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入学者受入方針（アドミッション・ポリシー） 
　東京医科歯科大学は，医学部医学科，医学部保健衛生学科，歯学部歯学科，歯学部口腔保健学科，教
養部，生体材料工学研究所，難治疾患研究所を有する日本唯一の医歯学系総合大学院大学である。 
　本学では，医師，歯科医師，看護師，臨床検査技師，歯科衛生士，歯科技工士の育成は勿論のこと，
医療・生命科学領域の研究・学問体系の構築を図りながら，一流の研究者・医療人の養成に努め，広く
社会・人類に貢献することを目指している。 

【教育理念】 

　病める人と向き合う医療人は，患者の痛みが分かり，そして患者を取り巻く様々な状況をも理解しな
ければならない。それには豊かな教養と人間への深い洞察力，高い倫理観と説明能力を備えなければな
らない。 

　学業あるいは研究に当たっては，何事も鵜呑みにすることなく，疑問を投げかけ，種々の情報を収
集，解析し，自ら解決する能力が求められる。そうしてはじめて，独創的な研究を推進できる人材が育
まれる。 

　研究成果が即座に世界に伝播する現代において，医療の分野でもその情報と時間の共有化が益々進ん
でいる。このような状況の中で，立ち遅れない，むしろ最先端を行く人材の養成に努める。そのために
海外教育研究拠点，海外国際交流協定校への派遣を積極的に推進する。

医学部医学科
【教育理念】
　疾患の治療と予防及び健康の保持・増進を研究し，その成果を広く医療・福祉に応用する医学の発展
を担う指導者を育成する。 

【教育目標】 
 １．幅広い教養と豊かな感性を備え，広い視野と高い倫理観をもつ人間性を培う。 
 ２．自ら問題を提起して解決し，医学のフロンティアを切り開く創造能力を修得する。 
 ３．世界的規模で働く国際人としての意識を持ち，世界に貢献できる医師・医学研究者を養成する。 

【求める学生像】 
 １．医学・医療に深い関心を有する。 
 ２．協調性とコミュニケーション能力に優れている。 
 ３．創造性とチャレンジ精神に富んでいる。 
 ４．高い倫理性を備えている。
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【入学までに身につけておいて欲しいこと】 
　高等学校で学習する全ての教科が，医学科教育の土台となる。各教科において基礎学力を幅広く身に
つけておくこと。本学入学前に身につけておく基本要件は，前期日程入学志願者が受験する大学入試セ
ンター試験の教科・科目の完璧な履修である。特に理科においては，常になぜそうなるかを考えなが
ら，より高い学力を獲得するよう心がけ，普段から医学・医療に関する知識を得るように努力するこ
と。医学科教育においては，読解力や作文能力も重要である。社会人とやりとりできるようなレベルを
目指して，社会的視野の涵養に努め，また日本語・英語能力の向上に努めること。

教養部（千葉県市川市国府台）
【教育理念】

【教育目標】 
　教育理念の実現のために，教養教育と専門教育を学ぶための基礎教育を並行して行い，以下の４つ
の力を学生に獲得させる。
１．市民社会の一員として，自己と他者を理解するための幅広い教養と感性
２．科学的に考え，理解し，自ら問題を見つけ継続して学ぶ力
３．国際的な医療人として活躍するために必要なコミュニケーションの能力
４．専門教育に必要な基礎学力や思考力，技術

　世界に通用する医療人の基盤となる，さまざまな文化や多様な世界を理解できる教養と，他者を理解
するための人間としての力を兼ね備えた人材を育成する。
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募 集 要 項 
 
1．地域特別枠推薦入試（医学部医学科）の実施及び茨城県地域医療医師修学資金
貸与制度・長野県医学生修学資金貸与制度の概要 

（1）実施目的 
　国の「経済財政改革の基本方針 2009」を踏まえた医学部入学定員増に伴い茨城県及び長野県と連
携し，将来茨城県あるいは長野県内の地域医療を担う人材を育成することを目的として実施する。 

（2）修学資金の概要 
【茨城県】 
　将来，茨城県知事が定める医療機関において，医師の業務に従事しようとする意思のもと，大学
の医学を履修する課程に設置された茨城県地域枠入学者として入学する者に対して貸与するもの

