
石部 ２５１５１Ｊ
石山 ２５１０７Ａ
伊吹 ２５１４７Ａ

エ 愛知 ２５１３４Ｊ
オ 大津 ２５１０６Ｃ
大津商業 ２５１１０Ａ
大津清陵 ２５１５０Ａ

カ 堅田 ２５１０３Ｊ
河瀬 ２５１４３Ｈ

キ 北大津 ２５１４８Ｊ
ク 草津 ２５１２４Ａ
草津東 ２５１４１Ａ

コ 甲西 ２５１４６Ｂ
甲南 ２５１３０Ｆ
国際情報 ２５１４９Ｇ
湖南農業 ２５１４２Ｋ

シ 信楽 ２５１３１Ｄ
セ 膳所 ２５１０１Ｂ
瀬田工業 ２５１０８Ｋ

タ 高島 ２５１３８Ａ
玉川 ２５１４４Ｆ

ト 虎姫 ２５１３６Ｅ
ナ 長浜北 ２５１５３Ｅ
長浜農業 ２５１１７Ｊ
長浜北星 ２５１１８Ｇ

ノ 能登川 ２５１３３Ａ
ハ 八幡 ２５１１９Ｅ
八幡工業 ２５１２０Ｊ
八幡商業 ２５１２１Ｇ

ヒ 東大津 ２５１０４Ｇ
彦根工業 ２５１１３Ｆ
彦根翔西館 ２５１５２Ｇ
彦根東 ２５１１１Ｋ
日野 ２５１３２Ｂ

マ 米原 ２５１３５Ｇ
ミ 水口 ２５１２８Ｄ
水口東 ２５１２９Ｂ

モ 守山 ２５１２５Ｋ
守山北 ２５１４５Ｄ

ヤ 野洲 ２５１２７Ｆ
ヨ 八日市 ２５１２２Ｅ
八日市南 ２５１２３Ｃ

リ 栗東 ２５１２６Ｈ

特別支援学校
エ 愛知高等養護 ２５４５０Ｋ
キ 北大津養護 ２５４５８Ｅ
ク 草津養護 ２５４５９Ｃ
コ 甲南高等養護 ２５４４３Ｇ
甲良養護 ２５４６０Ｇ

シ 新旭養護 ２５４４１Ａ
ト 鳥居本養護 ２５４５６Ｊ
ナ 長浜北星高等養護 ２５４４２Ｊ
長浜養護 ２５４５５Ａ

ミ 三雲養護 ２５４５７Ｇ
モ 盲 ２５４５１Ｈ
ヤ 野洲養護 ２５４５３Ｄ
ヨ 八日市養護 ２５４５４Ｂ
ロ ろう話 ２５４５２Ｆ
私 立
高等学校
ア 綾羽 ２５５０６Ｊ
イ ECC学園 ２５５１１Ｅ
オ 近江 ２５５０３Ｄ
近江兄弟社 ２５５０４Ｂ

コ 光泉 ２５５０８Ｅ
幸福の科学学園関西 ２５５１３Ａ

シ 滋賀学園 ２５５０７Ｇ
司学館 ２５５０９Ｃ
滋賀短期大学附属 ２５５０１Ｈ

ヒ 比叡山 ２５５０２Ｆ
彦根総合 ２５５１０Ｇ

リ 立命館守山 ２５１４０Ｃ
中等教育学校
ミ MIHO美学院 ２５５１２Ｃ

上記以外の高等学校等 ２５９９９Ｄ

【京都府】
国 立
高等学校
キ 京都教育大学附属 ２６００１Ａ
特別支援学校
キ 京都教育大学附属
特別支援 ２６０５１Ｈ

高等専門学校
マ 舞鶴工業高専 ２６０９１Ｇ
公 立
高等学校
ア 網野 ２６１３２Ｈ
綾部 ２６１２２Ａ

オ 鴨沂 ２６１０２Ｆ
大江 ２６１２７Ａ
乙訓 ２６１１０Ｇ

カ 海洋 ２６１２９Ｈ
桂 ２６１０７Ｇ
亀岡 ２６１１９Ａ
加悦谷 ２６１３０Ａ

キ 北桑田 ２６１１８Ｂ
北嵯峨 ２６１０８Ｅ
木津 ２６１１７Ｄ
京都工学院 ２６１６１Ａ
京都すばる ２６１５５Ｇ
京都堀川音楽 ２６１５７Ｃ
京都八幡 ２６１５８Ａ

ク 久美浜 ２６１３３Ｆ
久御山 ２６１４７Ｆ

コ 工業 ２６１２４Ｇ
向陽 ２６１１１Ｅ

サ 西京 ２６１３８Ｇ
嵯峨野 ２６１０６Ｊ

シ 須知 ２６１２１Ｂ
城南菱創 ２６１５９Ｋ
城陽 ２６１１４Ｋ

ス 朱雀 ２６１０４Ｂ
セ 清明 ２６１６０Ｃ
ソ 園部 ２６１２０Ｄ
タ 田辺 ２６１１６Ｆ
ト 銅駝美術工芸 ２６１４５Ｋ
塔南 ２６１４２Ｅ
東稜 ２６１３４Ｄ
莵道 ２６１５４Ｊ
鳥羽 ２６１５２Ｂ

ナ 南丹 ２６１４４Ａ
南陽 ２６１５６Ｅ

ニ 西乙訓 ２６１５３Ａ
西城陽 ２６１４９Ｂ
西舞鶴 ２６１２６Ｃ

ノ 農芸 ２６１５１Ｄ
ヒ 東宇治 ２６１１２Ｃ
東舞鶴 ２６１２５Ｅ
日吉ケ丘 ２６１４０Ｊ

フ 福知山 ２６１２３Ｊ
伏見工業 ２６１３７Ｊ

ホ 北稜 ２６１４８Ｄ
堀川 ２６１３９Ｅ

ミ 峰山 ２６１３１Ｋ
宮津 ２６１２８Ｋ

ム 紫野 ２６１４１Ｇ
モ 桃山 ２６１０９Ｃ
ヤ 山城 ２６１０１Ｈ
ラ 洛西 ２６１４６Ｈ
洛水 ２６１４３Ｃ
洛東 ２６１０５Ａ
洛北 ２６１０３Ｄ

特別支援学校
ウ 宇治支援 ２６４３２Ｇ
キ 北総合支援 ２６４４１Ｆ
ク 呉竹総合支援 ２６４５７Ｂ
シ 城陽支援 ２６４６３Ｇ
白河総合支援 ２６４５８Ａ

タ 丹波支援 ２６４５９Ｊ
チ 中丹支援 ２６４６２Ｊ
ナ 鳴滝総合支援 ２６４５６Ｄ
ニ 西総合支援 ２６４６４Ｅ
ヒ 東総合支援 ２６４６０Ｂ
東山総合支援 ２６１６２Ｋ

マ 舞鶴支援 ２６４４２Ｄ
ミ 南山城支援 ２６４６１Ａ
ム 向日が丘支援 ２６４５３Ｋ
モ 盲 ２６４５１Ｃ
ヤ 八幡支援 ２６４３１Ｊ
ヨ 与謝の海支援 ２６４５４Ｈ
ロ ろう ２６４５２Ａ
私 立
高等学校
イ 一燈園 ２６５０１Ｃ
オ 大谷 ２６５０２Ａ
カ 華頂女子 ２６５１４Ｅ
キ 京都外大西 ２６５０４Ｈ
京都学園 ２６５０３Ｋ
京都共栄学園 ２６５２９Ｃ
京都暁星 ２６５３２Ｃ
京都芸術 ２６５４１Ｂ
京都光華 ２６５１８Ｈ
京都廣学館 ２６５３７Ｄ
京都国際 ２６５４２Ａ
京都産業大学附属 ２６５１９Ｆ
京都翔英 ２６５４０Ｄ
京都女子 ２６５１５Ｃ
京都精華学園 ２６５１６Ａ
京都聖カタリナ ２６５３１Ｅ
京都成章 ２６５３９Ａ



京都聖母学院 ２６５２０Ｋ
京都造形芸術大学附属 ２６５４４Ｇ
京都橘 ２６５１７Ｋ
京都つくば開成 ２６５４３Ｊ
京都西山 ２６５２２Ｆ
京都文教 ２６５１３Ｇ
京都美山 ２６５３８Ｂ
京都明徳 ２６５２５Ａ
京都両洋 ２６５１２Ｊ

ト 同志社 ２６５０５Ｆ
同志社国際 ２６５３６Ｆ
同志社女子 ２６５２１Ｈ

ニ 日星 ２６５３３Ａ
ノ ノートルダム女学院 ２６５２３Ｄ
ハ 花園 ２６５０６Ｄ
ヒ 東山 ２６５０７Ｂ
フ 福知山淑徳 ２６５３４Ｋ
福知山成美 ２６５３０Ｇ

ヘ 平安女学院 ２６５２４Ｂ
ラ 洛星 ２６５０９Ｊ
洛南 ２６５１０Ｂ
洛陽総合 ２６５２７Ｇ

リ 立命館 ２６５１１Ａ
立命館宇治 ２６５２８Ｅ
龍谷大学付属平安 ２６５０８Ａ

上記以外の高等学校等 ２６９９９Ｋ

【大阪府】
国 立
高等学校
オ 大阪教育大学附属池田 ２７００２Ｅ
大阪教育大学附属天王寺 ２７００１Ｇ
大阪教育大学附属平野 ２７００３Ｃ

特別支援学校
オ 大阪教育大学附属
特別支援 ２７０５１Ｃ

公 立
高等学校
ア 芥川 ２７２７０Ｂ
旭 ２７１２７Ｇ
芦間 ２７２９８Ｂ
阿武野 ２７２７６Ａ
阿倍野 ２７１５７Ｊ

イ 生野 ２７１６３Ｃ
生野工業 ２７２３８Ｊ
池田 ２７１０３Ｋ
泉尾 ２７１３１Ｅ
泉尾工業 ２７２３６Ｂ
和泉 ２７１８２Ｋ
泉大津 ２７１８０Ｃ
和泉総合 ２７３１６Ｄ
泉鳥取 ２７１８８Ｊ
市岡 ２７１３０Ｇ
茨木 ２７１１６Ａ
茨木工科 ２７３０８Ｃ
茨木西 ２７１１７Ｋ
今宮 ２７１５３Ｆ
今宮工科 ２７３０７Ｅ

エ 園芸 ２７１８９Ｇ
オ 扇町総合 ２７２２６Ｅ
大冠 ２７２９１Ｅ
大阪市立 ２７２２５Ｇ
大阪ビジネスフロンティア ２７３２７Ｋ
大阪府教育センター附属 ２７３２６Ａ
大塚 ２７２８１Ｈ
大手前 ２７１２６Ｊ
鳳 ２７１７５Ｇ

カ 貝塚 ２７１８５Ｄ
貝塚南 ２７１８６Ｂ
懐風館 ２７３２４Ｅ
柏原東 ２７２０９Ｅ
春日丘 ２７１１５Ｃ
交野 ２７１４２Ａ
勝山 ２７１５４Ｄ
門真なみはや ２７２９５Ｈ
門真西 ２７２０８Ｇ
金岡 ２７１７８Ａ
河南 ２７１６５Ｋ
かわち野 ２７３０４Ａ

キ 岸和田 ２７１８３Ｈ
岸和田市立産業 ２７２１８Ｄ
北かわち皐が丘 ２７３２２Ｊ
北千里 ２７２５２Ｄ
北野 ２７１０１Ｃ
北淀 ２７１１３Ｇ

ク 柴島 ２７１１４Ｅ
久米田 ２７２５９Ａ

コ 工芸 ２７２３９Ｇ
高津 ２７１４４Ｇ
港南造形 ２７３００Ｈ
香里丘 ２７２７３Ｇ
金剛 ２７２６９Ｊ

サ 堺 ２７３２０Ｂ
堺上 ２７２９０Ｇ
堺工科 ２７３１２Ａ
堺西 ２７２１３Ｃ
堺東 ２７１７７Ｃ
咲くやこの花 ２７３２１Ａ
桜塚 ２７１０６Ｄ
桜宮 ２７２２１Ｄ
佐野 ２７１８４Ｆ
佐野工科 ２７３１３Ｋ
狭山 ２７２６４Ｈ

シ 四條畷 ２７１３２Ｃ
信太 ２７２８３Ｄ
渋谷 ２７１０４Ｈ
島本 ２７１２５Ａ
清水谷 ２７１４３Ｊ
城東工科 ２７３０９Ａ

ス 吹田 ２７１１８Ｈ
吹田東 ２７１２０Ｋ
水都国際 ２７３３０Ｋ
住吉 ２７１５８Ｇ
住吉商業 ２７２３３Ｈ

セ 成城 ２７３１４Ｈ
成美 ２７３０２Ｄ
摂津 ２７１２４Ｂ
泉北 ２７１７６Ｅ
泉陽 ２７１７３Ａ
千里 ２７１１９Ｆ
千里青雲 ２７３１９Ｊ

タ 大正 ２７２５３Ｂ
大正白稜 ２７３２９Ｆ
第二工芸 ２７２４９Ｄ
高石 ２７２１１Ｇ
高槻北 ２７２０７Ｊ

チ 中央 ２７２９４Ｋ
ツ 槻の木 ２７３０１Ｆ
鶴見商業 ２７２３２Ｋ

テ 豊島 ２７１０８Ａ
天王寺 ２７１５６Ａ

ト 刀根山 ２７２０６Ａ
登美丘 ２７１７２Ｂ
豊中 ２７１０５Ｆ
富田林 ２７１６６Ｈ

ナ 長尾 ２７１３６Ｆ
長野 ２７１６８Ｄ
長野北 ２７１６９Ｂ
長吉 ２７１６２Ｅ

ニ 西 ２７２２８Ａ

西成 ２７１５５Ｂ
西寝屋川 ２７２７２Ｊ
西野田工科 ２７３０６Ｇ

ネ 寝屋川 ２７１３３Ａ
ノ 農芸 ２７１９０Ａ
野崎 ２７１４１Ｂ
能勢 ２７１０９Ｊ

ハ 伯太 ２７２５８Ｃ
花園 ２７１４７Ａ
汎愛 ２７２２４Ｊ
阪南 ２７１５９Ｅ

ヒ 東 ２７２２２Ｂ
東大阪市立日新 ２７２１２Ｅ
東住吉 ２７１６１Ｇ
東住吉総合 ２７３１５Ｆ
東百舌鳥 ２７１７９Ｋ
東淀川 ２７１０２Ａ
東淀工業 ２７２３７Ａ
日根野 ２７２９３Ａ
枚岡樟風 ２７２９６Ｆ
枚方 ２７１３５Ｈ
枚方津田 ２７２９２Ｃ
枚方なぎさ ２７３０３Ｂ
平野 ２７２６８Ａ

フ 福井 ２７２８６Ｊ
福泉 ２７２８２Ｆ
藤井寺 ２７１７０Ｆ
藤井寺工科 ２７３１１Ｃ
布施 ２７１４６Ｃ
布施北 ２７２５６Ｇ
布施工科 ２７３１０Ｅ

ホ 北摂つばさ ２７３１８Ａ
マ 牧野 ２７１３７Ｄ
茨田 ２７１２８Ｅ
松原 ２７１６４Ａ

ミ 三国丘 ２７１７４Ｊ
岬 ２７２６０Ｅ
三島 ２７１２２Ｆ
みどり清朋 ２７３２３Ｇ
港 ２７１２９Ｃ
南 ２７２２３Ａ
箕面 ２７１１０Ｂ
箕面東 ２７１１１Ａ
美原 ２７１７１Ｄ
都島工業 ２７２３４Ｆ
都島第二工業 ２７２４６Ｋ

モ 桃谷 ２７２０５Ｂ
守口東 ２７２７９Ｆ

ヤ 八尾 ２７１５１Ｋ
八尾北 ２７２８０Ｋ
八尾翠翔 ２７２９７Ｄ
山田 ２７２８７Ｇ
山本 ２７１５０Ａ

ユ 夕陽丘 ２７１４５Ｅ
ヨ 淀川工科 ２７３０５Ｊ
淀川清流 ２７３２８Ｈ
淀商業 ２７２３１Ａ

リ 緑風冠 ２７３１７Ｂ
りんくう翔南 ２７３２５Ｃ

特別支援学校
イ 生野支援 ２７４６８Ｃ
和泉支援 ２７４６９Ａ
茨木支援 ２７４５５Ａ

オ 大阪北視覚支援 ２７４６３Ｂ
大阪南視覚支援 ２７４５１Ｊ

カ 交野支援 ２７４７４Ｈ
キ 岸和田支援 ２７４７１Ｃ
コ 光陽支援 ２７４６７Ｅ
サ 堺支援 ２７４５４Ｃ
佐野支援 ２７４５９Ｄ

シ 思斉支援 ２７４６５Ｊ
ス 吹田支援 ２７４４１Ａ
すながわ高等支援 ２７４３２Ｂ
住之江支援 ２７４７０Ｅ

セ 摂津支援 ２７４８２Ｊ
泉南支援 ２７４３１Ｄ
泉北高等支援 ２７４４２Ｋ

タ だいせん聴覚高等支援 ２７４４３Ｈ
高槻支援 ２７４５６Ｋ
たまがわ高等支援 ２７４４４Ｆ

チ 中央聴覚支援 ２７４６４Ａ
ト 刀根山支援 ２７４７６Ｄ
豊中支援 ２７４６０Ｈ
とりかい高等支援 ２７４８１Ａ
富田林支援 ２７４５８Ｆ

ナ 中津支援 ２７４７８Ａ
なにわ高等支援 ２７４３４Ｊ
難波支援 ２７４６６Ｇ

ニ 西浦支援 ２７４３７Ｃ
西淀川支援 ２７４７２Ａ

ネ 寝屋川支援 ２７４６１Ｆ
ヒ 東大阪支援 ２７４６２Ｄ
東住吉支援 ２７４８０Ｂ
東淀川支援 ２７４３３Ａ
枚方支援 ２７４３５Ｇ
平野支援 ２７４７５Ｆ

フ 藤井寺支援 ２７４７３Ｋ
ミ 箕面支援 ２７４７７Ｂ
ム むらの高等支援 ２７４３６Ｅ
モ 守口支援 ２７４７９Ｊ
ヤ 八尾支援 ２７４５７Ｈ
高等専門学校
オ 大阪府立大学工業高専 ２７４９１Ｈ
私 立
高等学校
ア 藍野 ２７６０４Ｋ
アサンプション国際 ２７５７８Ｇ
アナン学園 ２７５５４Ｋ
あべの翔学 ２７５１６Ｇ