を免除する。 
　貸与月額　150,000 円 
【長野県】 
　将来，医師として長野県内の公立・公的病院等に従事する意欲のある医学生を対象とする。長野
県知事が指定する医療機関における業務に，貸与期間の1.5倍に相当する期間（臨床研修期間を含む）
従事した場合，全額返還を免除する。 
    貸与月額　200,000 円 

 
2．入学年次
 
3．入学時期 
 
4．募集人員 
【茨城県】
【長野県】
※ 合格者または入学手続者が募集人員に満たない場合は，その不足した人員を一般入試（前期日
程）の募集人員に加える。 

 
5．出願要件 
　　【茨城県】 
　平成 28 年度大学入試センター試験において本学が指定した教科・科目（５ページ参照）を受験
した者で，次の①～④の条件を満たす者 
① 　茨城県内の高等学校（中等教育学校，特別支援学校の高等部を含む。）を平成 27 年 3 月卒業あ

茨城県に居住している者で茨城県外の高等

※「茨城県に居住している者」とは，出願時において茨城県内に 1年以上居住している者とする。
② 　将来，茨城県の地域医療に貢献する熱意と能力を有する者で，学校長が責任をもって推薦でき
る者 
③　学習成績概評がＡ段階の者 
④ 　茨城県が実施する『茨城県地域医療医師修学資金貸与制度』に応募し，本学出願期間前に茨城
県による面接を受けた者 

平成 28 年 4 月

平成 28 年
平成 28 年
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※詳細は以下に照会すること。
　茨城県保健福祉部医療対策課医師確保対策室

　E-mail ：i.doctor@pref.ibaraki.lg.jp 

【長野県】 
　平成 28 年度大学入試センター試験において本学が指定した教科・科目（５ページ参照）を受験 
した者で，次の①～④の条件を満たす者 
① 

② 　将来，長野県の地域医療に貢献する熱意と能力を有する者で，学校長が責任をもって推薦でき
る者 
③　学習成績概評がＡ段階の者 
④ 　長野県が実施する『平成 28 年度長野県医学生修学資金貸与制度』に応募することを確約し，
本学出願期間前に長野県による面接を受け，合格した者 

※詳細は以下に照会すること。 
　長野県健康福祉部医療推進課医師確保対策室 
　ＴＥＬ：026-235-7144（直通）
　ＦＡＸ：026-223-7106 
　E-mail ：doctor@pref.nagano.lg.jp 

6．推薦人員及び推薦要件等 
（1）推薦人員 
【茨城県】
【長野県】

（2）推薦要件 
ア 　志願者は，調査書の学習成績概評がＡに属する生徒のうち，人格・学力ともに優秀で，かつ

持って推薦できる者であること。 
イ 　志願者は，特に医学の勉強を強く希望し，将来はその専門分野における実践・指導に携わるこ
とを決意していること。 
ウ 　志願者は，本学医学部医学科への推薦入試に限定して志願する者に限り，かつ合格した場合に
は，本学に入学することを確約できる者であること。 
エ 　志願者は，各県が定めている修学資金貸与条件を満たし，かつ修学資金を受給することに同意
した者であること。 

（3）望ましい資質 
　本学科の学生には，おおよそ次のような資質を備えることが望まれる。 
ア　 医学・医療に対する深い関心 
イ 　協調性とコミュニケーション能力 
ウ 　創造性とチャレンジ精神 
エ 　高い倫理性 

平成 28 年
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（4）留意事項 
ア 　国公立大学の推薦入試（大学入試センター試験を課す場合，課さない場合を含む）へ出願する
ことができるのは，一つの大学・学部に限られるので注意すること。 

イ 　本学の推薦入試の結果，不合格となった者は，本学及び他の国公立大学が実施する他の一般入
試等を受験することができる。 

ウ 　推薦入試の合格者は，推薦入試を実施した大学の定める手続により入学の辞退を許可された場
合を除き，他の国公立大学の個別学力検査等を受験しても合格者とはならない。 

 
7．入学者選抜方法等 
　入学者の選抜は，調査書等の内容と大学入試センター試験の成績により第１段階選抜（募集人員の約 
４倍）を行う。その合格者について更に面接試験を実施し，各々総合判定により入学者を選抜する。 
 