ウ 上宮 ２７５２５Ｆ
上宮太子 ２７５９４Ｊ

エ 英真学園 ２７５１４Ａ
オ 追手門学院 ２７５８５Ｋ
追手門学院大手前 ２７５０２Ｇ
大阪 ２７５２７Ｂ
大阪偕星学園 ２７５１７Ｅ
大阪学院大学 ２７５７１Ｋ
大阪学芸 ２７５０７Ｈ
大阪暁光 ２７５０３Ｅ
大阪薫英女学院 ２７５５１Ｅ
大阪国際大和田 ２７５８４Ａ
大阪国際滝井 ２７５５０Ｇ
大阪産業大学附属 ２７５６２Ａ
大阪商業大学 ２７５１５Ｊ
大阪商業大学堺 ２７５８１Ｇ
大阪女学院 ２７５３３Ｇ
大阪信愛学院 ２７５３６Ａ
大阪成蹊女子 ２７５５２Ｃ
大阪星光学院 ２７５３１Ａ
大阪青凌 ２７５８９Ｂ
大阪体育大学浪商 ２７５１０Ｈ
大阪電気通信大学 ２７５６６Ｃ
大阪桐蔭 ２７５９３Ａ
大阪夕陽丘学園 ２７５０４Ｃ
大阪緑涼 ２７５５５Ｈ
大谷 ２７５３７Ｋ

カ 開明 ２７５０８Ｆ
香ヶ丘リベルテ ２７５４６Ｊ
関西大倉 ２７５６０Ｄ
関西創価 ２７５８２Ｅ
関西大学高等部 ２７６０５Ｈ
関西大学第一 ２７５２２Ａ

関西大学北陽 ２７５１１Ｆ
関西福祉科学大学 ２７５５７Ｄ
関西学院千里国際高等部 ２７５９５Ｇ

キ 近畿大学泉州 ２７５８３Ｃ
近畿大学附属 ２７５６５Ｅ
金蘭会 ２７５３４Ｅ
金蘭千里 ２７５７９Ｅ

ケ 建国 ２７５７０Ａ
賢明学院 ２７５０６Ｋ

コ 興國 ２７５１２Ｄ
神須学園 ２７６０７Ｄ
好文学園女子 ２７５２０Ｅ
向陽台 ２７５７５Ｂ
香里ヌヴェール学院 ２７５４７Ｇ
金光大阪 ２７５１９Ａ
金剛学園 ２７５９１Ｄ
金光藤蔭 ２７５４９Ｃ
金光八尾 ２７５９２Ｂ

サ 堺リベラル ２７６０９Ａ
シ 四條畷学園 ２７５４８Ｅ
四天王寺 ２７５４４Ｂ
四天王寺学園 ２７６０８Ｂ
秋桜 ２７６０２Ｃ
樟蔭 ２７５４１Ｈ
常翔学園 ２７５６１Ｂ
常翔啓光学園 ２７５７２Ｈ
城星学園 ２７５７３Ｆ
城南学園 ２７５５３Ａ
昇陽 ２７５３０Ｂ

セ 精華 ２７５１３Ｂ
清教学園 ２７５８０Ｊ
星翔 ２７５６４Ｇ
清風 ２７５６７Ａ
清風南海 ２７５７７Ｊ
清明学院 ２７５５６Ｆ
宣真 ２７５４２Ｆ

ソ 相愛 ２７５３５Ｃ
タ 大商学園 ２７５０５Ａ
太成学院大学 ２７５１８Ｃ
高槻 ２７５２９Ｊ

テ 帝塚山学院 ２７５４０Ｋ
帝塚山学院泉ケ丘 ２７５８６Ｈ
天王寺学館 ２７６００Ｇ

ト 東海大学付属大阪仰星 ２７５８７Ｆ
同志社香里 ２７５２８Ａ

ナ 長尾谷 ２７５９９Ｋ
浪速 ２７５２６Ｄ

ハ 梅花 ２７５３２Ｊ
羽衣学園 ２７５４５Ａ
初芝富田林 ２７５９０Ｆ
初芝立命館 ２７５２１Ｃ
阪南大学 ２７５６３Ｊ

ヒ PL学園 ２７５６８Ｋ
東大阪大学柏原 ２７５７６Ａ
東大阪大学敬愛 ２７５６９Ｈ
東大谷 ２７５３８Ｈ

フ プール学院 ２７５０１Ｊ
ミ 箕面学園 ２７５５８Ｂ
箕面自由学園 ２７５５９Ａ

メ 明浄学院 ２７５４３Ｄ
明星 ２７５２３Ｋ

モ 桃山学院 ２７５２４Ｈ
ヤ 八洲学園 ２７５９８Ａ
リ 履正社 ２７５０９Ｄ
ル ルネサンス大阪 ２７６０６Ｆ
ワ YMCA学院 ２７６０１Ｅ
早稲田摂陵 ２７５７４Ｄ

中等教育学校
オ 大阪学芸 ２７６０３Ａ

上記以外の高等学校等 ２７９９９Ｅ

【兵庫県】
国 立
中等教育学校
コ 神戸大学附属 ２８００１Ｂ
特別支援学校
コ 神戸大学附属特別支援 ２８０５１Ｊ
高等専門学校
ア 明石工業高専 ２８０９１Ｈ
公 立
高等学校
ア 相生 ２８２１９Ｈ
相生産業 ２８１９１Ｄ
明石 ２８１５０Ｇ
明石北 ２８１５２Ｃ
明石清水 ２８２５９Ｇ
明石商業 ２８２４６Ｅ
明石城西 ２８２６７Ｈ
明石西 ２８１５３Ａ
明石南 ２８１５１Ｅ
赤穂 ２８１８２Ｅ
芦屋（県立） ２８１２５Ｆ
網干 ２８２５６Ｂ
尼崎（市立） ２８２３９Ｂ
尼崎（県立） ２８１２６Ｄ
尼崎稲園 ２８２５０Ｃ
尼崎小田 ２８１２９Ｊ
尼崎北 ２８１２７Ｂ
尼崎工業（県立） ２８１３８Ｈ
尼崎双星 ２８２９０Ｂ
尼崎西 ２８１２８Ａ
有馬 ２８１４４Ｂ
淡路 ２８２１６Ｃ
淡路三原 ２８２８６Ｄ

イ 家島 ２８２６９Ｄ
伊川谷 ２８１１３Ｂ
伊川谷北 ２８２７２Ｄ
生野 ２８２０２Ｃ
出石 ２８２０６Ｆ
伊丹（市立） ２８２４４Ｊ
伊丹（県立） ２８１３１Ａ
伊丹北 ２８１３２Ｊ
伊丹西 ２８２５５Ｄ
猪名川 ２８１３７Ｋ
伊和 ２８１８６Ｈ

オ 小野 ２８１５８Ｂ
小野工業 ２８１６８Ｋ

カ 柏原 ２８１４５Ａ
科学技術 ２８２８３Ｋ
加古川北 ２８２５２Ｋ
加古川西 ２８１５５Ｈ
加古川東 ２８１５４Ｋ
加古川南 ２８２６５Ａ
香住 ２８２０４Ｋ
上郡 ２８１８３Ｃ
川西北陵 ２８２６４Ｃ
川西緑台 ２８１３５Ｃ
川西明峰 ２８１３６Ａ
神崎 ２８２２０Ａ
神崎工業 ２８１４３Ｄ

キ 北須磨 ２８１０８Ｆ
錦城 ２８１７１Ｋ

ク 楠 ２８２３２Ｅ
コ 香寺 ２８１７８Ｇ
神戸 ２８１０２Ｇ
神戸北 ２８１０９Ｄ
神戸工科 ２８２８４Ｈ
神戸工業 ２８１１８Ｃ
神戸甲北 ２８１１０Ｈ
神戸商業 ２８１１５Ｊ

神戸鈴蘭台 ２８２８５Ｆ
神戸高塚 ２８２６６Ｋ
国際 ２８２８１Ｃ
琴丘 ２８２４８Ａ
琴ノ浦 ２８２９２Ｊ

サ 篠山産業 ２８１４９Ｃ
篠山東雲 ２８２８９Ｊ
篠山鳳鳴 ２８１４８Ｅ
佐用 ２８１８４Ａ
三田祥雲館 ２８２７８Ｃ
三田西陵 ２８２７４Ａ

シ 飾磨 ２８２４９Ｋ
飾磨工業 ２８１９０Ｆ
松陽 ２８１５７Ｄ
神港橘 ２８２９３Ｇ

ス 須磨翔風 ２８２８８Ａ
須磨友が丘 ２８２６２Ｇ
須磨東 ２８２５１Ａ
洲本 ２８２１１Ｂ
洲本実業 ２８２１５Ｅ

セ 青雲 ２８１２０Ｅ
星陵 ２８１０７Ｈ

タ 太子 ２８１９７Ｃ
多可 ２８１６０Ｄ
高砂 ２８１５６Ｆ
高砂南 ２８２６０Ａ
宝塚 ２８１３３Ｇ
宝塚北 ２８２７０Ｈ
宝塚西 ２８２１８Ｋ
宝塚東 ２８１３４Ｅ
但馬農業 ２８２１０Ｄ
龍野 ２８１８０Ｊ
龍野北 ２８２８７Ｂ

チ 千種 ２８１８７Ｆ
ツ 津名 ２８２１２Ａ
ト 東播工業 ２８１６７Ａ
豊岡 ２８１９８Ａ
豊岡総合 ２８２７９Ａ

ナ 長田 ２８１０５Ａ
長田商業 ２８１１９Ａ
鳴尾 ２８１２２Ａ

ニ 西宮（市立） ２８２３６Ｈ
西宮（県立） ２８１２１Ｃ
西宮今津 ２８２１７Ａ
西宮甲山 ２８２６３Ｅ
西宮北 ２８１２３Ｋ
西宮香風 ２８２７７Ｅ
西宮東 ２８２３８Ｄ
西宮南 ２８１２４Ｈ
西脇 ２８１５９Ａ
西脇北 ２８１７２Ｈ
西脇工業 ２８１６９Ｈ

ノ 農業 ２８１６６Ｃ
ハ 浜坂 ２８２０５Ｈ
播磨農業 ２８１７０Ａ
播磨南 ２８２６８Ｆ
阪神昆陽 ２８２９１Ａ

ヒ 東灘 ２８１１２Ｄ
東播磨 ２８２２１Ｋ
氷上 ２８１４７Ｇ
氷上西 ２８１４６Ｊ
日高 ２８１９９Ｋ
姫路 ２８２４７Ｃ
姫路北 ２８１９４Ｊ
姫路工業 ２８１８８Ｄ
姫路飾西 ２８２７１Ｆ
姫路商業 ２８１８９Ｂ
姫路西 ２８１７４Ｄ
姫路東 ２８１７３Ｆ
姫路別所 ２８１７６Ａ
姫路南 ２８１７５Ｂ
兵庫 ２８１０３Ｅ
兵庫県立大学附属 ２８２７５Ｊ
兵庫工業 ２８１１４Ａ

フ 葺合 ２８２２４Ｄ
福崎 ２８１７７Ｊ

ホ 北条 ２８１６２Ａ
北摂三田 ２８２７３Ｂ

マ 舞子 ２８１１１Ｆ
摩耶兵庫 ２８２３１Ｇ

ミ 御影 ２８１０１Ｊ
三木 ２８１６３Ｊ
三木北 ２８２６１Ｊ
三木東 ２８１６４Ｇ
湊川 ２８１１７Ｅ

ム 武庫荘総合 ２８２８０Ｅ
村岡 ２８２０３Ａ

ヤ 社 ２８１６１Ｂ
山崎 ２８１８５Ｋ

ユ 夢前 ２８１７９Ｅ
夢野台 ２８１０４Ｃ

ヨ 八鹿 ２８２００Ｇ
吉川 ２８１６５Ｅ

ロ 六甲アイランド ２８２７６Ｇ
ワ 和田山 ２８２０９Ａ
中等教育学校
ア 芦屋国際 ２８２８２Ａ
特別支援学校
ア 明石養護 ２８４７７Ｈ
赤穂特別支援 ２８４７６Ｋ
芦屋特別支援 ２８４３１Ｋ
あまよう特別支援 ２８４６４Ｆ
あわじ特別支援 ２８４３２Ｈ

イ 出石特別支援 ２８４７５Ａ
伊丹特別支援 ２８４６５Ｄ
いなみ野特別支援 ２８４７３Ｅ
いぶき明生支援 ２８４３６Ａ

ウ 上野ケ原特別支援 ２８４６２Ｋ
カ 加古川養護 ２８４７８Ｆ
加西特別支援 ２８４８１Ｆ
川西養護 ２８４７２Ｇ

キ 北はりま特別支援 ２８４８０Ｈ
コ 高等特別支援 ２８４８３Ｂ
神戸聴覚特別支援 ２８４５２Ｂ
神戸特別支援 ２８４７０Ａ
こやの里特別支援 ２８４７１Ｊ

サ 篠山養護 ２８４８２Ｄ
シ 視覚特別支援 ２８４５１Ｄ
書写養護 ２８４６７Ａ

セ 青陽須磨支援 ２８４４３Ｃ
青陽東養護 ２８４５９Ｋ

タ 宝塚市立養護 ２８４６３Ｈ
ニ 西神戸高等特別支援 ２８４３７Ｊ
西宮養護 ２８４６６Ｂ
西はりま特別支援 ２８４４１Ｇ

ノ のじぎく特別支援 ２８４４６Ｈ
ハ 播磨特別支援 ２８４５５Ｇ
阪神昆陽特別支援 ２８４３３Ｆ
阪神特別支援 ２８４５３Ａ

ヒ 東はりま特別支援 ２８４４４Ａ
氷上特別支援 ２８４７４Ｃ
ひまわり特別支援 ２８４３５Ｂ
姫路しらさぎ特別支援 ２８４３４Ｄ
姫路聴覚特別支援 ２８４５４Ｊ
姫路特別支援 ２８４６８Ｊ

モ 盲（市立） ２８４５７Ｃ
ユ 友生支援 ２８４５８Ａ
ワ 和田山特別支援 ２８４８４Ａ
高等専門学校
コ 神戸市立工業高専 ２８４９１Ｃ
私 立
高等学校

ア 相生学院 ２８５５４Ｅ
愛徳学園 ２８５２２Ｇ
芦屋学園 ２８５３６Ｇ

イ 育英 ２８５１８Ｊ
生野学園 ２８５５１Ａ
市川 ２８５４６Ｄ

エ AIE国際 ２８５５５Ｃ
オ 小林聖心女子学院 ２８５２５Ａ
カ 関西学院高等部 ２８５２８Ｆ
キ 近畿大学附属豊岡 ２８５４７Ｂ
ケ 啓明学院 ２８５０９Ｋ
賢明女子学院 ２８５４３Ｋ

コ 甲子園学院 ２８５３３Ｂ
甲南 ２８５０１Ｄ
甲南女子 ２８５０２Ｂ
神戸海星女子学院 ２８５０５Ｇ
神戸学院大学附属 ２８５１３Ｈ
神戸弘陵学園 ２８５４８Ａ
神戸国際 ２８５５２Ｊ
神戸国際大学附属 ２８５２３Ｅ
神戸女学院高等学部 ２８５２９Ｄ
神戸星城 ２８５１６Ｂ
神戸第一 ２８５０８Ａ
神戸常盤女子 ２８５１５Ｄ
神戸野田 ２８５１７Ａ
神戸村野工業 ２８５１４Ｆ
神戸山手女子 ２８５１１Ａ
神戸龍谷 ２８５０７Ｃ
甲陽学院 ２８５３４Ａ

サ 三田学園 ２８５３７Ｅ
三田松聖 ２８５３８Ｃ

シ 自由ケ丘 ２８５４９Ｊ
夙川 ２８５３５Ｊ
淳心学院 ２８５４４Ｈ
松蔭 ２８５０６Ｅ
神港学園 ２８５１０Ｃ
親和女子 ２８５１２Ｋ

ス 須磨学園 ２８５２０Ａ
ソ 蒼開 ２８５３９Ａ
園田学園 ２８５２６Ｋ

タ 第一学院（養父校） ２８５５３Ｇ
滝川 ２８５１９Ｇ
滝川第二 ２８５５０Ｂ

ト 東洋大学附属姫路 ２８５４５Ｆ
ナ 灘 ２８５０３Ａ
ニ 仁川学院 ２８５３１Ｆ
ハ 白陵 ２８５４０Ｅ
ヒ 日ノ本学園 ２８５４２Ａ
雲雀丘学園 ２８５２４Ｃ
兵庫県播磨 ２８５４１Ｃ
兵庫大学附属須磨ノ浦 ２８５２１Ｊ

ホ 報徳学園 ２８５３０Ｈ
ム 武庫川女子大学附属 ２８５３２Ｄ
ユ 百合学院 ２８５２７Ｈ
ロ 六甲学院 ２８５０４Ｊ

上記以外の高等学校等 ２８９９９Ａ

【奈良県】
国 立
中等教育学校
ナ 奈良女子大学附属 ２９００１Ｈ
高等専門学校
ナ 奈良工業高専 ２９０９１Ｃ
公 立
高等学校
イ 生駒 ２９１０４Ｊ
一条 ２９１３１Ｆ

ウ 畝傍 ２９１１２Ｋ
オ 王寺工業 ２９１１８Ｊ
大宇陀 ２９１１７Ａ
大淀 ２９１２５Ａ

カ 香芝 ２９１３７Ｅ
橿原 ２９１１３Ｈ

コ 郡山 ２９１０８Ａ
五條 ２９１２８Ｆ
御所実業 ２９１５５Ｃ

サ 桜井 ２９１１５Ｄ
シ 磯城野 ２９１５２Ｊ
榛生昇陽 ２９１４９Ｊ

セ 青翔 ２９１２４Ｃ
西和清陵 ２９１４８Ａ

ソ 添上 ２９１０９Ｋ
タ 高田 ２９１２０Ａ
高田商業 ２９１３２Ｄ
高取国際 ２９１４３Ｋ
高円 ２９１３８Ｃ

ト 十津川 ２９１２９Ｄ
登美ケ丘 ２９１４７Ｂ

ナ 奈良 ２９１０３Ａ
奈良北 ２９１５０Ｂ
奈良情報商業 ２９１５３Ｇ
奈良朱雀 ２９１５６Ａ

ニ 二階堂 ２９１３０Ｈ
西の京 ２９１３３Ｂ

ヘ 平城 ２９１３６Ｇ
ホ 法隆寺国際 ２９１５１Ａ
ヤ 大和広陵 ２９１５４Ｅ
大和中央 ２９１５７Ｋ
山辺 ２９１１０Ｃ

ヨ 吉野 ２９１３５Ｊ
特別支援学校
ア 明日香養護 ２９４５３Ｆ
オ 大淀養護 ２９４５６Ａ
コ 高等養護 ２９４５７Ｊ
セ 西和養護 ２９４４２Ａ
ナ 奈良西養護 ２９４４３Ｊ
奈良東養護 ２９４４１Ｂ
奈良養護 ２９４５８Ｇ

ニ 二階堂養護 ２９４５９Ｅ
モ 盲 ２９４５１Ｋ
ロ ろう ２９４５２Ｈ
私 立
高等学校
ア 飛鳥未来 ２９５２０Ｆ
イ 育英西 ２９５１４Ａ
カ 橿原学院 ２９５０８Ｇ
関西中央 ２９５０７Ｊ
関西文化芸術 ２９５２２Ｂ

チ 智辯学園 ２９５０９Ｅ
智辯学園奈良カレッジ
高等部 ２９５１８Ｄ

テ 帝塚山 ２９５０２Ｈ
天理 ２９５０３Ｆ
天理教校学園 ２９５１２Ｅ

ト 東大寺学園 ２９５０６Ａ
ナ 奈良育英 ２９５０１Ｋ
奈良学園 ２９５１３Ｃ
奈良学園登美ヶ丘 ２９５１９Ｂ
奈良女子 ２９５０４Ｄ
奈良大学附属 ２９５０５Ｂ
奈良文化 ２９５１０Ｊ

ニ 西大和学園 ２９５１５Ｋ
日本教育学院 ２９５２１Ｄ

中等教育学校
セ 聖心学園 ２９５１７Ｆ

上記以外の高等学校等 ２９９９９Ｆ



【和歌山県】
国 立
特別支援学校
ワ 和歌山大学教育学部
附属特別支援 ３００５１Ｋ

高等専門学校
ワ 和歌山工業高専 ３００９１Ｊ
公 立
高等学校
ア 有田中央 ３０１２２Ｂ
イ 伊都中央 ３０１４５Ａ
カ 海南 ３０１１９Ｂ
海南下津 ３０１４２Ｇ
神島 ３０１２８Ａ
笠田 ３０１０４Ｄ

キ 紀央館 ３０１２５Ｇ
貴志川 ３０１０８Ｇ
きのくに青雲 ３０１４４Ｃ
紀北工業 ３０１０２Ｈ
紀北農芸 ３０１４１Ｊ

ク 串本古座 ３０１４３Ｅ
熊野 ３０１３１Ａ

コ 向陽 ３０１０９Ｅ
粉河 ３０１０６Ａ

シ 新宮 ３０１３４Ｆ
新翔 ３０１３５Ｄ

セ 星林 ３０１１８Ｄ
タ 耐久 ３０１２３Ａ
田辺 ３０１２７Ｃ
田辺工業 ３０１２９Ｋ

ト 桐蔭 ３０１１２Ｅ
ナ 那賀 ３０１０７Ｊ
南紀 ３０１３０Ｃ

ハ 橋本 ３０１０１Ｋ
ヒ 日高 ３０１２４Ｊ
ミ 南部 ３０１２６Ｅ
箕島 ３０１２１Ｄ

ワ 和歌山（市立） ３０１３６Ｂ
和歌山（県立） ３０１３９Ｇ
和歌山北 ３０１１１Ｇ
和歌山工業 ３０１１６Ｈ
和歌山商業 ３０１１５Ｋ
和歌山東 ３０１１０Ｊ

特別支援学校
キ 紀伊コスモス支援 ３０４４１Ｈ
きのかわ支援 ３０４５６Ｆ
紀北支援 ３０４５２Ｃ

タ たちばな支援 ３０４５８Ｂ
ナ 南紀支援 ３０４５１Ｅ
ハ はまゆう支援 ３０４５５Ｈ
ミ みくまの支援 ３０４５７Ｄ
みはま支援 ３０４５９Ａ

ワ 和歌山さくら支援 ３０４３１Ａ
和歌山盲 ３０４５３Ａ
和歌山ろう ３０４５４Ｋ

私 立
高等学校
カ 開智 ３０５０２Ｃ
キ 近畿大学附属新宮 ３０５０５Ｈ
近畿大学附属和歌山 ３０５０７Ｄ

ケ 慶風 ３０５１０Ｄ
コ 高野山 ３０５０１Ｅ
チ 智辯学園和歌山 ３０５０６Ｆ
ハ 初芝橋本 ３０５０９Ａ
リ りら創造芸術 ３０５１１Ｂ
ワ 和歌山信愛 ３０５０３Ａ
和歌山南陵 ３０５０８Ｂ

上記以外の高等学校等 ３０９９９Ａ

【鳥取県】
国 立
特別支援学校
ト 鳥取大学附属特別支援 ３１０５１Ｅ
高等専門学校
ヨ 米子工業高専 ３１０９１Ｄ
公 立
高等学校
ア 青谷 ３１１１０Ｄ
イ 岩美 ３１１０７Ｄ
ク 倉吉総合産業 ３１１３１Ｇ
倉吉西 ３１１１２Ａ
倉吉農業 ３１１１３Ｊ
倉吉東 ３１１１１Ｂ

サ 境 ３１１２４Ｄ
境港総合技術 ３１１３３Ｃ

チ 智頭農林 ３１１０９Ａ
ト 鳥取工業 ３１１０４Ｋ
鳥取湖陵 ３１１３０Ｊ
鳥取商業 ３１１０３Ａ
鳥取中央育英 ３１１３２Ｅ
鳥取西 ３１１０２Ｃ
鳥取東 ３１１０１Ｅ
鳥取緑風 ３１１３４Ａ

ヒ 日野 ３１１２９Ｅ
ヤ 八頭 ３１１０８Ｂ
ヨ 米子 ３１１２０Ａ
米子工業 ３１１２２Ｈ
米子西 ３１１１９Ｈ
米子白鳳 ３１１３５Ｋ
米子東 ３１１１８Ｋ
米子南 ３１１２１Ｋ

特別支援学校
カ 皆生養護 ３１４５３Ｇ
ク 倉吉養護 ３１４５４Ｅ
コ 琴の浦高等特別支援 ３１４５７Ｋ
ト 鳥取盲 ３１４５１Ａ
鳥取養護 ３１４４１Ｃ
鳥取ろう ３１４５２Ｊ

ハ 白兎養護 ３１４５５Ｃ
ヨ 米子養護 ３１４５６Ａ
私 立
高等学校
ク 倉吉北 ３１５０３Ｇ
セ 青翔開智 ３１５０８Ｈ
ト 鳥取敬愛 ３１５０１Ａ
鳥取城北 ３１５０２Ｊ

ユ 湯梨浜学園 ３１５０７Ｋ
ヨ 米子北 ３１５０４Ｅ
米子松蔭 ３１５０５Ｃ
米子北斗 ３１５０６Ａ

上記以外の高等学校等 ３１９９９Ｇ

【島根県】
国 立
高等専門学校
マ 松江工業高専 ３２０９１Ｋ
公 立
高等学校
イ 飯南 ３２１１０Ｋ
出雲 ３２１１２Ｆ
出雲工業 ３２１１３Ｄ
出雲商業 ３２１１４Ｂ
出雲農林 ３２１１５Ａ

オ 大田 ３２１１７Ｇ
隠岐 ３２１３２Ａ
隠岐水産 ３２１３４Ｇ
隠岐島前 ３２１３３Ｊ

コ 江津 ３２１２２Ｃ
江津工業 ３２１２３Ａ

シ 島根中央 ３２１３９Ｈ
情報科学 ３２１３７Ａ
宍道 ３２１４０Ａ

タ 大社 ３２１１６Ｊ
大東 ３２１０７Ｋ

ツ 津和野 ３２１３１Ｂ
ニ 邇摩 ３２１１８Ｅ
ハ 浜田 ３２１２４Ｋ
浜田商業 ３２１２５Ｈ
浜田水産 ３２１２６Ｆ

ヒ 平田 ３２１１１Ｈ
マ 益田 ３２１２７Ｄ
益田翔陽 ３２１３８Ｋ
松江北 ３２１０２Ｊ
松江工業 ３２１０５Ｃ
松江商業 ３２１０６Ａ
松江市立女子 ３２１３５Ｅ
松江農林 ３２１０４Ｅ
松江東 ３２１３６Ｃ
松江南 ３２１０３Ｇ

ミ 三刀屋 ３２１０９Ｆ
ヤ 矢上 ３２１２１Ｅ
安来 ３２１０１Ａ

ヨ 横田 ３２１０８Ｈ
吉賀 ３２１３０Ｄ

特別支援学校
イ 出雲養護 ３２４５５Ｊ
石見養護 ３２４５６Ｇ

オ 隠岐養護 ３２４６１Ｃ
コ 江津清和養護 ３２４５９Ａ
ハ 浜田養護 ３２４６０Ｅ
浜田ろう ３２４５３Ｂ

マ 益田養護 ３２４４１Ｊ
松江清心養護 ３２４５４Ａ
松江緑が丘養護 ３２４５７Ｅ
松江養護 ３２４５８Ｃ
松江ろう ３２４５２Ｄ

モ 盲 ３２４５１Ｆ
私 立
高等学校
イ 出雲西 ３２５０７Ｅ
出雲北陵 ３２５０６Ｇ
石見智翠館 ３２５０８Ｃ

カ 開星 ３２５０１Ｆ
キ キリスト教愛真 ３２５１３Ｋ
シ 松徳学院 ３２５０４Ａ
マ 益田東 ３２５１２Ａ
松江西 ３２５０５Ｊ

メ 明誠 ３２５０９Ａ
リ 立正大学淞南 ３２５０２Ｄ

上記以外の高等学校等 ３２９９９Ｂ

【岡山県】
国 立
特別支援学校
オ 岡山大学教育学部
附属特別支援 ３３０５１Ｆ

高等専門学校
ツ 津山工業高専 ３３０９１Ｅ
公 立
高等学校
イ 井原 ３３１３０Ｋ
井原市立 ３３１７１Ｇ

ウ 宇治 ３３１６５Ｂ
烏城 ３３１０２Ｄ

オ 岡山朝日 ３３１０１Ｆ
岡山一宮 ３３１８２Ｂ
岡山工業 ３３１０６Ｇ
岡山後楽館 ３３１８８Ａ
岡山城東 ３３１８７Ｃ
岡山操山 ３３１０３Ｂ
岡山東商業 ３３１０８Ｃ
岡山芳泉 ３３１０５Ｊ
岡山御津 ３３１９３Ｈ
岡山南 ３３１０９Ａ
邑久 ３３１４４Ｋ

カ 笠岡 ３３１２６Ａ
笠岡工業 ３３１２７Ｋ
笠岡商業 ３３１２８Ｈ
片上 ３３１７３Ｃ
勝間田 ３３１５８Ｋ
勝山 ３３１５４Ｇ
鴨方 ３３１４６Ｆ

ク 倉敷天城 ３３１１１Ｃ
倉敷工業 ３３１１４Ｈ
倉敷古城池 ３３１８３Ａ
倉敷商業 ３３１１６Ｄ
倉敷翔南 ３３１９０Ｃ
倉敷市立工業 ３３１６７Ｊ
倉敷青陵 ３３１１０Ｅ
倉敷中央 ３３１１３Ｋ
倉敷南 ３３１１２Ａ
倉敷鷲羽 ３３１９２Ｋ

コ 興陽 ３３１４５Ｈ
サ 西大寺 ３３１２９Ｆ
セ 精思 ３３１７５Ｋ
瀬戸 ３３１３９Ｃ
瀬戸南 ３３１４０Ｇ

ソ 総社 ３３１３２Ｆ
総社南 ３３１８６Ｅ

タ 高梁 ３３１３３Ｄ
高梁城南 ３３１９１Ａ
高松農業 ３３１４８Ｂ
玉島（県立） ３３１２４Ｅ
玉島（市立） ３３１７０Ｊ
玉島商業 ３３１２５Ｃ
玉野 ３３１２１Ａ
玉野光南 ３３１８４Ｊ
玉野商工 ３３１７６Ｈ
玉野備南 ３３１７７Ｆ

ツ 津山 ３３１１７Ｂ
津山工業 ３３１１８Ａ
津山商業 ３３１１９Ｊ
津山東 ３３１２０Ｂ

ニ 新見 ３３１３５Ａ
ハ 林野 ３３１６０Ａ
ヒ 東岡山工業 ３３１０７Ｅ
備前緑陽 ３３１８９Ｋ

マ 松山 ３３１７２Ｅ
真庭 ３３１９５Ｄ
真備陵南 ３３１８０Ｆ

ミ 水島工業 ３３１１５Ｆ
ヤ 矢掛 ３３１４７Ｄ
ワ 和気閑谷 ３３１４２Ｃ
中等教育学校
オ 岡山大安寺 ３３１９４Ｆ
特別支援学校
オ 岡山支援 ３３４５３Ｈ
岡山瀬戸高等支援 ３３４４３Ａ
岡山西支援 ３３４５６Ｂ
岡山東支援 ３３４４１Ｄ
岡山南支援 ３３４４２Ｂ
岡山盲 ３３４５１Ａ

岡山ろう ３３４５２Ｋ
ク 倉敷琴浦高等支援 ３３４３１Ｇ
倉敷支援 ３３４５７Ａ
倉敷まきび支援 ３３４３２Ｅ

ケ 健康の森学園支援 ３３４６０Ａ
セ 西備支援 ３３４５８Ｊ
タ 誕生寺支援 ３３４５５Ｄ
ト 東備支援 ３３４５９Ｇ
ハ 早島支援 ３３４５４Ｆ
私 立
高等学校
オ 岡山 ３３５２３Ｂ
岡山学芸館 ３３５１４Ｃ
岡山県共生 ３３５２１Ｆ
岡山県作陽 ３３５１１Ｊ
岡山県高梁日新 ３３５１６Ｋ
岡山県美作 ３３５１０Ａ
おかやま山陽 ３３５１９Ｄ
岡山商科大学附属 ３３５０５Ｄ
岡山白陵 ３３５２２Ｄ
岡山理科大学附属 ３３５０８Ｊ
岡山龍谷 ３３５１３Ｅ

カ 鹿島朝日 ３３５２６Ｇ
川崎医科大学附属 ３３５２０Ｈ
関西 ３３５０６Ｂ

キ 吉備高原学園 ３３５２４Ａ
ク 倉敷 ３３５０７Ａ
倉敷翠松 ３３５０９Ｇ

コ 興譲館 ３３５１５Ａ
金光学園 ３３５１８Ｆ

サ 山陽女子 ３３５０１Ａ
シ 滋慶学園 ３３５２７Ｅ
就実 ３３５０２Ｋ

セ 清心女子 ３３５１７Ｈ
ソ 創志学園 ３３５０４Ｆ
メ 明誠学院 ３３５０３Ｈ
中等教育学校
ア 朝日塾 ３３５２５Ｊ

上記以外の高等学校等 ３３９９９Ｈ

【広島県】
国 立
高等学校
ヒ 広島大学附属 ３４００１Ｅ
広島大学附属福山 ３４００２Ｃ

高等専門学校
ク 呉工業高専 ３４０９２Ｊ
ヒ 広島商船高専 ３４０９１Ａ
公 立
高等学校
ア 安芸 ３４１２１Ｆ
安芸府中 ３４１８９Ｅ
安芸南 ３４２００Ｋ
芦品まなび学園 ３４２０７Ｇ

イ 五日市 ３４１２０Ｈ
因島 ３４２０６Ｊ

オ 大柿 ３４１１２Ｇ
大崎海星 ３４２０４Ｂ
大竹 ３４１１１Ｊ
大手町商業 ３４１７７Ａ
尾道北 ３４１３２Ａ
尾道商業 ３４１３３Ｋ
尾道東 ３４１３１Ｃ
音戸 ３４１２６Ｇ

カ 海田 ３４１０６Ｂ
加計 ３４１１５Ａ
可部 ３４１０７Ａ
賀茂 ３４１１３Ｅ
賀茂北 ３４１１７Ｈ
神辺 ３４１５２Ｆ
神辺旭 ３４１９０Ｊ

キ 祇園北 ３４１９４Ａ
ク 熊野 ３４１８３Ｆ
呉 ３４１７８Ｋ
呉工業 ３４１２８Ｃ
呉商業 ３４１２９Ａ
呉昭和 ３４１９６Ｈ
呉三津田 ３４１２５Ｊ
呉宮原 ３４１２４Ａ
黒瀬 ３４１１９Ｄ