　　大学入試センター試験において本学が指定する教科・科目は下表のとおりである。 

教科 科目名等

国語 『国語』

地理歴史・公民

数学

『数学Ⅰ・数学A』 

理科

外国語

）注（  １．「地理歴史・公民」において，２科目を受験した場合は，第１解答科目の成績を合否判定に用いる。 
２．「数学」で『簿記・会計』，『情報関係基礎』を選択解答できる者は，高等学校または中等教育学校
においてこれらの科目を履修した者及び文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の修了（見
込）者に限る。 

３．「外国語」の『英語』については，リスニングを含み，筆記試験（200 点満点），リスニング（50 点
満点）の合計得点を 200 点満点に圧縮して利用する。 

◎平成 28年度大学入試センター試験経過措置科目「数学（工業数理基礎）」の取扱いについて

「世界史B」「日本史B」「地理B」
『倫理，政治・経済』から 1 科目選択

『数学Ⅱ・数学B』『簿記・会計』
『情報関係基礎』から 1 科目選択

「物理」「化学」「生物」から 2 科目選択

『英語（リスニングを含む）』『ドイツ語』『フランス語』
『中国語』『韓国語』から 1 科目選択

　大学入試センター試験を課す平成 28 年度大学入学者選抜において，大学入試センター試験の数学
（工業数理基礎）に関し，旧教育課程履修者のうち希望する者は，経過措置により受験できる。
　なお，新教育課程履修者は数学（工業数理基礎）を選択解答できない。
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（注）
新教育課程履修者
（数学，理科）

①高等学校（特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。）に平成 25 年 4 月に入学し，
数学，理科に関し新教育課程を履修し，平成 28 年 3 月卒業見込みの者
②中等教育学校の後期課程に平成 25 年 4 月に進級し，平成 28 年 3 月卒業見込みの
者

旧教育課程履修者 上記以外の者
＊高等学校等卒業者，高等学校卒業程度認定試験合格者又は合格見込者，大学入
学資格検定合格者，高等専門学校第 3学年修了者又は修了見込者，外国の学校
等修了者又は修了見込者，在外教育施設修了者又は修了見込者，及び高等学校
等を平成 28 年 3 月卒業見込みであるが，入学は平成 25 年 3 月以前の者など，
上記に該当しない者

※「新教育課程」とは，平成 25 年 4 月 1 日から適用された高等学校学習指導要領（平成 21 年文部科学省告示第
34 号）に基づく教育課程及び平成 21 年 3 月 9 日文部科学省告示第 38 号の特例により定められた教育課程をい
い，「旧教育課程」とは，従前の高等学校学習指導要領に基づく教育課程をいう。

8．出願期間及び出願方法 

　出願は，志願者が直接行うのではなく，以下により在籍するあるいは卒業した高等学校（中等教育学
校，特別支援学校の高等部を含む。）の長を経由して行うものとする。 
（1）出願期間　平成 28 年 1 月 18 日（月）～ 1月 26 日（火） 17 時必着 
　　入学検定料振込期間　平成 27 年 12 月 1 日（火）～平成 28 年 1 月 26 日（火）  
（2）出願方法 

① 　本要項に添付する「出願用封筒」に出願書類を一括同封し，必ず書留速達郵便で，出願期間内
に本学へ到着するよう送付すること（大学に直接持参しても一切受理しない。）。 
② 　出願期間内に到着した場合であっても，書類等に不備がある場合は，受理しないことがある。 
③ 　出願期間を過ぎて本学に到着したものは，いかなる理由（天災によるものを除く。）であって
も受理しない。 

（3）出願書類提出先 

　　東京医科歯科大学学務部入試課学部入試掛 
（4）出願受理の通知 
　出願書類等を受理した場合は，受験番号を記入した受験票を志願者に送付するとともに，「出願書
類受領通知ハガキ」を当該学校長あてに送付する。 
　ただし，第１段階選抜の結果，不合格となった者については，送付した「受験票」は無効となる。
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（5）出願書類 
　　※【茨城県】志願者はオレンジ色の出願書類，【長野県】志願者は肌色の出願書類を使用すること。

出願書類 摘要

1 入学志願票

2 受験票・写真票

3 入学志願者の履歴等記入票

4
大学入試センター試験

成績請求票
　「国公立推薦入試用」を「入学志願調査票」の所定の欄に貼付
すること。

5 推薦書
　本学所定の用紙を使用し，当該学校長が作成する（厳封）。
※作成にあたっては「（6）推薦書作成上の注意」を参照のこと。

6 志願理由書 　本学所定の用紙を使用し，志願者が黒又は青のボールペンで自
筆により記入すること。7 確約書

8 調査書

　文部科学省が定めた様式により，当該学校長が作成し厳封した
ものを提出すること。
※既卒者については，平成 27年４月１日以降発行のものを提出す
　ること。また，廃校，被災，その他の事情により出身学校長の調査
　書が得られない場合には，卒業証明書及び成績証明書又は単位
　修得証明書，成績通信簿の写し（本人が保管しているもの）等，入
　学志願者が提出できる書類をもって調査書に代えることができる。

9 検定料

　17,000 円（※振込手数料は，振込人負担となる。） 
　本学所定の銀行振込用紙を使用して最寄りの銀行の「窓口」か
ら電信扱いで振り込むこと。その際，銀行から発行される「東京
医科歯科大学検定料納付証明書」に銀行の収納印があることを確
認し，入学志願票（裏面）の所定欄に貼付すること。（ゆうちょ
銀行からは振込不可）

10 第１段階選抜結果返信用封筒
　本要項に添付する封筒に，本学からの通知が確実に届く志願者
の住所・氏名又は学校所在地・学校名を所定の欄に明記し，返信
用郵便切手を貼付すること。
（注）11 ～ 13 については簡易書留速達郵便で郵送するため，不在
　　の場合は，郵便局保管期間内に必ず受領すること。

11 受験票等返信用封筒

12 選抜結果通知用封筒
（志願者用）

13 選抜結果通知用封筒
（学校長用）

14
出願書類受理通知用

ハガキ

　本要項に添付するハガキに，本学からの通知が確実に届く学校
所在地，学校名，氏名等を所定の欄に明記し，返信用郵便切手（52
円分）を貼付すること。

１　本学所定の用紙に，志願者が自筆で記入すること。
２　黒又は青のボールペンで丁寧に記入すること｡（消せるボール
ペンは不可）
３　漢字は楷書で，数字は算用数字で正確に記入し，該当する字
句を○で囲むこと。
４　誤って記入した場合は，誤記入の部分を二重線で消し訂正す
ること｡
５　※の欄は，記入しないこと｡
６　写真は，出願日以前３ヶ月以内に撮影した，正面・無帽・上半身
　（縦４㎝×横３㎝）のものを使用し，「入学志願票」，「受験票・写
真票」にそれぞれ同一のものを貼付すること。（写真は３枚必要）
７　「現住所」欄及び「入試に関する確実な連絡先」欄は，提出書類
等の不備についての問い合わせ等を行う場合に確実に連絡でき
る場所を記入すること｡
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（6）推薦書作成上の注意 
①　推薦書は，必ず当該学校長が自筆で記入すること。 
②　「推薦する理由」欄は，推薦する根拠と，医学を学ぶ能力と適性について記入すること。 
③ 　「勉学に対する所見」欄は，勉学の自発性・計画性・持続力・理解力，得意・不得意科目等に
ついて記入すること。また，各学年毎の学年全体の成績順位（何人中何番）及びクラスでの成績
順位（何人中何番）を記入すること。もし，順位が出ていない場合は，推定順位を記入し，備考
欄に「推定」と記入すること。 
④ 　「人物に対する所見」欄は，調査書の「指導上参考となる諸事項」欄と重複しないよう具体的
に記入すること。 
⑤ 　「課外活動等」欄は，調査書の「特別活動」欄以外に，本人の特技その他特筆すべきことがあ
れば具体的に記入すること。 
⑥　「生活状況等」欄は，次に該当することがあれば記入すること。 
　ア　志願者の健康状態 
　イ　引き続き１週間以上欠席した事情及びその理由（病気の場合は病名） 
　ウ　志願者の趣味・生活態度等について，特記すべき事項 