コ 河内 ３４１１８Ｆ
高陽 ３４１８２Ｈ
高陽東 ３４１９５Ｋ

サ 西城紫水 ３４１６３Ａ
西条農業 ３４１１４Ｃ
佐伯 ３４１０９Ｇ

シ 上下 ３４１５６Ｊ
沼南 ３４１５１Ｈ
庄原格致 ３４１６５Ｈ
庄原実業 ３４１６４Ｋ

セ 瀬戸田 ３４１４３Ｇ
世羅 ３４１４０Ｂ

ソ 総合技術 ３４２０９Ｃ
タ 大門 ３４１５９Ｃ
竹原 ３４１３７Ｂ
忠海 ３４１３６Ｄ

チ 千代田 ３４１１６Ｋ
ト 東城 ３４１６２Ｃ
戸手 ３４２０５Ａ
豊田 ３４１８５Ｂ

ニ 西 ３４２０２Ｆ
日彰館 ３４１７１Ｂ

ヌ 沼田 ３４１９９Ｂ
ハ 廿日市 ３４１０８Ｊ
廿日市西 ３４１９３Ｃ

ヒ 東 ３４２０３Ｄ
広 ３４１２３Ｂ
広島 ３４２０８Ｅ
広島井口 ３４１８４Ｄ
広島叡智学園 ３４２１２Ｃ
広島観音 ３４１０１Ａ
広島県尾道南 ３４１７９Ｈ
広島工業（市立） ３４１７６Ｃ
広島工業（県立） ３４１０４Ｆ
広島国泰寺 ３４１０２Ｋ
広島商業（市立） ３４１７５Ｅ
広島商業（県立） ３４１０５Ｄ
広島皆実 ３４１０３Ｈ
広島みらい創生 ３４２１１Ｅ

フ 福山 ３４１８０Ａ
福山葦陽 ３４１４８Ｈ
福山工業 ３４１４９Ｆ
福山商業 ３４１５３Ｄ
福山誠之館 ３４１４７Ｋ
福山明王台 ３４１６１Ｅ
府中 ３４１５４Ｂ
府中東 ３４１８１Ｋ
舟入 ３４１７３Ｊ

マ 松永 ３４１５０Ｋ
ミ 美鈴が丘 ３４２０１Ｈ
御調 ３４１３９Ｊ
三原 ３４１３４Ｈ
三原東 ３４１３５Ｆ
宮島工業 ３４１１０Ａ
三次 ３４１６７Ｄ
三次青陵 ３４１６６Ｆ

ム 向原 ３４１６９Ａ
モ 基町 ３４１７４Ｇ
ヤ 安西 ３４１８８Ｇ

安古市 ３４１２２Ｄ
ユ 油木 ３４１５７Ｇ
湯来南 ３４１９８Ｄ

ヨ 吉田 ３４１６８Ｂ
中等教育学校
ヒ 広島 ３４２１０Ｇ
特別支援学校
オ 尾道特別支援 ３４４３１Ｂ
ク 呉特別支援 ３４４６２Ｂ
呉南特別支援 ３４４３２Ａ
黒瀬特別支援 ３４４６６Ｅ

サ 西条特別支援 ３４４５４Ａ
シ 庄原特別支援 ３４４６３Ａ
ヌ 沼隈特別支援 ３４４６５Ｇ
ハ 廿日市特別支援 ３４４５５Ｋ
ヒ 広島北特別支援 ３４４６４Ｊ
広島中央特別支援 ３４４５１Ｇ
広島特別支援（市立） ３４４６７Ｃ
広島特別支援（県立） ３４４５３Ｃ
広島西特別支援 ３４４５６Ｈ
広島南特別支援 ３４４５２Ｅ

フ 福山北特別支援 ３４４６０Ｆ
福山特別支援 ３４４５９Ｂ

ミ 三原特別支援 ３４４６１Ｄ
私 立
高等学校
エ 盈進 ３４５２７Ａ
英数学館 ３４５３５Ａ
AICJ ３４５１６Ｅ

オ 尾道 ３４５３１Ｊ
キ 銀河学院 ３４５３４Ｃ
近畿大学附属広島
（東広島校） ３４５３７Ｈ
近畿大学附属広島（福山校）３４５２９Ｇ

ク 呉青山 ３４５４０Ｈ
コ 広陵 ３４５０３Ｃ
呉港 ３４５２４Ｆ

サ 山陽 ３４５０４Ａ
山陽女学園高等部 ３４５１５Ｇ

シ 清水ケ丘 ３４５２５Ｄ
修道 ３４５０１Ｇ
如水館 ３４５３６Ｋ
進徳女子 ３４５０６Ｈ

ソ 崇徳 ３４５０２Ｅ
タ 武田 ３４５２６Ｂ
ト 東林館 ３４５３９Ｄ
ナ 並木学院 ３４５４１Ｆ
並木学院福山 ３４５４３Ｂ

ノ ノートルダム清心 ３４５１０Ｆ
ヒ 比治山女子 ３４５０８Ｄ
広島音楽 ３４５１２Ｂ
広島学院 ３４５２０Ｃ
広島県瀬戸内 ３４５０５Ｋ
広島工業大学 ３４５１９Ｋ
広島国際学院 ３４５１３Ａ
広島桜が丘 ３４５２３Ｈ
広島三育学院 ３４５３３Ｅ
広島修道大学ひろしま協創 ３４５１４Ｊ
広島城北 ３４５２１Ａ
広島翔洋 ３４５１１Ｄ
広島女学院 ３４５０９Ｂ
広島新庄 ３４５１７Ｃ
広島なぎさ ３４５２２Ｋ
広島文教大学附属 ３４５１８Ａ

フ 福山暁の星女子 ３４５２８Ｊ
ヤ 安田女子 ３４５０７Ｆ

上記以外の高等学校等 ３４９９９Ｃ

【山口県】
国 立
特別支援学校
ヤ 山口大学教育学部
附属特別支援 ３５０５１Ｇ

高等専門学校
ウ 宇部工業高専 ３５０９２Ｄ
オ 大島商船高専 ３５０９３Ｂ
ト 徳山工業高専 ３５０９１Ｆ
公 立
高等学校
ア 厚狭 ３５１３８Ｆ
イ 岩国 ３５１０３Ｃ
岩国工業 ３５１０６Ｈ
岩国商業 ３５１０５Ｋ
岩国総合 ３５１０４Ａ

ウ 宇部 ３５１３１Ｊ
宇部工業 ３５１３５Ａ
宇部商業 ３５１３４Ｃ
宇部中央 ３５１３２Ｇ
宇部西 ３５１３３Ｅ

オ 大津緑洋 ３５１７５Ａ
小野田 ３５１３６Ｋ
小野田工業 ３５１３７Ｈ

カ 華陵 ３５１６７Ｋ
ク 下松 ３５１１７Ｃ
下松工業 ３５１１８Ａ
熊毛北 ３５１１６Ｅ
熊毛南 ３５１１３Ａ

サ 西京 ３５１６６Ａ
シ 下関北 ３５１７９Ｃ
下関工科 ３５１７８Ｅ
下関商業 ３５１６０Ｂ
下関西 ３５１４６Ｇ
下関双葉 ３５１８０Ｇ
下関南 ３５１４７Ｅ
新南陽 ３５１６２Ｊ

ス 周防大島 ３５１７２Ｆ
タ 高森 ３５１０９Ｂ
田布施農工 ３５１７４Ｂ
田部 ３５１４２Ｄ

チ 長府 ３５１４５Ｊ
ト 徳山 ３５１１９Ｋ
徳山商工 ３５１７０Ｋ
豊浦 ３５１４４Ａ

ナ 南陽工業 ３５１２４Ｆ
ニ 西市 ３５１４３Ｂ
ハ 萩 ３５１５５Ｆ
萩商工 ３５１７１Ｈ

ヒ 光 ３５１１５Ｇ
光丘 ３５１６４Ｅ
響 ３５１６３Ｇ

ホ 防府 ３５１２６Ｂ
防府商工 ３５１７６Ｊ
防府西 ３５１６１Ａ
豊北 ３５１５１Ｃ

ミ 美祢青嶺 ３５１７７Ｇ
ヤ 柳井 ３５１１０Ｆ
柳井商工 ３５１６９Ｆ
山口 ３５１２８Ｊ
山口中央 ３５１２９Ｇ
山口農業 ３５１３０Ａ

中等教育学校
シ 下関 ３５１６８Ｈ
特別支援学校
イ 岩国総合支援 ３５４５５Ｅ
ウ 宇部総合支援 ３５４５４Ｇ
シ 下関総合支援 ３５４５７Ａ
下関南総合支援 ３５４５１Ｂ
周南総合支援 ３５４４２Ｃ

タ 田布施総合支援 ３５４５６Ｃ

ト 徳山総合支援 ３５４５８Ｋ
豊浦総合支援 ３５４４１Ｅ

ハ 萩総合支援 ３５４５９Ｈ
ホ 防府総合支援 ３５４５３Ｊ
ヤ 山口総合支援 ３５４４３Ａ
山口南総合支援 ３５４５２Ａ

私 立
高等学校
ウ 宇部鴻城 ３５５１０Ａ
宇部フロンティア
大学付属香川 ３５５１３Ｆ

ケ 慶進 ３５５１１Ｋ
サ サビエル ３５５１４Ｄ
シ 下関国際 ３５５１５Ｂ
下関短期大学付属 ３５５１８Ｇ
松陰 ３５５２２Ｅ

セ 誠英 ３５５０５Ｅ
精華学園 ３５５２１Ｇ
聖光 ３５５０３Ｊ
成進 ３５５１２Ｈ

タ 高川学園 ３５５０６Ｃ
高水 ３５５０１Ｂ

ナ 長門 ３５５１９Ｅ
中村女子 ３５５０７Ａ

ノ 野田学園 ３５５０８Ｋ
ハ 梅光学院 ３５５１６Ａ
萩光塩学院 ３５５２０Ｊ
早鞆 ３５５１７Ｊ

ヤ 柳井学園 ３５５０２Ａ
山口県鴻城 ３５５０９Ｈ
山口県桜ケ丘 ３５５０４Ｇ

上記以外の高等学校等 ３５９９９Ｊ

【徳島県】
国 立
特別支援学校
ナ 鳴門教育大学附属
特別支援 ３６０５１Ｂ

高等専門学校
ア 阿南工業高専 ３６０９１Ａ
公 立
高等学校
ア 穴吹 ３６１２７Ｆ
阿南光 ３６１４６Ｂ
阿波 ３６１２５Ｋ
阿波西 ３６１２４Ａ

イ 池田 ３６１３２Ｂ
板野 ３６１２１Ｇ

カ 海部 ３６１４１Ａ
川島 ３６１２３Ｃ

コ 小松島 ３６１０８Ｋ
小松島西 ３６１０９Ｈ

シ 城西 ３６１０４Ｇ
城東 ３６１０１Ｂ
城南 ３６１０２Ａ
城ノ内 ３６１３９Ｋ
城北 ３６１０３Ｊ

ツ つるぎ ３６１４５Ｄ
ト 徳島科学技術 ３６１４２Ｋ
徳島北 ３６１４０Ｃ
徳島商業 ３６１０５Ｅ
徳島市立 ３６１３６Ｅ
徳島中央 ３６１３８Ａ
富岡西 ３６１１１Ｋ
富岡東 ３６１１０Ａ

ナ 那賀 ３６１１４Ｄ
鳴門 ３６１１９Ｅ
鳴門渦潮 ３６１４３Ｈ

ミ 名西 ３６１２２Ｅ
ヨ 吉野川 ３６１４４Ｆ
ワ 脇町 ３６１２８Ｄ
特別支援学校
ア 阿南支援 ３６４５７Ｇ
イ 池田支援 ３６４３１Ｃ
板野支援 ３６４５３Ｄ

カ 鴨島支援 ３６４５５Ａ
コ 国府支援 ３６４５４Ｂ
ト 徳島視覚支援 ３６４５１Ｈ
徳島聴覚支援 ３６４５２Ｆ

ヒ ひのみね支援 ３６４５６Ｊ
ミ みなと高等学園 ３６４３２Ａ
私 立
高等学校
コ 香蘭 ３６５０１Ｈ
セ 生光学園 ３６５０３Ｄ
ト 徳島文理 ３６５０２Ｆ

上記以外の高等学校等 ３６９９９Ｄ

【香川県】
国 立
特別支援学校
カ 香川大学教育学部
附属特別支援 ３７０５１Ｈ

高等専門学校
カ 香川高専 ３７０９３Ｃ
公 立
高等学校
イ 石田 ３７１０５Ａ
カ 香川中央 ３７１３３Ｆ
笠田 ３７１２５Ｅ
観音寺総合 ３７１３８Ｇ
観音寺第一 ３７１２６Ｃ

コ 琴平 ３７１２３Ｊ
サ 坂出 ３７１１４Ｋ
坂出工業 ３７１１６Ｆ
坂出商業 ３７１１５Ｈ
三本松 ３７１０３Ｄ

シ 志度 ３７１０６Ｊ
小豆島中央 ３７１３７Ｊ

セ 善通寺第一 ３７１２１Ｂ
タ 高瀬 ３７１２４Ｇ
高松 ３７１０８Ｅ
高松北 ３７１３１Ｋ
高松工芸 ３７１０９Ｃ
高松桜井 ３７１３４Ｄ
高松商業 ３７１１０Ｇ
高松第一 ３７１２９Ｈ
高松西 ３７１３０Ａ
高松東 ３７１０７Ｇ
高松南 ３７１１１Ｅ
多度津 ３７１３６Ａ

ツ 津田 ３７１０４Ｂ
ノ 農業経営 ３７１１２Ｃ
ハ 飯山 ３７１１３Ａ
マ 丸亀 ３７１１７Ｄ
丸亀城西 ３７１１８Ｂ

ミ 三木 ３７１３５Ｂ
特別支援学校
カ 香川西部養護 ３７４５４Ｈ
香川中部養護 ３７４５７Ｂ
香川東部養護 ３７４５５Ｆ
香川丸亀養護 ３７４５８Ａ

セ 善通寺養護 ３７４５９Ｊ
タ 高松養護 ３７４５６Ｄ
モ 盲 ３７４５１Ｃ



ロ ろう ３７４５２Ａ
私 立
高等学校
エ 英明 ３７５０２Ａ
オ 大手前高松 ３７５０４Ｈ
大手前丸亀 ３７５０６Ｄ

カ 香川県藤井 ３７５０７Ｂ
香川誠陵 ３７５１０Ｂ

サ 坂出第一 ３７５０５Ｆ
シ 四国学院大学香川西 ３７５０９Ｊ
尽誠学園 ３７５０８Ａ

セ 禅林学園 ３７５１２Ｊ
タ 高松中央 ３７５０３Ｋ
フ 藤井学園寒川 ３７５０１Ｃ
ム 村上学園 ３７５１１Ａ

上記以外の高等学校等 ３７９９９Ｋ

【愛媛県】
国 立
高等学校
エ 愛媛大学附属 ３８００１Ｇ
特別支援学校
エ 愛媛大学教育学部
附属特別支援 ３８０５１Ｃ

高等専門学校
ニ 新居浜工業高専 ３８０９１Ｂ
ユ 弓削商船高専 ３８０９２Ａ
公 立
高等学校
イ 今治北 ３８１１５Ｃ
今治工業 ３８１１６Ａ
今治西 ３８１１３Ｇ
今治南 ３８１１４Ｅ
伊予 ３８１５４Ｄ
伊予農業 ３８１３１Ｅ

ウ 内子 ３８１３６Ｆ
宇和 ３８１４２Ａ
宇和島水産 ３８１４６Ｃ
宇和島東 ３８１４４Ｇ

オ 大洲 ３８１３３Ａ
大洲農業 ３８１３４Ｋ
小田 ３８１３０Ｇ

カ 上浮穴 ３８１２９Ｃ
川之石 ３８１３９Ａ
川之江 ３８１０１Ｃ

キ 北宇和 ３８１４９Ｈ
コ 小松 ３８１１０Ｂ
サ 西条 ３８１０８Ａ
西条農業 ３８１０９Ｊ

タ 丹原 ３８１１２Ｊ
ツ 津島 ３８１５０Ａ
ト 土居 ３８１０３Ｋ
東温 ３８１２８Ｅ
東予 ３８１１１Ａ

ナ 長浜 ３８１３５Ｈ
ニ 新居浜工業 ３８１０７Ｂ
新居浜商業 ３８１５２Ｈ
新居浜西 ３８１０５Ｆ
新居浜東 ３８１０４Ｈ
新居浜南 ３８１０６Ｄ

ノ 野村 ３８１４３Ｊ
ホ 北条 ３８１２１Ｈ
マ 松山北 ３８１２５Ａ
松山工業 ３８１２６Ｊ
松山商業 ３８１２７Ｇ
松山中央 ３８１５５Ｂ
松山東 ３８１２２Ｆ
松山南 ３８１２４Ｂ

ミ 三瓶 ３８１４１Ｂ
三崎 ３８１４０Ｄ
三島 ３８１０２Ａ
南宇和 ３８１５１Ｋ
三間 ３８１４８Ｋ

ヤ 八幡浜 ３８１３７Ｄ
八幡浜工業 ３８１３８Ｂ

ユ 弓削 ３８１１９Ｆ
ヨ 吉田 ３８１４７Ａ
中等教育学校
イ 今治東 ３８１５６Ａ
ウ 宇和島南 ３８１５８Ｇ
マ 松山西 ３８１５７Ｊ
特別支援学校
イ 今治特別支援 ３８４５５Ａ
ウ 宇和特別支援 ３８４５７Ｈ
シ しげのぶ特別支援 ３８４５４Ｃ
ニ 新居浜特別支援 ３８４３１Ｄ
マ 松山盲 ３８４５１Ｊ
松山ろう ３８４５２Ｇ

ミ みなら特別支援 ３８４５６Ｋ
私 立
高等学校
ア 愛光 ３８５０５Ａ
イ 今治精華 ３８５０１Ｊ
今治明徳 ３８５０２Ｇ

サ 済美 ３８５０９Ｄ
セ 聖カタリナ学園 ３８５０８Ｆ
テ 帝京第五 ３８５１０Ｈ
帝京冨士 ３８５１６Ｇ

ニ 新田 ３８５０３Ｅ
日本ウェルネス ３８５１４Ａ

マ 松山東雲 ３８５０７Ｈ
松山城南 ３８５０４Ｃ
松山聖陵 ３８５０６Ｋ

ミ 未来 ３８５１５Ｊ
中等教育学校
サ 済美平成 ３８５１２Ｄ
ニ 新田青雲 ３８５１３Ｂ

上記以外の高等学校等 ３８９９９Ｅ

【高知県】
国 立
特別支援学校
コ 高知大学教育学部
附属特別支援 ３９０５１Ｊ

高等専門学校
コ 高知工業高専 ３９０９１Ｈ
公 立
高等学校
ア 安芸 ３９１０４Ｃ
安芸桜ケ丘 ３９１０５Ａ

イ 伊野商業 ３９１１９Ａ
オ 大方 ３９１３９Ｆ
岡豊 ３９１３６Ａ

ク 窪川 ３９１２７Ｂ
コ 高知追手前 ３９１１３Ｂ
高知小津 ３９１１５Ｊ
高知海洋 ３９１３８Ｈ
高知北 ３９１１７Ｅ
高知工業 ３９１１８Ｃ
高知商業 ３９１３５Ｃ
高知西 ３９１１６Ｇ
高知農業 ３９１１０Ｈ
高知東 ３９１１２Ｄ
高知東工業 ３９１１１Ｆ
高知丸の内 ３９１１４Ａ

高知南 ３９１３７Ｋ
サ 佐川 ３９１２２Ａ
シ 四万十 ３９１２８Ａ
清水 ３９１３４Ｅ
城山 ３９１０６Ｋ

ス 宿毛 ３９１３２Ｊ
宿毛工業 ３９１３３Ｇ
須崎総合 ３９１４０Ｋ

タ 高岡 ３９１２１Ｃ
チ 中芸 ３９１０３Ｅ
ナ 中村 ３９１３０Ｂ
ハ 幡多農業 ３９１３１Ａ
春野 ３９１２０Ｅ

ム 室戸 ３９１０２Ｇ
ヤ 山田 ３９１０７Ｈ
ユ 檮原 ３９１２６Ｄ
レ 嶺北 ３９１０９Ｄ
特別支援学校
コ 高知江の口特別支援 ３９４５５Ｇ
高知特別支援 ３９４４１Ｇ
高知ろう ３９４５２Ｂ
高知若草特別支援 ３９４５４Ｊ

ナ 中村特別支援 ３９４５７Ｃ
ヒ 日高特別支援 ３９４５６Ｅ
モ 盲 ３９４５１Ｄ
ヤ 山田特別支援 ３９４５３Ａ
私 立
高等学校
コ 高知 ３９５０４Ｊ
高知学芸 ３９５０６Ｅ
高知中央 ３９５０１Ｄ

セ 清和女子 ３９５０５Ｇ
タ 太平洋学園 ３９５０７Ｃ
ト 土佐 ３９５０２Ｂ
土佐塾 ３９５１０Ｃ
土佐女子 ３９５０３Ａ

メ 明徳義塾 ３９５０９Ｋ
特別支援学校
ヒ 光の村養護学校
土佐自然学園 ３９９５１Ｆ

上記以外の高等学校等 ３９９９９Ａ

【福岡県】
国 立
高等専門学校
ア 有明工業高専 ４００９３Ｋ
キ 北九州工業高専 ４００９１Ｃ
ク 久留米工業高専 ４００９２Ａ
公 立
高等学校
ア 朝倉 ４０１７３Ａ
朝倉光陽 ４０２３２Ａ
朝倉東 ４０１７４Ｋ
ありあけ新世 ４０２２４Ｋ

イ 育徳館 ４０１０５Ｇ
糸島 ４０１４８Ａ
糸島農業 ４０１４９Ｊ
稲築志耕館 ４０１８５Ｅ

ウ 浮羽究真館 ４０２２８Ｂ
浮羽工業 ４０１７０Ｇ
宇美商業 ４０１３５Ｊ

オ 大川樟風 ４０２２３Ａ
大牟田北 ４０１６３Ｄ
小郡 ４０２１６Ｊ
折尾 ４０１２９Ｄ
遠賀 ４０１３０Ｈ

カ 香椎 ４０１３６Ｇ
香椎工業 ４０１３７Ｅ
春日 ４０２０７Ｋ
香住丘 ４０２１７Ｇ
嘉穂 ４０１８６Ｃ
嘉穂総合 ４０２３０Ｄ
嘉穂東 ４０１８７Ａ
苅田工業 ４０１０６Ｅ

キ 北九州 ４０１１８Ｊ
北九州市立 ４０１９６Ａ

ク 鞍手 ４０１８９Ｈ
鞍手竜徳 ４０２２５Ｈ
久留米 ４０１５３Ｇ
久留米商業 ４０２０２Ｊ
久留米筑水 ４０１５１Ａ

ケ 玄界 ４０２２０Ｇ
玄洋 ４０２１５Ａ

コ 光陵 ４０２１０Ｋ
古賀竟成館 ４０２０４Ｅ
小倉 ４０１１５Ｄ
小倉工業 ４０１１６Ｂ
小倉商業 ４０１１４Ｆ
小倉西 ４０１１７Ａ
小倉東 ４０２０８Ｈ
小倉南 ４０１１３Ｈ

サ 早良 ４０２１８Ｅ
シ 修猷館 ４０１４２Ａ
城南 ４０１４１Ｃ
新宮 ４０１３３Ｂ

ス 水産 ４０１３２Ｄ
須恵 ４０２１３Ｄ

セ 青豊 ４０２２２Ｃ
タ 田川 ４０１７７Ｄ
田川科学技術 ４０２２９Ａ
太宰府 ４０２１９Ｃ

チ 筑紫 ４０１４７Ｂ
筑紫丘 ４０１３９Ａ
筑紫中央 ４０１４６Ｄ
築上西 ４０１０４Ｊ
筑前 ４０２１２Ｆ
筑豊 ４０１９１Ｋ

テ 伝習館 ４０１５７Ｋ
ト 東筑 ４０１２８Ｆ
東鷹 ４０１７９Ａ
戸畑 ４０１１９Ｇ
戸畑工業 ４０１２１Ｊ

ナ 中間 ４０２０９Ｆ
南筑 ４０２０１Ａ

ニ 西田川 ４０１８１Ｂ
ノ 直方 ４０１９０Ａ
ハ 博多工業 ４０１９９Ｅ
博多青松 ４０２２１Ｅ
柏陵 ４０２１４Ｂ

ヒ ひびき ４０１２０Ａ
フ 福岡 ４０１３８Ｃ
福岡魁誠 ４０１３４Ａ
福岡工業 ４０１４３Ｋ
福岡講倫館 ４０１４４Ｈ
福岡女子 ４０１９８Ｇ
福岡西陵 ４０２００Ｂ
福岡中央 ４０１４０Ｅ
福岡農業 ４０１４５Ｆ
福島 ４０１６７Ｇ
福翔 ４０１９７Ｊ

ホ 北筑 ４０２０６Ａ
ミ 三井 ４０１５０Ｂ
三池 ４０１５９Ｆ
三池工業 ４０１６０Ｋ
三井中央 ４０２０５Ｃ
三潴 ４０１５４Ｅ
京都 ４０１０７Ｃ

ム 武蔵台 ４０２１１Ｈ
宗像 ４０１３１Ｆ

メ 明善 ４０１５２Ｊ
モ 門司学園 ４０２３１Ｂ
門司大翔館 ４０２２７Ｄ

ヤ 八幡 ４０１２４Ｃ
八幡工業 ４０１２６Ｋ
八幡中央 ４０１２５Ａ
八幡南 ４０１２７Ｈ
山門 ４０１５８Ｈ
八女 ４０１６５Ａ
八女工業 ４０１６６Ｊ
八女農業 ４０１６８Ｅ

ユ 行橋 ４０１０８Ａ
ワ 若松 ４０１２２Ｇ
若松商業 ４０１２３Ｅ

中等教育学校
キ 輝翔館 ４０２２６Ｆ
特別支援学校
イ 生の松原特別支援 ４０４７４Ｊ
今津特別支援 ４０４７８Ａ

オ 大牟田特別支援 ４０４７７Ｃ
小郡特別支援 ４０４７２Ｂ

キ 北九州高等学園 ４０４８１Ａ
北九州視覚特別支援 ４０４５３Ｆ
北九州中央高等学園 ４０４４２Ａ

ク 久留米特別支援 ４０４６７Ｆ
コ 小池特別支援 ４０４８０Ｃ
古賀特別支援 ４０４３２Ｃ
小倉北特別支援 ４０４６０Ｊ
小倉総合特別支援 ４０４３７Ｄ
小倉南特別支援 ４０４６３Ｃ

タ 太宰府特別支援 ４０４３４Ｋ
田主丸特別支援 ４０４６２Ｅ

チ 筑後特別支援 ４０４６８Ｄ
ツ 築城特別支援 ４０４３１Ｅ
ノ 直方特別支援 ４０４３５Ｈ
ハ 博多高等学園 ４０４４１Ｂ
ヒ 東福岡特別支援 ４０４７３Ａ
フ 福岡高等学園 ４０４７６Ｅ
福岡高等視覚特別支援 ４０４８２Ｋ
福岡高等聴覚特別支援 ４０４７９Ｋ
福岡中央特別支援 ４０４６１Ｇ
福岡特別支援 ４０４５８Ｇ

ミ 南福岡特別支援 ４０４７１Ｄ
モ 門司総合特別支援 ４０４３６Ｆ
ヤ 屋形原特別支援 ４０４４３Ｊ
柳河特別支援 ４０４３３Ａ
八幡特別支援 ４０４６６Ｈ
八幡西特別支援 ４０４６９Ｂ

ワ 若久特別支援 ４０４７０Ｆ
私 立
高等学校
イ 飯塚 ４０５１７Ｆ
オ 大牟田 ４０５４５Ａ
沖学園 ４０５３７Ａ
折尾愛真 ４０５０２Ｈ

キ 希望が丘 ４０５６０Ｅ
九州国際大学付属 ４０５１３Ｃ
九州産業大学付属九州 ４０５５７Ｅ
九州産業大学付属
九州産業 ４０５３４Ｆ
仰星学園 ４０５６６Ｄ
近畿大学附属福岡 ４０５２０Ｆ

ク 久留米学園 ４０５５１Ｆ
久留米信愛 ４０５４７Ｈ
久留米大学附設 ４０５４８Ｆ

ケ 敬愛 ４０５０７Ｊ
慶成 ４０５０５Ｂ

コ 高稜 ４０５０１Ｋ
シ 自由ケ丘 ４０５６５Ｆ
純真 ４０５２６Ｅ
上智福岡 ４０５２９Ｋ
真颯館 ４０５０３Ｆ

ス 杉森 ４０５５０Ｈ
セ 精華女子 ４０５２７Ｃ
誠修 ４０５４９Ｄ
西南学院 ４０５２８Ａ
西南女学院 ４０５０６Ａ
星琳 ４０５５６Ｇ

タ 第一薬科大学付属 ４０５６２Ａ
立花 ４０５４４Ｃ

チ 筑紫女学園 ４０５３１Ａ
筑紫台 ４０５３０Ｃ
筑陽学園 ４０５３２Ｋ

ツ つくば開成福岡 ４０５６９Ｊ
ト 東海大学付属福岡 ４０５６３Ｋ
常磐 ４０５０８Ｇ

ナ 中村学園三陽 ４０５６４Ｈ
中村学園女子 ４０５３３Ｈ

ニ 西日本短期大学附属 ４０５５９Ａ
ハ 博多 ４０５３５Ｄ
博多女子 ４０５３６Ｂ

ヒ 東筑紫学園 ４０５０９Ｅ
東福岡 ４０５３８Ｊ

フ 福岡海星女子学院 ４０５５８Ｃ
福岡工業大学附属城東 ４０５４１Ｊ
福岡常葉 ４０５６１Ｃ
福岡女学院 ４０５３９Ｇ
福岡女子商業 ４０５７０Ｂ
福岡第一 ４０５４０Ａ
福岡大学附属大濠 ４０５２４Ｊ
福岡大学附属若葉 ４０５２５Ｇ
福岡雙葉 ４０５４２Ｇ
福岡舞鶴 ４０５４３Ｅ
福智 ４０５２３Ａ

ホ 豊国学園 ４０５１０Ｊ
ミ 美萩野女子 ４０５１１Ｇ
メ 明光学園 ４０５５３Ｂ
明治学園 ４０５１２Ｅ
明蓬館 ４０５６７Ｂ

ヤ 柳川 ４０５５４Ａ
大和青藍 ４０５２２Ｂ
八女学院 ４０５５５Ｊ

ユ 祐誠 ４０５４６Ｋ
中等教育学校
リ リンデンホールスクール
中高学部 ４０５６８Ａ

上記以外の高等学校等 ４０９９９Ｆ

【佐賀県】
国 立
特別支援学校
サ 佐賀大学教育学部附属特別支援４１０５１
Ｋ
公 立
高等学校
ア 有田工業 ４１１２６Ｅ
イ 伊万里 ４１１０７Ｊ
伊万里実業 ４１１４３Ｅ
伊万里商業 ４１１３１Ａ
伊万里農林 ４１１２１Ｄ

ウ 牛津 ４１１０９Ｅ
嬉野 ４１１３３Ｈ

オ 小城 ４１１０８Ｇ
カ 鹿島 ４１１１１Ｇ
鹿島実業 ４１１３６Ｂ
唐津工業 ４１１２７Ｃ
唐津商業 ４１１３２Ｋ
唐津青翔 ４１１３９Ｇ
唐津西 ４１１０５Ｂ

唐津東 ４１１０４Ｄ
唐津南 ４１１２３Ａ
神埼 ４１１１４Ａ
神埼清明 ４１１２０Ｆ

キ 杵島商業 ４１１３４Ｆ
厳木 ４１１０６Ａ

コ 高志館 ４１１１９Ｂ
サ 佐賀北 ４１１０２Ｈ
佐賀工業 ４１１２４Ｊ
佐賀商業 ４１１３０Ｃ
佐賀西 ４１１０１Ｋ
佐賀農業 ４１１２２Ｂ
佐賀東 ４１１０３Ｆ

シ 塩田工業 ４１１２９Ｋ
白石 ４１１１５Ｋ

タ 多久 ４１１２８Ａ
武雄 ４１１１０Ｊ
太良 ４１１１７Ｆ

チ 致遠館 ４１１３８Ｊ
ト 鳥栖 ４１１１２Ｅ
鳥栖工業 ４１１２５Ｇ
鳥栖商業 ４１１３５Ｄ

ミ 三養基 ４１１１３Ｃ
特別支援学校
イ 伊万里特別支援 ４１４５６Ｆ
ウ うれしの特別支援 ４１４４２Ｆ
カ 唐津特別支援 ４１４４１Ｈ
キ 金立特別支援 ４１４５３Ａ
ナ 中原特別支援 ４１４３１Ａ
モ 盲 ４１４５１Ｅ
ヤ 大和特別支援 ４１４５４Ｋ
ロ ろう ４１４５２Ｃ
私 立
高等学校
ケ 敬徳 ４１５０６Ｆ
コ 弘学館 ４１５０７Ｄ
サ 佐賀学園 ４１５０４Ｋ
佐賀女子短期大学
付属佐賀女子 ４１５０３Ａ
佐賀清和 ４１５０２Ｃ

ト 東明館 ４１５０８Ｂ
ホ 北陵 ４１５０５Ｈ
リ 龍谷 ４１５０１Ｅ
ワ 早稲田佐賀 ４１５０９Ａ

上記以外の高等学校等 ４１９９９Ａ

【長崎県】
国 立
特別支援学校
ナ 長崎大学教育学部
附属特別支援 ４２０５１Ｅ

高等専門学校
サ 佐世保工業高専 ４２０９１Ｄ
公 立
高等学校
イ 壱岐 ４２１４８Ａ
壱岐商業 ４２１４９Ｋ
諫早 ４２１１８Ｋ
諫早商業 ４２１１９Ｈ
諫早農業 ４２１６３Ｅ
諫早東 ４２１６６Ｋ

ウ 宇久 ４２１４２Ｂ
オ 大崎 ４２１３３Ｃ
大村 ４２１１５Ｅ
大村工業 ４２１１７Ａ
大村城南 ４２１１６Ｃ
小浜 ４２１２８Ｇ

カ 上五島 ４２１４６Ｅ
上対馬 ４２１５１Ａ
川棚 ４２１２９Ｅ

ク 国見 ４２１２４Ｄ
コ 口加 ４２１２６Ａ
五島 ４２１４３Ａ
五島海陽 ４２１５３Ｈ
五島南 ４２１４５Ｇ

サ 佐世保北 ４２１１０Ｄ
佐世保工業 ４２１１３Ｊ
佐世保商業 ４２１１２Ａ
佐世保中央 ４２１６２Ｇ
佐世保東翔 ４２１１４Ｇ
佐世保西 ４２１１１Ｂ
佐世保南 ４２１０９Ａ

シ 鹿町工業 ４２１４０Ｆ
島原 ４２１２０Ａ
島原工業 ４２１２３Ｆ
島原商業 ４２１２２Ｈ
島原翔南 ４２１７０Ｈ
島原農業 ４２１２１Ｋ

セ 西彼農業 ４２１３２Ｅ
清峰 ４２１３６Ｈ
西陵 ４２１６８Ｆ

ツ 対馬 ４２１５０Ｃ
ト 豊玉 ４２１５２Ｋ
ナ 中五島 ４２１４７Ｃ
長崎鶴洋 ４２１０６Ｆ
長崎北 ４２１０４Ｋ
長崎工業 ４２１０５Ｈ
長崎商業 ４２１５５Ｄ
長崎西 ４２１０２Ｃ
長崎東 ４２１０１Ｅ
長崎北陽台 ４２１６４Ｃ
長崎南 ４２１０３Ａ
長崎明誠 ４２１３１Ｇ
奈留 ４２１５４Ｆ
鳴滝 ４２１６９Ｄ