 
9．面接試験の日程及び会場 
（1）日程 

平成 28 年 2 月 8 日（月） 9：30 ～ 13：30（予定） 
※ 面接試験は個人面接。面接の結果，必要と認められた者は，面接当日に健康診断（精密検査）を
実施する。 

（2）会場（12 ページ「東京医科歯科大学位置図」参照） 
東京医科歯科大学（湯島地区）：東京都文京区湯島 1-5-45 

（3）留意事項 
①　日程及び会場の詳細（集合時間・場所等）については，受験票送付時に通知する。 
②　試験当日，入構時に受験票を確認するので，必ず「受験票」を持参すること。 

 
10．合格発表 
　第１段階選抜　平成 28 年 2 月 4 日（木） 13 時 
　最終合格発表　平成 28 年 2 月 10 日（水） 13 時 
（1）湯島地区６号館前掲示板に合格者の受験番号を発表する。 
（2）受験者全員及び当該学校長あてに選抜結果を通知する。 
（3）合格者へは，入学手続に必要な書類等を同封し送付する。 

出願書類 摘要

15 出願書類確認票
　出願する際に「出願書類確認票」により，出願書類が揃っている
ことを確認すること。
（注）「出願書類確認票」も同封して送付すること。

注　１．出願手続完了後の提出書類の内容変更は認めない。 
２．出願手続が完了した者の検定料は，いかなる理由があっても返還しない。ただし，「第１段階選抜

不合格者」及び地域特別枠推薦入試（医学部医学科）出願受理後に大学入試センター試験受験科目
の不足等による「出願無資格者」であることが判明した者に対しては，出願の際に徴収した検定料
17,000 円のうち，13,000 円を返還する。（該当者には，第１段階選抜結果通知時に返還手続案内を
同封する。） 
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（2）入学手続場所 
　　東京医科歯科大学 学務部入試課（湯島地区１号館西１階） 

（3）入学手続に必要なもの
　　①　入学意思確認書（第１段階選抜合格通知に同封） 
　　②　平成 28 年度大学入試センター試験受験票（コピー不可） 
　　③　本学の受験票（地域特別枠推薦入試）（コピー不可） 
　　④　入学料 282,000 円（平成 27 年度実績） 
（注）1.　入学料は，第１段階選抜合格通知に同封する「大学所定の振込依頼書」により，最寄りの銀行

　窓口（ゆうちょ銀行からは振込不可）から，本学に来学する前に納付すること（振込手数料
　は，振込人負担）。その際銀行から発行される「東京医科歯科大学入学料納付証明書」に銀行
　収納印があることを確認し，①に貼付すること。 

　　　2.　ATM（現金自動預払機）による振込はできないので，必ず銀行窓口で払い込むこと。 
　　　3.　「入学料免除」又は「入学料徴収猶予」の申請を行う者は不要。 
（4）授業料（平成 27 年度実績） 
　　前期分 267,900 円　後期分 267,900 円　　年額 535,800 円 
※授業料は，合格通知に同封する「預金口座振替依頼書」により，所定の手続を行い，入学後に指
定された預金口座から自動引き落としとなる。 

（5）その他 

②　納付済みの入学料は，いかなる理由があっても返還しない。 
①　所定の入学手続期間に入学手続を行わない場合，入学を辞退したものとして取り扱う。

③　入学料・授業料について，改定が行われた場合は，改定時から新料金が適用される。 

　　　　財務施設部財務管理課収入管理掛（TEL 03－5803－5048）
⑤　「入学料免除」・「入学料徴収猶予」制度を利用する者（利用を考えている者）は，入学手続時
に入学料を納入した場合，本制度を利用することができなくなるので，事前に学生支援課学生支
援総括掛（11ページ参照）へ問い合わせること。
⑥　入学後，入学料・授業料の他に別途，諸経費が必要になる。（入学関係書類とともに３月下旬
頃に案内を送付する。） 

 
12．合格者に関する留意事項 
（1）推薦入試で合格した者は，他の国公立大学（独自日程で入学者選抜試験を行う公立大学・学部を除

く。）を受験しても入学許可は得られない。 

④　入学料・授業料の納付に関する問い合わせ先

（4）本学ホームページ上（http://www.tmd.ac.jp/）にも合格者の受験番号を掲載する。ただし，ホー
ムページ上での発表は参考として閲覧の上，必ず上記の結果通知により確認すること。 