ニ 西彼杵 ４２１３０Ｊ
ハ 波佐見 ４２１６０Ａ
ヒ 平戸 ４２１３５Ｋ
ホ 北松西 ４２１４１Ｄ
北松農業 ４２１３８Ｄ

マ 松浦 ４２１３７Ｆ
ユ 猶興館 ４２１３４Ａ
特別支援学校
イ 諫早特別支援 ４２４５３Ｇ
カ 鶴南特別支援 ４２４５８Ｈ
川棚特別支援 ４２４３２Ｄ

キ 希望が丘高等特別支援 ４２４５７Ｋ
サ 桜が丘特別支援 ４２４５４Ｅ
佐世保特別支援 ４２４５６Ａ

シ 島原特別支援 ４２４４１Ｃ
ナ 長崎特別支援 ４２４３１Ｆ
ニ 虹の原特別支援 ４２４５９Ｆ
モ 盲 ４２４５１Ａ
ロ ろう ４２４５２Ｊ
私 立
高等学校
カ 海星 ４２５０１Ａ
活水 ４２５０３Ｇ

キ 九州文化学園 ４２５１４Ｂ
ケ 瓊浦 ４２５０５Ｃ
コ 向陽 ４２５１６Ｊ
こころ未来 ４２５２３Ａ

サ 西海学園 ４２５１２Ｆ
佐世保実業 ４２５１９Ｃ

シ 島原中央 ４２５１８Ｅ
純心女子 ４２５０７Ｋ

セ 青雲 ４２５２１Ｅ
精道三川台 ４２５２２Ｃ

聖母の騎士 ４２５１１Ｈ
聖和女子学院 ４２５１５Ａ

ソ 創成館 ４２５１０Ｋ
チ 鎮西学院 ４２５１７Ｇ
ナ 長崎玉成 ４２５０６Ａ
長崎女子 ４２５０４Ｅ
長崎女子商業 ４２５０８Ｈ
長崎総合科学大学附属 ４２５０９Ｆ
長崎南山 ４２５０２Ｊ
長崎日本大学 ４２５２０Ｇ

ヒ 久田学園佐世保女子 ４２５１３Ｄ

上記以外の高等学校等 ４２９９９Ｇ

【熊本県】
国 立
特別支援学校
ク 熊本大学教育学部
附属特別支援 ４３０５１Ａ

高等専門学校
ク 熊本高専 ４３０９３Ｆ
公 立
高等学校
ア 芦北 ４３１３７Ａ
阿蘇中央 ４３１６２Ｂ
天草 ４３１４５Ｂ
天草工業 ４３１５４Ａ
天草拓心 ４３１６７Ｃ

ウ 牛深 ４３１６８Ａ
宇土 ４３１２９Ａ

オ 大津 ４３１１９Ｃ
小川工業 ４３１３１Ｂ
小国 ４３１２３Ａ

カ 上天草 ４３１６４Ｊ
鹿本 ４３１１４Ｂ
鹿本商工 ４３１１５Ａ
鹿本農業 ４３１１６Ｊ

キ 菊池 ４３１１７Ｇ
菊池農業 ４３１１８Ｅ

ク 球磨工業 ４３１４３Ｆ
球磨中央 ４３１６９Ｋ
熊本 ４３１０２Ｊ
熊本北 ４３１６０Ｆ
熊本工業 ４３１０６Ａ
熊本商業 ４３１０７Ｋ
熊本西 ４３１０５Ｃ
熊本農業 ４３１０８Ｈ

コ 甲佐 ４３１２７Ｄ
シ 翔陽 ４３１２０Ｇ
セ 済々黌 ４３１０１Ａ
タ 第一 ４３１０３Ｇ
岱志 ４３１６６Ｅ
第二 ４３１０４Ｅ
高森 ４３１２４Ｋ
玉名 ４３１１０Ｋ
玉名工業 ４３１１２Ｆ

チ 千原台 ４３１５７Ｆ
ト 東稜 ４３１６１Ｄ
ナ 南稜 ４３１７０Ｃ
ヒ 必由館 ４３１５６Ｈ
人吉 ４３１４０Ａ

ホ 北稜 ４３１１１Ｈ
マ 松橋 ４３１３０Ｄ
ミ 水俣 ４３１６５Ｇ
御船 ４３１２６Ｆ

ヤ 八代 ４３１３２Ａ
八代工業 ４３１３５Ｅ
八代清流 ４３１６３Ａ
八代農業 ４３１３６Ｃ
八代東 ４３１３３Ｊ
矢部 ４３１２８Ｂ

ユ 湧心館 ４３１５９Ｂ
特別支援学校
ア 芦北支援 ４３４４２Ｇ
天草支援 ４３４５７Ｅ
荒尾支援 ４３４５６Ｇ

オ 大津支援 ４３４５９Ａ
小国支援 ４３４４５Ａ

キ 菊池支援 ４３４４１Ｊ
ク 球磨支援 ４３４５８Ｃ
熊本かがやきの森支援 ４３４３１Ａ
熊本支援 ４３４５４Ａ
熊本はばたき高等支援 ４３４３３Ｈ
熊本ろう ４３４５２Ｄ
黒石原支援 ４３４６０Ｅ

ヒ ひのくに高等支援 ４３４４４Ｃ
ヘ 平成さくら ４３４３２Ｋ
マ 松橋支援 ４３４５３Ｂ
松橋西支援 ４３４５５Ｊ

モ 盲 ４３４５１Ｆ
ヤ 八代支援 ４３４４６Ｋ
レ 苓北支援 ４３４４３Ｅ
私 立
高等学校
ア 有明 ４３５１６Ｄ
カ 開新 ４３５０５Ｊ
キ 菊池女子 ４３５２０Ｂ
九州学院 ４３５０８Ｃ

ク 熊本学園大学付属 ４３５１４Ｈ
熊本国府 ４３５１２Ａ
熊本信愛女学院 ４３５０３Ｂ
くまもと清陵 ４３５２４Ｅ
熊本中央 ４３５０４Ａ
熊本マリスト学園 ４３５１５Ｆ

ケ 慶誠 ４３５０９Ａ
シ 秀岳館 ４３５１３Ｋ
尚絅 ４３５０２Ｄ
城北 ４３５２２Ｊ
真和 ４３５１９Ｊ

セ 専修大学玉名 ４３５２１Ａ
タ 玉名女子 ４３５１０Ｅ
チ 鎮西 ４３５０６Ｇ
ト 東海大学付属
熊本星翔 ４３５１８Ａ

ヒ 一ツ葉 ４３５２５Ｃ
フ 文徳 ４３５１７Ｂ
ヤ 八代白百合学園 ４３５０７Ｅ
ユ 勇志国際 ４３５２３Ｇ
ル ルーテル学院 ４３５１１Ｃ

上記以外の高等学校等 ４３９９９Ｂ

【大分県】
国 立
特別支援学校
オ 大分大学教育学部
附属特別支援 ４４０５１Ｆ

高等専門学校
オ 大分工業高専 ４４０９１Ｅ
公 立
高等学校
ア 安心院 ４４１５２Ａ
ウ 宇佐 ４４１６１Ｋ
宇佐産業科学 ４４１５１Ｂ
臼杵 ４４１２５Ｃ

オ 大分上野丘 ４４１１２Ａ
大分雄城台 ４４１１４Ｈ
大分工業 ４４１１５Ｆ



大分商業 ４４１１６Ｄ
大分鶴崎 ４４１２１Ａ
大分西 ４４１１７Ｂ
大分東 ４４１２３Ｇ
大分豊府 ４４１５８Ｋ
大分舞鶴 ４４１１３Ｋ
大分南 ４４１５６Ｃ

カ 海洋科学 ４４１６９Ｅ
キ 杵築 ４４１０６Ｇ
ク 久住高原農業 ４４１７０Ｊ
玖珠美山 ４４１６７Ｊ
国東 ４４１６２Ｈ

ケ 芸術緑丘 ４４１１０Ｅ
サ 佐伯鶴城 ４４１２９Ｆ
佐伯豊南 ４４１６８Ｇ

シ 情報科学 ４４１５９Ｈ
ソ 爽風館 ４４１６４Ｄ
タ 高田 ４４１０１Ｆ
竹田 ４４１３８Ｅ

ツ 津久見 ４４１２８Ｈ
鶴崎工業 ４４１２２Ｊ

ナ 中津北 ４４１４７Ｄ
中津東 ４４１６３Ｆ
中津南 ４４１４６Ｆ

ヒ 日出総合 ４４１６５Ｂ
日田 ４４１４２Ｃ
日田三隈 ４４１４３Ａ
日田林工 ４４１４４Ｋ

ヘ 別府翔青 ４４１６６Ａ
別府鶴見丘 ４４１０９Ａ

ミ 三重総合 ４４１６０Ａ
ユ 由布 ４４１２０Ｂ
特別支援学校
ウ 宇佐支援 ４４４５５Ｄ
臼杵支援 ４４４５６Ｂ

オ 大分支援 ４４４４１Ｄ
サ 佐伯支援 ４４４３２Ｅ
シ 新生支援 ４４４５７Ａ
タ 竹田支援 ４４４３１Ｇ
ナ 中津支援 ４４４５０Ｃ
ヒ 日出支援 ４４４３３Ｃ
日田支援 ４４４５８Ｊ

ヘ 別府支援 ４４４５３Ｈ
ミ 南石垣支援 ４４４５９Ｇ
モ 盲 ４４４５１Ａ
ユ 由布支援 ４４４３４Ａ
ロ ろう ４４４５２Ｋ
私 立
高等学校
イ 岩田 ４４５１２Ｇ
オ 大分 ４４５０２Ｋ
大分国際情報 ４４５１６Ｋ
大分東明 ４４５０４Ｆ

シ 昭和学園 ４４５１０Ａ
タ 竹田南 ４４５１５Ａ
ト 藤蔭 ４４５０７Ａ
ニ 日本文理大学附属 ４４５１３Ｅ
ヒ 東九州龍谷 ４４５０６Ｂ
フ 福徳学院 ４４５０１Ａ
府内 ４４５１８Ｆ

ヘ 別府溝部学園 ４４５１１Ｊ
メ 明豊 ４４５１７Ｈ
ヤ 柳ケ浦 ４４５０８Ｊ
ヨ 楊志館 ４４５０３Ｈ

上記以外の高等学校等 ４４９９９Ｈ

【宮崎県】
国 立
高等専門学校
ミ 都城工業高専 ４５０９１Ａ
公 立
高等学校
イ 飯野 ４５１３９Ｊ
カ 門川 ４５１０７Ａ
コ 小林 ４５１３６Ｄ
小林秀峰 ４５１４７Ｋ

サ 西都商業 ４５１１５Ａ
佐土原 ４５１４３Ｇ

タ 高城 ４５１３５Ｆ
高千穂 ４５１０１Ａ
高鍋 ４５１１２Ｇ
高鍋農業 ４５１１３Ｅ

ツ 都農 ４５１１１Ｊ
妻 ４５１１４Ｃ

ト 富島 ４５１０８Ｊ
ニ 日南 ４５１２５Ｊ
日南振徳 ４５１４８Ｈ

ノ 延岡 ４５１０２Ｋ
延岡工業 ４５１０４Ｆ
延岡商業 ４５１０５Ｄ
延岡星雲 ４５１４６Ａ
延岡青朋 ４５１０６Ｂ

ヒ 日向 ４５１１０Ａ
日向工業 ４５１０９Ｇ

フ 福島 ４５１２９Ａ
ホ 本庄 ４５１１６Ｋ
ミ 都城泉ケ丘 ４５１３０Ｅ
都城工業 ４５１３４Ｈ
都城商業 ４５１３３Ｋ
都城西 ４５１３２Ａ
都城農業 ４５１３１Ｃ
宮崎大宮 ４５１１７Ｈ
宮崎海洋 ４５１２１Ｆ
宮崎北 ４５１４２Ｊ
宮崎工業 ４５１１８Ｆ
宮崎商業 ４５１２２Ｄ
宮崎西 ４５１２０Ｈ
宮崎農業 ４５１２３Ｂ
宮崎東 ４５１２４Ａ
宮崎南 ４５１１９Ｄ

中等教育学校
コ 五ケ瀬 ４５１４５Ｃ
特別支援学校
ア 赤江まつばら支援 ４５４５６Ｈ
キ 清武せいりゅう支援 ４５４４２Ｈ
コ 児湯るぴなす支援 ４５４３４Ｇ
ニ 日南くろしお支援 ４５４４１Ｋ
ノ 延岡しろやま支援 ４５４３３Ｊ
ヒ 日向ひまわり支援 ４５４３２Ａ
ミ みなみのかぜ支援 ４５４３１Ｂ
都城きりしま支援 ４５４５８Ｄ
都城さくら聴覚支援 ４５４５３Ｃ
みやざき中央支援 ４５４５５Ｋ
明星視覚支援 ４５４５２Ｅ

私 立
高等学校
コ 小林西 ４５５１０Ｆ
セ 聖心ウルスラ学園 ４５５１３Ａ
ニ 日南学園 ４５５１１Ｄ
日章学園 ４５５０５Ｋ
日章学園九州国際 ４５５１５Ｇ

ノ 延岡学園 ４５５０７Ｆ
ヒ 日向学院 ４５５１２Ｂ
ホ 鵬翔 ４５５０４Ａ
ミ 都城 ４５５０８Ｄ
都城聖ドミニコ学園 ４５５１４Ｊ
都城東 ４５５０９Ｂ
宮崎学園 ４５５０２Ｅ

宮崎第一 ４５５０６Ｈ
宮崎日本大学 ４５５０３Ｃ

上記以外の高等学校等 ４５９９９Ｃ

【鹿児島県】
国 立
特別支援学校
カ 鹿児島大学教育学部
附属特別支援 ４６０５１Ｇ

高等専門学校
カ 鹿児島工業高専 ４６０９１Ｆ
公 立
高等学校
ア 奄美 ４６１６６Ａ
イ 伊佐農林 ４６１３９Ｄ
伊集院 ４６１２２Ｋ
出水 ４６１３６Ｋ
出水工業 ４６１３７Ｈ
出水商業 ４６１７９Ｃ
市来農芸 ４６１２３Ｈ
指宿 ４６１１０Ｆ
指宿商業 ４６１７８Ｅ

エ 頴娃 ４６１１２Ｂ
オ 大口 ４６１３８Ｆ
大島 ４６１６５Ｃ
大島北 ４６１６７Ｋ
沖永良部 ４６１７３Ｄ

カ 開陽 ４６１８７Ｄ
鶴翔 ４６１８８Ｂ
鹿児島玉龍 ４６１７５Ａ
鹿児島工業 ４６１０７Ｆ
鹿児島商業 ４６１７６Ｊ
鹿児島女子 ４６１７７Ｇ
鹿児島水産 ４６１１４Ｊ
鹿児島中央 ４６１０３Ｃ
鹿児島東 ４６１０６Ｈ
鹿児島南 ４６１０８Ｄ
加治木 ４６１４３Ｂ
加治木工業 ４６１４４Ａ
加世田 ４６１１６Ｅ
加世田常潤 ４６１１７Ｃ
鹿屋 ４６１５５Ｆ
鹿屋工業 ４６１５７Ｂ
鹿屋女子 ４６１８１Ｅ
鹿屋農業 ４６１５６Ｄ
蒲生 ４６１４２Ｄ
川辺 ４６１１８Ａ

キ 喜界 ４６１７０Ｋ
霧島 ４６１９３Ｊ
錦江湾 ４６１０４Ａ

ク 串木野 ４６１２４Ｆ
串良商業 ４６１５３Ｋ

コ 甲南 ４６１０２Ｅ
国分 ４６１４６Ｇ
国分中央 ４６１８０Ｇ
古仁屋 ４６１６９Ｆ

サ 薩南工業 ４６１２０Ｃ
薩摩中央 ４６１８９Ａ

シ 志布志 ４６１５１Ｃ
松陽 ４６１８４Ｋ

セ 川薩清修館 ４６１９２Ａ
川内 ４６１２５Ｄ
川内商工 ４６１２６Ｂ

ソ 曽於 ４６１９６Ｃ
タ 武岡台 ４６１８６Ｆ
種子島 ４６１９１Ｂ
種子島中央 ４６１９４Ｇ
垂水 ４６１５８Ａ

ツ 鶴丸 ４６１０１Ｇ
ト 徳之島 ４６１９０Ｄ
ナ 楠隼 ４６１９７Ａ
ノ 野田女子 ４６１３４Ｃ
ハ 隼人工業 ４６１４５Ｊ
フ 吹上 ４６１２１Ａ
福山 ４６１８５Ｈ

マ 枕崎 ４６１１３Ａ
ミ 南大隅 ４６１５９Ｊ
メ 明桜館 ４６１９５Ｅ
ヤ 屋久島 ４６１６４Ｅ
山川 ４６１１１Ｄ

ヨ 与論 ４６１７４Ｂ
特別支援学校
イ 出水養護 ４６４４１Ｅ
指宿養護 ４６４３１Ｈ

オ 大島養護 ４６４５８Ｋ
カ 鹿児島高等特別支援 ４６４３２Ｆ
鹿児島盲 ４６４５１Ｂ
鹿児島養護 ４６４５３Ｊ
鹿児島ろう ４６４５２Ａ
加治木養護 ４６４５５Ｅ
鹿屋養護 ４６４５７Ａ

ク 串木野養護 ４６４５４Ｇ
タ 武岡台養護 ４６４５６Ｃ
ナ 中種子養護 ４６４３３Ｄ
南薩養護 ４６４４２Ｃ

マ 牧之原養護 ４６４６４Ｄ
私 立
高等学校
イ 池田学園池田 ４６５２２Ｅ
出水中央 ４６５１４Ｄ

オ 大口明光学園 ４６５１５Ｂ
カ 鹿児島 ４６５０５Ｅ
鹿児島育英館 ４６５２３Ｃ
鹿児島実業 ４６５０１Ｂ
鹿児島修学館 ４６５２４Ａ
鹿児島純心女子 ４６５０６Ｃ
鹿児島城西 ４６５０３Ｊ
鹿児島情報 ４６５０７Ａ
鹿児島第一 ４６５１６Ａ
鹿屋中央 ４６５１９Ｅ
神村学園高等部 ４６５１１Ｋ

シ 志學館高等部 ４６５２１Ｇ
尚志館 ４６５２０Ｊ
樟南 ４６５０２Ａ
樟南第二 ４６５１７Ｊ

ホ 鳳凰 ４６５１０Ａ
ヤ 屋久島おおぞら ４６５２５Ｋ
ラ ラ・サール ４６５０８Ｋ
リ 龍桜 ４６５０９Ｈ
レ れいめい ４６５１２Ｈ

上記以外の高等学校等 ４６９９９Ｊ

【沖縄県】
国 立
高等専門学校
オ 沖縄工業高専 ４７０９１Ａ
公 立
高等学校
イ 石川 ４７１１３Ｆ
糸満 ４７１０１Ｂ
伊良部 ４７１５８Ｆ

ウ 浦添 ４７１０６Ｃ
浦添工業 ４７１５４Ｃ
浦添商業 ４７１４０Ｃ

オ 沖縄工業 ４７１２４Ａ
沖縄水産 ４７１３１Ｄ

小禄 ４７１０５Ｅ
カ 開邦 ４７１５７Ｈ
嘉手納 ４７１５６Ｋ

キ 北中城 ４７１５３Ｅ
宜野座 ４７１１４Ｄ
宜野湾 ４７１４９Ｇ
球陽 ４７１６０Ｈ

ク 具志川 ４７１５２Ｇ
具志川商業 ４７１４４Ｆ
久米島 ４７１１９Ｅ

コ 向陽 ４７１６１Ｆ
コザ ４７１１０Ａ

シ 首里 ４７１０４Ｇ
首里東 ４７１５５Ａ

チ 知念 ４７１０２Ａ
北谷 ４７１４２Ｋ
中部商業 ４７１２３Ｃ
中部農林 ４７１３４Ｊ

ト 泊 ４７１４５Ｄ
豊見城 ４７１０８Ｋ
豊見城南 ４７１５０Ａ

ナ 名護 ４７１１５Ｂ
名護商工 ４７１６３Ｂ
那覇 ４７１０３Ｊ
那覇工業 ４７１２７Ｆ
那覇国際 ４７１６２Ｄ
那覇商業 ４７１２２Ｅ
那覇西 ４７１５９Ｄ
南部工業 ４７１２８Ｄ
南部商業 ４７１３９Ｋ
南部農林 ４７１３３Ａ

ニ 西原 ４７１４１Ａ
ハ 南風原 ４７１４３Ｈ
フ 普天間 ４７１０９Ｈ
ヘ 辺土名 ４７１１８Ｇ
ホ 北山 ４７１１７Ｊ
北部農林 ４７１３５Ｇ

マ 前原 ４７１１２Ｈ
真和志 ４７１０７Ａ

ミ 美里 ４７１４６Ｂ
美里工業 ４７１２９Ｂ
宮古 ４７１２０Ｊ
宮古工業 ４７１３０Ｆ
宮古総合実業 ４７１６４Ａ
美来工科 ４７１２５Ｋ

モ 本部 ４７１１６Ａ
ヤ 八重山 ４７１２１Ｇ
八重山商工 ４７１３８Ａ
八重山農林 ４７１３７Ｃ

ヨ 陽明 ４７１４７Ａ
与勝 ４７１４８Ｊ
読谷 ４７１１１Ｋ

特別支援学校
ア 泡瀬特別支援 ４７４４２Ｊ
オ 大平特別支援 ４７４５４Ｂ
沖縄高等特別支援 ４７４６３Ａ
沖縄盲 ４７４５２Ｆ
沖縄ろう ４７４５１Ｈ

カ 鏡が丘特別支援 ４７４５３Ｄ
サ 桜野特別支援 ４７４４１Ａ
シ 島尻特別支援 ４７４５７Ｇ
チ 中部農林高等支援 ４７４３４Ｈ
ナ 名護特別支援 ４７４５６Ｊ
那覇特別支援 ４７４４３Ｇ

ニ 西崎特別支援 ４７４６１Ｅ
ハ 南風原高等支援 ４７４３３Ｋ
ミ 美咲特別支援 ４７４５５Ａ
宮古特別支援 ４７４５８Ｅ

モ 森川特別支援 ４７４６２Ｃ
ヤ やえせ高等支援 ４７４３１Ｃ
八重山特別支援 ４７４６０Ｇ

ヨ 陽明高等支援 ４７４３２Ａ
私 立
高等学校
エ N ４７５０９Ｃ
オ 沖縄カトリック ４７５０７Ｇ
沖縄尚学 ４７５０１Ｈ

コ 興南 ４７５０３Ｄ
シ 昭和薬科大学附属 ４７５０５Ａ
ツ つくば開成国際 ４７５１０Ｇ
ヒ ヒューマンキャンパス ４７５０８Ｅ
ヤ 八洲学園大学国際 ４７５０６Ｊ

上記以外の高等学校等 ４７９９９Ｄ

【その他】
コ 高校卒業程度認定試験・
大学入学資格検定 ５１０００Ｋ

カ 外国の学校等 ５２０００Ｅ
モ 文部科学大臣の
指定した者 ５３０００Ａ

ニ 認定 ５４０００Ｆ
サ 在外教育施設 ５５０００Ａ
セ 専修学校の高等課程 ５６０００Ｇ

高等学校卒業程度認定試験、大学入試資格検定、外国の学校等、文部科学大臣の
指定した者、認定、在学教育施設、専修学校の高等課程

51000K 高等学校卒業程度認定試験 高等学校卒業程度認定試験に合格した者および令和
2年 3月31日までに合格見込みの者

大学入学資格検定 大学入学資格検定合格者

52000E 外国の学校等 外国において、学校教育における12年の課程を修了
した者および令和 2年 3月31日までに修了見込みの
者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定し
た者

53000A 文部科学大臣の指定した者 海技教育機構（旧海員学校）の本科の卒業（見込み）
者、国際バカロレア資格取得者、アビトゥア資格取
得者、バカロレア資格（フランス共和国）取得者等

54000F 認定 各大学において、個別の入学資格審査により高等学
校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
で、令和 2年 3月31日までに18歳に達する者

いわゆる「飛び入学」で大学に入学した者（学校教
育法第90条第 2項の規定により大学に入学した者）
であって、該当者をその後に入学させる大学におい
て、大学における教育を受けるにふさわしい学力が
あると認めた者で令和 2年 3月31日までに18歳に達
する者

55000A 在外教育施設 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または
相当する課程を有する者として認定または指定した
在外教育施設の当該課程を修了した者および令和 2
年 3月31日までに修了見込みの者

56000G 専修学校の高等課程 専修学校の高等課程を修了した者および令和 2年
3月31日までに修了見込みの者



【北海道】
河合塾札幌校 ０１０１
駿台予備学校札幌校 ０１０２
東進衛星予備校 ０１０３
四谷学院札幌校 ０１０４
代々木ゼミナール札幌校 ０１０５
代ゼミサテライン ０１０６
練成会 ０１０７
上記以外 ０１９９

【青森県】
東進衛星予備校 ０２０１
上記以外 ０２９９

【岩手県】
東進衛星予備校 ０３０１
能開予備校 ０３０２
盛岡中央ゼミナール ０３０３
上記以外 ０３９９

【宮城県】
河合塾仙台校 ０４０１
秀英予備校仙台校 ０４０２
駿台予備学校仙台校 ０４０３
東進衛星予備校 ０４０４
四谷学院仙台校 ０４０６
navio泉中央校 ０４０８
navio仙台校 ０４０９
navioモール長町校 ０４１０
新宿セミナー仙台校 ０４１１
上記以外 ０４９９

【秋田県】
東進衛星予備校 ０５０１
能開予備校 ０５０２
上記以外 ０５９９

【山形県】
東進衛星予備校 ０６０１
代ゼミサテライン ０６０２
上記以外 ０６９９

【福島県】
駿優予備学校郡山校 ０７０１
東進衛星予備校 ０７０２
能開予備校 ０７０３
福島高等予備校福島校 ０７０４
代ゼミサテライン ０７０５
上記以外 ０７９９

【茨城県】
市進予備校土浦校 ０８０１
茨進ハイスクール ０８０２
秀門会 ０８０３
城進ゼミナール ０８０４
智森学舎予備校 ０８０５
東進ハイスクール ０８０６
東進衛星予備校 ０８０７
水戸駿優予備学校 ０８０８
代ゼミサテライン ０８０９
早稲田予備校水戸校 ０８１０
上記以外 ０８９９

【栃木県】
開倫予備校 ０９０１
QUALIER ０９０２
東進衛星予備校 ０９０３
navio［栄光ゼミナール］ ０９０４
能開予備校 ０９０５
代ゼミサテライン ０９０６
navio宇都宮校 ０９０７
navio自治医大校 ０９０８
navio栃木駅前校 ０９０９
上記以外 ０９９９

【群馬県】
小野池學院 １００１
河合サテライト １００２
群馬英数学館 １００３
東進衛星予備校 １００４
能開予備校 １００５
代ゼミサテライン １００７
上記以外 １０９９

【埼玉県】
市進予備校春日部校 １１０１
市進予備校川越校 １１０２
市進予備校所沢校 １１０３
市進予備校南浦和校 １１０４
大宮予備校大宮校 １１０５
大宮予備校川越校 １１０６
大宮予備校春日部校 １１０７
大宮予備校所沢校 １１０８
お茶の水ゼミナール南浦和館 １１０９
河合塾大宮校 １１１０
河合塾川越現役館 １１１１
河合塾南浦和現役館 １１１２
埼英スクール １１１３
新宿セミナー大宮校 １１１４
新宿セミナー新越谷校 １１７８
新宿セミナー所沢校 １１７９
駿台予備学校大宮校 １１１５
駿台現役フロンティア川越校 １１１６
東京個別指導学院 上尾教室 １１１７
東京個別指導学院 入間市教室 １１１８
東京個別指導学院 春日部教室 １１１９
東京個別指導学院 川口教室 １１２０
東京個別指導学院 川越教室 １１２１
東京個別指導学院
せんげん台教室 １１２２
東京個別指導学院 南越谷教室 １１２３
東京個別指導学院 浦和教室 １１２４
東京個別指導学院 大宮教室 １１２５
東京個別指導学院 北浦和教室 １１２６
東京個別指導学院 北与野教室 １１２７
東京個別指導学院 南浦和教室 １１２８
東京個別指導学院 武蔵浦和教室１１２９
東京個別指導学院 狭山市教室 １１３０
東京個別指導学院 草加教室 １１３１
東京個別指導学院 小手指教室 １１３２
東京個別指導学院 所沢教室 １１３３
東京個別指導学院 志木教室 １１３４
東京個別指導学院 ふじみ野教室１１３５
東京個別指導学院 和光教室 １１３６
東京個別指導学院 蕨教室 １１３７
東進衛星予備校 １１３９
東進ハイスクール浦和校 １１６６
東進ハイスクール大宮校 １１６７
東進ハイスクール南浦和校 １１６８
東進ハイスクール与野校 １１６９
東進ハイスクール春日部校 １１７０
東進ハイスクール川口校 １１７１
東進ハイスクール川越校 １１７２
東進ハイスクール小手指校 １１７３

東進ハイスクール志木校 １１７４
東進ハイスクールせんげん台校 １１７５
東進ハイスクール草加校 １１７６
東進ハイスクール所沢校 １１７７
TOMAS １１４０
トフルゼミナール大宮校 １１４１
navio春日部校 １１４２
navio川越校 １１４４
navio熊谷校 １１４５
navio新越谷校 １１４６
navio久喜校 １１４７
navio大宮校 １１４８
navio南浦和校 １１４９
navio志木校 １１５０
navio草加校 １１５１
navio所沢校 １１５２
navio本庄校 １１５３
一橋ゼミナール本庄校 １１５４
みすず学苑南浦和校 １１５５
みすず学苑大宮校 １１５６
みすず学苑所沢校 １１５７
四谷学院大宮校 １１５８
四谷学院川越校 １１５９
代ゼミサテライン １１６１
早稲田ゼミナール所沢校 １１６２
早稲田予備校川越校 １１６３
早稲田予備校所沢校 １１６４
早稲田塾大宮校 １１６５
上記以外 １１９９

【千葉県】
市進予備校市川校 １２０１
市進予備校柏校 １２０２
市進予備校検見川浜校 １２０３
市進予備校千葉校 １２０４
市進予備校津田沼校 １２０５
市進予備校八千代台校 １２０６
市進予備校海浜幕張校 １２０７
市進予備校松戸校 １２０８
大宮予備学校柏校 １２０９
河合塾千葉現役館 １２１０
河合塾津田沼校 １２１１
河合塾松戸校 １２１２
城南予備校柏校 １２１３
新宿セミナー柏校 １２１４
新宿セミナー千葉校 １２１５
新宿セミナー津田沼校 １２５５
駿台予備学校津田沼校 １２１６
駿台予備学校柏校 １２１７
駿台予備学校千葉校 １２１８
東京個別指導学院
イオン妙典教室 １２１９
東京個別指導学院 市川教室 １２２０
東京個別指導学院 本八幡教室 １２２１
東京個別指導学院 浦安教室 １２２２
東京個別指導学院 新浦安教室 １２２３
東京個別指導学院 柏教室 １２２４
東京個別指導学院 稲毛教室 １２２５
東京個別指導学院 稲毛海岸教室１２２６
東京個別指導学院 千葉東口教室１２２７
東京個別指導学院 津田沼教室 １２２８
東京個別指導学院 船橋教室 １２２９
東京個別指導学院 新松戸教室 １２３０
東京個別指導学院 松戸教室 １２３１
東京個別指導学院 八柱教室 １２３２
東京個別指導学院 八千代台教室１２３３
東進ハイスクール １２３４
東進衛星予備校 １２３５
トフルゼミナール船橋校 １２３６
TOMAS １２３７
navio津田沼校 １２３８
navio西船橋校 １２３９
navio南柏校 １２４０
みすず学苑千葉駅校 １２４１
四谷学院柏校 １２４２
四谷学院千葉校 １２４３
四谷学院船橋校 １２４４
代ゼミサテライン １２４７
早稲田予備校稲毛海岸校 １２４８
早稲田予備校勝田台校 １２４９
早稲田予備校西船橋校 １２５０
早稲田塾松戸校 １２５１
早稲田塾柏校 １２５２
早稲田塾津田沼校 １２５３
早稲田塾本八幡校 １２５４
上記以外 １２９９

【東京都】
市進予備校聖蹟桜ヶ丘校 １３０１
市進予備校赤羽校 １３０２
市進予備校八王子校 １３０３
市進予備校町田校 １３０４
市進予備校三鷹校 １３０５
ena 国立校 １３０６
ena 久米川校 １３０７
ena 拝島校 １３０８
ena 八王子校 １３０９
ena 鶴川校 １３１０
ena 多摩センター校 １３１１
大宮予備校池袋校 １３１２
お茶の水ゼミナール池袋校 １３１３
お茶の水ゼミナール吉祥寺校 １３１４
お茶の水ゼミナール渋谷校 １３１５
お茶の水ゼミナール東京本校 １３１６
河合塾池袋校 １３１７
河合塾秋葉原校 １３１８
河合塾調布現役館 １３１９
河合塾麹町校 １３２０
河合塾新宿校 １３２１
河合塾自由が丘現役館 １３２２
河合塾立川校 １３２３
河合塾町田校 １３２４
河合塾本郷校 ４８８２
河合塾吉祥寺現役館 ４８８３
城南予備校吉祥寺校 １３２５
城南予備校自由が丘校 １３２６
城南予備校立川校 １３２７
城南予備校町田校 １３２８
新宿セミナー国立校 １３２９
新宿セミナー新宿校 １３３０
新宿セミナー御茶ノ水校 ４８７８
新宿セミナー町田校 ４８７９
新宿セミナー池袋校 ４９３０
新宿セミナー渋谷校 ４９３１
駿台現役フロンティア吉祥寺校 １３３１
駿台予備学校池袋校 １３３２
駿台現役フロンティア
自由が丘校 １３３３
駿台予備学校市谷校舎 １３３４
駿台予備学校お茶の水校 １３３５
駿台予備学校町田校 １３３６
駿台予備学校立川校 １３３７
早慶外語ゼミ池袋校 １３３８
早慶外語ゼミ渋谷校 １３３９

早慶外語ゼミ町田校 １３４０
早慶外語ゼミ葛西校 １３４１
早慶外語ゼミ亀戸校 １３４２
館山塾 １３４３
TOMAS １３４４
東京個別指導学院 綾瀬教室 ４８０１
東京個別指導学院 北千住教室 ４８０２
東京個別指導学院 西新井教室 ４８０３
東京個別指導学院 日暮里教室 ４８０４
東京個別指導学院
板橋区役所前教室 ４８０５
東京個別指導学院 高島平教室 ４８０６
東京個別指導学院 ときわ台教室４８０７
東京個別指導学院 成増教室 ４８０８
東京個別指導学院 西葛西教室 ４８０９
東京個別指導学院 船堀教室 ４８１０
東京個別指導学院 蒲田教室 ４８１１
東京個別指導学院 京急蒲田教室４８１２
東京個別指導学院
Luz大森教室 ４８１３
東京個別指導学院 青砥教室 ４８１４
東京個別指導学院 新小岩教室 ４８１５
東京個別指導学院 赤羽教室 ４８１６
東京個別指導学院 王子教室 ４８１７
東京個別指導学院 大島教室 ４８１８
東京個別指導学院 東陽町教室 ４８１９
東京個別指導学院 豊洲教室 ４８２０
東京個別指導学院 門前仲町教室４８２１
東京個別指導学院 大井町教室 ４８２２
東京個別指導学院 旗の台教室 ４８２３
東京個別指導学院 目黒教室 ４８２４
東京個別指導学院 高田馬場教室４８２５
東京個別指導学院 阿佐ヶ谷教室４８２６
東京個別指導学院 荻窪教室 ４８２７
東京個別指導学院 高円寺教室 ４８２８
東京個別指導学院 下井草教室 ４８２９
東京個別指導学院 西永福教室 ４８３０
東京個別指導学院 錦糸町教室 ４８３１
東京個別指導学院 桜新町教室 ４８３２
東京個別指導学院 下北沢教室 ４８３３
東京個別指導学院
成城コルティ教室 ４８３４
東京個別指導学院 千歳烏山教室４８３５
東京個別指導学院 二子玉川教室４８３６
東京個別指導学院 用賀教室 ４８３７
東京個別指導学院 浅草教室 ４８３８
東京個別指導学院 池袋西口教室４８３９
東京個別指導学院 大塚教室 ４８４０
東京個別指導学院 駒込教室 ４８４１
東京個別指導学院 巣鴨教室 ４８４２
東京個別指導学院 千川教室 ４８４３
東京個別指導学院 目白教室 ４８４４
東京個別指導学院 中野教室 ４８４５
東京個別指導学院 大泉学園教室４８４６
東京個別指導学院 上石神井教室４８４７
東京個別指導学院 中村橋教室 ４８４８
東京個別指導学院 練馬教室 ４８４９
東京個別指導学院 光が丘教室 ４８５０
東京個別指導学院 武蔵関教室 ４８５１
東京個別指導学院 白山教室 ４８５２
東京個別指導学院 広尾教室 ４８５３
東京個別指導学院 学芸大学教室４８５４
東京個別指導学院 自由が丘教室４８５５
東京個別指導学院 都立大学教室４８５６
東京個別指導学院 昭島教室 ４８５７
東京個別指導学院 清瀬教室 ４８５８
東京個別指導学院 国立教室 ４８５９
東京個別指導学院
武蔵小金井教室 ４８６０
東京個別指導学院 国分寺教室 ４８６１
東京個別指導学院 狛江教室 ４８６２
東京個別指導学院 立川教室 ４８６３
東京個別指導学院
聖蹟桜ヶ丘教室 ４８６４
東京個別指導学院
多摩センター教室 ４８６５
東京個別指導学院 調布教室 ４８６６
東京個別指導学院 田無教室 ４８６７
東京個別指導学院
ひばりヶ丘教室 ４８６８
東京個別指導学院 八王子教室 ４８６９
東京個別指導学院 南大沢教室 ４８７０
東京個別指導学院 東久留米教室４８７１
東京個別指導学院 豊田教室 ４８７２
東京個別指導学院 府中教室 ４８７３
東京個別指導学院 成瀬教室 ４８７４
東京個別指導学院 町田教室 ４８７５
東京個別指導学院 三鷹教室 ４８７６
東京個別指導学院 吉祥寺教室 ４８７７
東進ハイスクール市ヶ谷校 ４８８６
東進ハイスクール
新宿エルタワー校 ４８８７
東進ハイスクール高田馬場校 ４８８８
東進ハイスクール人形町校 ４８８９
東進ハイスクール赤羽校 ４８９０
東進ハイスクール本郷三丁目校 ４８９１
東進ハイスクール茗荷谷校 ４８９２
東進ハイスクール綾瀬校 ４８９３
東進ハイスクール金町校 ４８９４
東進ハイスクール北千住校 ４８９５
東進ハイスクール錦糸町校 ４８９６
東進ハイスクール豊洲校 ４８９７
東進ハイスクール西新井校 ４８９８
東進ハイスクール西葛西校 ４８９９
東進ハイスクール門前仲町校 ４９００
東進ハイスクール池袋校 ４９０１
東進ハイスクール大泉学園校 ４９０２
東進ハイスクール荻窪校 ４９０３
東進ハイスクール高円寺校 ４９０４
東進ハイスクール石神井校 ４９０５
東進ハイスクール巣鴨校 ４９０６
東進ハイスクール成増校 ４９０７
東進ハイスクール練馬校 ４９０８
東進ハイスクール大井町校 ４９０９
東進ハイスクール蒲田校 ４９１０
東進ハイスクール五反田校 ４９１１
東進ハイスクール三軒茶屋校 ４９１２
東進ハイスクール渋谷駅西口校 ４９１３
東進ハイスクール下北沢校 ４９１４
東進ハイスクール自由ヶ丘校 ４９１５
東進ハイスクール
成城学園前駅北口校 ４９１６
東進ハイスクール千歳烏山校 ４９１７
東進ハイスクール
都立大学駅前校 ４９１８
東進ハイスクール吉祥寺校 ４９１９
東進ハイスクール国立校 ４９２０
東進ハイスクール立川駅北口校 ４９２１
東進ハイスクール田無校 ４９２２
東進ハイスクール調布校 ４９２３
東進ハイスクール八王子校 ４９２４
東進ハイスクール東久留米校 ４９２５
東進ハイスクール府中校 ４９２６
東進ハイスクール町田校 ４９２７

東進ハイスクール武蔵小金井校 ４９２８
東進ハイスクール武蔵境校 ４９２９
東進ハイスクール（２３区外） １３４６
東進衛星予備校 １３４７
トフルゼミナール渋谷校 １３４８
トフルゼミナール立川校 １３４９
トフルゼミナール高田馬場校 １３５０
トフルゼミナール池袋校 １３５１
トフルゼミナール調布校 １３５２
トフルゼミナール町田校 １３５３
トフルゼミナール四谷校 １３５４
navio高田馬場校 １３５６
navio成城学園校 １３５７
navio明大前校 １３５８
navio自由が丘校 １３５９
navio大泉学園校 １３６０
navio練馬校 １３６１
navio国立校 １３６２
navio吉祥寺校 １３６３
navio赤羽校 ４８８４
navio目黒校 ４８８５
一橋学院 １３６４
毎日セミナー １３６５
みすず学苑上野の森校舎 １３６６
みすず学苑立川駅北口校 １３６７
みすず学苑西荻本校 １３６８
武蔵高等予備校 １３６９
茗渓予備校吉祥寺校 １３７０
茗渓予備校笹塚校 １３７１
四谷学院池袋校 １３７２
四谷学院吉祥寺校 １３７３
四谷学院自由が丘校 １３７４
四谷学院立川校 １３７５
四谷学院町田校 １３７６
四谷学院四谷校 １３７７
代々木ゼミナール
立川北口受験プラザ １３７９
代々木ゼミナール本部校
代ゼミタワー １３８１
代ゼミサテライン １３８２
早稲田アカデミーサクセス１８
池袋校 １３８３
早稲田アカデミーサクセス１８
渋谷校 １３８４
早稲田塾秋葉原校 １３８５
早稲田塾池袋校 １３８６
早稲田塾吉祥寺校 １３８７
早稲田塾自由が丘校 １３８８
早稲田塾新宿校 １３８９
早稲田塾八王子校 １３９０
早稲田塾町田校 １３９１
早稲田塾四谷校 １３９２
早稲田塾大崎品川校 １３９３
早稲田塾立川校 １３９４
早稲田ゼミナール高田馬場校 １３９５
早稲田予備校東京本校 １３９６
上記以外 １３９９

【神奈川県】
市進予備校溝の口校 １４０１
市進予備校新百合ヶ丘校 １４０２
一色塾青葉台校 １４０３
一色塾大船校 １４０４
ena 橋本校 １４０５
ena 二俣川校 １４０６
ena 新百合ヶ丘校 １４０７
大宮予備校横浜校 １４０８
河合塾あざみ野館 １４０９
河合塾藤沢現役館 １４１０
河合塾厚木現役館 １４１１
河合塾金沢文庫現役館 １４１２
河合塾横浜校 １４１３
秀英予備校厚木校 １４１４
秀英予備校小田原校 １４１５
秀英予備校湘南藤沢校 １４１６
翔進予備校 １４１７
城南予備校厚木校 １４１８
城南予備校金沢文庫校 １４１９
城南予備校川崎校 １４２０
城南予備校藤沢校 １４２１
城南予備校横浜校 １４２２
新宿セミナー横浜校 １４２３
新宿セミナー藤沢校 １４９６
駿台予備学校横浜校 １４２４
駿台予備学校あざみ野校 １４２５
駿台現役フロンティア藤沢校 １４２６
駿台現役フロンティア
横浜みらい校 １４２７
東京個別指導学院 本厚木教室 １４２８
東京個別指導学院 大船教室 １４２９
東京個別指導学院 川崎教室 １４３０
東京個別指導学院
新百合ヶ丘教室 １４３１
東京個別指導学院 登戸教室 １４３２
東京個別指導学院 溝の口教室 １４３３
東京個別指導学院 宮崎台教室 １４３４
東京個別指導学院 武蔵小杉教室１４３５
東京個別指導学院 相模大野教室１４３６
東京個別指導学院 相模原教室 １４３７
東京個別指導学院 橋本教室 １４３８
東京個別指導学院 茅ヶ崎教室 １４３９
東京個別指導学院 平塚教室 １４４０
東京個別指導学院 湘南台教室 １４４１
東京個別指導学院 藤沢教室 １４４２
東京個別指導学院
Luz湘南辻堂教室 １４４３
東京個別指導学院 中央林間教室１４４４
東京個別指導学院 大和教室 １４４５
東京個別指導学院
横須賀中央教室 １４４６
東京個別指導学院 青葉台教室 １４４７
東京個別指導学院 あざみ野教室１４４８
東京個別指導学院
いずみ中央教室 １４４９
東京個別指導学院 市が尾教室 １４５０
東京個別指導学院 大倉山教室 １４５１
東京個別指導学院 金沢文庫教室１４５２
東京個別指導学院 上大岡教室 １４５３
東京個別指導学院 上永谷教室 １４５４
東京個別指導学院 港南台教室 １４５５
東京個別指導学院 杉田教室 １４５６
東京個別指導学院
センター北教室 １４５７
東京個別指導学院
センター南教室 １４５８
東京個別指導学院
たまプラーザ教室 １４５９
東京個別指導学院 綱島教室 １４６０
東京個別指導学院 鶴ヶ峰教室 １４６１
東京個別指導学院 鶴見教室 １４６２
東京個別指導学院 十日市場教室１４６３
東京個別指導学院 戸塚教室 １４６４
東京個別指導学院 中山教室 １４６５
東京個別指導学院 能見台教室 １４６６

東京個別指導学院 東神奈川教室１４６７
東京個別指導学院 東戸塚教室 １４６８
東京個別指導学院 日吉教室 １４６９
東京個別指導学院 二俣川教室 １４７０
東京個別指導学院 保土ヶ谷教室１４７１
東京個別指導学院 三ツ境教室 １４７２
東京個別指導学院 横浜西口教室１４７３
東京個別指導学院 緑園都市教室１４７４
東進ハイスクール １４７５
東進衛星予備校 １４７６
TOMAS １４７７
トフルゼミナール横浜校 １４７８
トフルゼミナール藤沢校 １４７９
navio青葉台校 １４８０
navio相模大野校 １４８１
navio鷺沼校 １４８２
みすず学苑横浜校 １４８３
四谷学院厚木校 １４８４
四谷学院横浜校 １４８５
四谷学院藤沢校 １４８６
臨界セミナー １４８９
早稲田塾厚木校 １４９０
早稲田塾青葉台校 １４９１
早稲田塾藤沢校 １４９２
早稲田塾横浜校 １４９３
早稲田塾金沢文庫校 １４９４
早稲田塾川崎校 １４９５
上記以外 １４９９

【新潟県】
東進衛星予備校 １５０１
能開予備校 １５０２
代々木ゼミナール新潟校 １５０３
上記以外 １５９９

【富山県】
高岡予備校 １６０１
中央予備校富山校 １６０２
東進衛星予備校 １６０３
富山育英センター １６０４
富山予備校 １６０５
上記以外 １６９９

【石川県】
金沢育英センター １７０１
金沢中央予備校 １７０２
志向館 １７０３
東大セミナー １７０４
上記以外 １７９９

【福井県】
福井育英セミナー １８０１
福井ゼミナール １８０２
上記以外 １８９９

【山梨県】
甲斐大学予備校 １９０１
西東京予備校 １９０２
山梨予備校 １９０３
上記以外 １９９９

【長野県】
上田予備学校 ２００１
信州予備学校 ２００２
東進ハイスクール長野校 ２００３
東進衛星予備校 ２００４
長野予備学校 ２００５
松本大学予備校 ２００６
上記以外 ２０９９

【岐阜県】
ECC進学予備校 ２１０１
河合塾岐阜校 ２１０２
上記以外 ２１９９

【静岡県】
河合塾浜松校 ２２０１
現役予備校 eisu ２２０２
佐鳴予備校 ２２０３
静岡予備校早慶セミナー ２２０４
秀英予備校 ２２０５
東進ハイスクール静岡校 ２２０６
上記以外 ２２９９

【愛知県】
ECC予備校 ２３０１
河合塾千種キャンパス千種校 ２３０２
河合塾豊橋校 ２３０３
河合塾名駅キャンパス名古屋校 ２３０４
河合塾名駅キャンパス名駅校 ２３０５
河合塾刈谷現役館 ２３０６
河合塾岡崎現役館 ２３０７
河合塾豊田現役館 ２３０８
河合塾星ヶ丘現役館 ２３０９
佐鳴予備校 ２３１０
秀英予備校 ２３１１
駿台予備学校名古屋校 ２３１２
駿台現役フロンティア丸の内 ２３１３
東進衛星予備校 ２３１４
四谷学院名古屋校 ２３１５
代々木ゼミナール名古屋校 ２３１６
上記以外 ２３９９

【三重県】
河合塾四日市現役館 ２４０１
河合塾津現役館 ２４０２
東進衛星予備校 ２４０３
上記以外 ２４９９

【滋賀県】
東進衛星予備校 ２５０１
代ゼミサテライン ２５０２
上記以外 ２５９９

【京都府】
ECC予備校 ２６０１
駿台予備学校京都校 ２６０３
駿台予備学校京都南校 ２６０４
駿台現役フロンティア
京都駅前校 ２６０６
四谷学院京都校 ２６０７
代々木ゼミナール京都校 ２６０８
上記以外 ２６９９

【大阪府】
ECC予備校 ２７０１
エール予備校 ２７０２
河合塾大阪校 ２７０３
河合塾上本町校 ２７０４
河合塾天王寺校 ２７０５
河内長野エール予備校 ２７０６
KEC近畿予備校 ２７０７
駿台予備学校上本町校 ２７０８
駿台予備学校大阪校 ２７０９

塾・予備校コード表



駿台予備学校大阪南校 ２７１０
駿台現役フロンティア茨木校 ２７１１
駿台現役フロンティア豊中校 ２７１２
駿台現役フロンティア堺東校 ２７１３
東進衛星予備校 ２７１４
トフルゼミナール大阪校 ２７１５
能開予備校 ２７１６
夕陽丘予備校 ２７１７
四谷学院梅田校 ２７１８
四谷学院なんば校 ２７１９
代々木ゼミナール大阪南校 ２７２１
代ゼミサテライン ２７２２
上記以外 ２７９９

【兵庫県】
ECC予備校 ２８０１
河合塾三宮現役館 ２８０２
駿台予備学校神戸校 ２８０３
駿台現役フロンティア
西宮北口校 ２８０４
トフルゼミナール神戸校 ２８０５
四谷学院神戸校 ２８０６
上記以外 ２８９９

【奈良県】
ECC予備校 ２９０１
駿台現役フロンティア西大寺校 ２９０２
東進ハイスクール奈良校 ２９０３
東進ハイスクール JR奈良駅前校２９０４
奈良エール予備校 ２９０５
能開予備校 ２９０６
上記以外 ２９９９

【和歌山県】
東進衛星予備校 ３００１
能開予備校 ３００２
和歌山英数学館 ３００３
和歌山中央予備校 ３００４
上記以外 ３０９９

【鳥取県】
あすなろ予備校 ３１０１
倉吉予備校 ３１０２
鳥取予備校 ３１０３
米子予備校 ３１０４
上記以外 ３１９９

【島根県】
出雲予備校 ３２０１
東進衛星予備校 ３２０２
松江予備校 ３２０３
上記以外 ３２９９

【岡山県】
鷗州予備校 ３３０１
岡山進研学院 ３３０２
KLC ３３０３
能開予備校 ３３０４
上記以外 ３３９９

【広島県】
鷗州予備校 ３４０１
河合塾広島校 ３４０２
河合塾福山校 ３４０３
東進衛星予備校 ３４０４
能開予備校 ３４０５
四谷学院広島校 ３４０６
上記以外 ３４９９

【山口県】
北九州予備校山口校 ３５０１
鳳鳴学館 ３５０２
宇部進 ３５０３
鷗州予備校 ３５０４
東進衛星予備校 ３５０５
代ゼミサテライン ３５０６
上記以外 ３５９９

【徳島県】
徳島予備校 ３６０１
上記以外 ３６９９

【香川県】
高松高等予備校 ３７０１
能開予備校 ３７０２
上記以外 ３７９９

【愛媛県】
東進衛星予備校 ３８０１
上記以外 ３８９９

【高知県】
かわさき予備校 ３９０１
高知学芸進学アカデミー ３９０２
東進衛星予備校 ３９０３
土佐塾予備校 ３９０４
代ゼミサテライン ３９０５
上記以外 ３９９９

【福岡県】
鷗州予備校 ４００１
河合塾北九州校 ４００２
河合塾福岡校 ４００３
北九州予備校黒崎校 ４００４
北九州予備校小倉駅校 ４００５
北九州予備校旦過橋校舎 ４００６
北九州予備校博多駅校 ４００７
久留米ゼミナール ４００８
駿台予備学校福岡校 ４００９
四谷学院福岡天神校 ４０１０
四谷学院北九州校 ４０１１
代々木ゼミナール福岡校 ４０１３
上記以外 ４０９９

【佐賀県】
佐賀高等予備校 ４１０１
東進衛星予備校 ４１０２
上記以外 ４１９９

【長崎県】
北九州予備校長崎校 ４２０１
野田ゼミナール ４２０２
上記以外 ４２９９

【熊本県】
北九州予備校熊本校 ４３０１
壺渓塾 ４３０２
上記以外 ４３９９

【大分県】
大分中央予備校 ４４０１
北九州予備校大分校 ４４０２
能開予備校 ４４０３
上記以外 ４４９９

【宮崎県】
宮崎栄進学院 ４５０１
上記以外 ４５９９

【鹿児島県】
鹿児島高等予備校 ４６０１
北九州予備校鹿児島校 ４６０２
清風予備校 ４６０３

山川義塾 ４６０４
上記以外 ４６９９

【沖縄県】
Via 進学アカデミー ４７０１
沖縄受験ゼミナール ４７０２
即解ゼミ ４７０３
東進衛星予備校 ４７０４
那覇尚学院 ４７０５
代ゼミサテライン ４７０６
上記以外 ４７９９
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