（5）電話による「合格発表」に関する問い合わせには，一切応じない。 
 
11．入学手続 
（1）入学手続期間 

平成 28 年 2 月 12 日（金），15 日（月）～17 日（水）10 時～ 12 時，13時～17時
（注）1.　郵送する場合は，書留郵便にて，２月 17 日（水）17 時までに必着のこと。 
　　　2.　「入学料免除」又は「入学料徴収猶予」制度を利用するものは，事前に学生支援・保健管理機構

－9－



13．不合格となった場合の取扱い 

（1）推薦入試の結果，不合格となった者は，本学及び他の国公立大学が実施する一般入試等を受験する
ことができる。 
　　ただし，大学入試センター試験の受験を要する教科・科目等は，当該大学の指示するところによる。
（2）本学の一般入試を受験しようとする場合は，平成 27 年 11 月下旬に発表予定の「平成 28 年度一般
入試学生募集要項」を参照すること。 
 
14．問い合わせ先 
　本募集要項の内容に関する照会は，必ず書面（FAX）により行うこと。（返信用の FAX番号，氏名
を記入すること。） 
　　　≪照会先≫〒 113-8510　東京都文京区湯島 1-5-45 
　　　　　　　　東京医科歯科大学学務部入試課学部入試掛 

 
15．個人情報の取扱い 
　個人情報については，「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「国立大学法
人東京医科歯科大学個人情報管理規則」に基づき，次のとおり取り扱う。 
（1）個人情報の利用 
①　出願書類に記載された個人情報については，入学者選抜業務（出願登録処理，選抜実施，合格発
表，入学手続）を行うために利用する。 
②　入学者選抜に用いた試験成績等の個人情報を，今後の入学者選抜及び大学教育の改善のための調
査研究や学術研究の資料として利用する場合がある。（調査研究の発表に際しては，個人が特定で
きない形で行う。） 
③　入学者の個人情報については，教務関係（学籍管理，就学指導等），学生支援関係（健康管理，
授業料免除・奨学金申請，就職支援等），授業料徴収に関する業務を行うために利用する。 
④　国公立大学の一般入試における合格決定業務を円滑に行うため，氏名に限って，推薦入試の合格
及び入学手続等に関する個人情報が，独立行政法人大学入試センター及び併願先の国公立大学に送
達される。 
⑤　茨城県地域医療医師修学資金貸与制度または長野県医学生修学資金貸与制度の実施に伴い，茨城
県または長野県に必要な合格者の個人情報を送達することがある。 

（2）個人情報に関する業務の委託 

上で，一部の業務を外部の事業者に委託することがある。 

（2）入学辞退手続 
　推薦入試合格者が，特別の事情が生じ入学を辞退する場合には，当該合格者の推薦を行った当該学
校長名による「推薦入試辞退願」（様式自由）に理由を付し，平成 28 年 2 月 17 日（水）17 時までに，
本学学長あてに提出し，その許可を得なければならない。 
　入学辞退の許可が得られた場合は，本学及び他の国公立大学が実施する一般入試等を受験すること
ができる。また，合格者が入学又は入学辞退のいずれの手続も行わないままとすることのないよう注
意すること。 

（3）入学手続完了者で，推薦を受けた学校を卒業又は修了できない場合は，入学を取り消すこととなる。
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入学料及び授業料の免除並びに徴収猶予について
（注）問い合わせ先（窓口）：学生支援・保健管理機構事務部学生支援課学生支援総括掛（03－5803－5077）

《入学料免除》
　本学に入学する者のうち，次の各号の一つに該当する者で，入学料の納付が著しく困難であると認め
られる者について，本人の申請に基づき，選考の上，入学料の全額又は半額を免除する制度である。

いう。）が死亡し，又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた者
（2）前号に準ずる場合であって，学長が相当と認める事由がある者
【留意事項】

②　入学料免除の許可，不許可については，学内の選考機関で選考のうえ決定する。
①　入学手続きの際に学生支援課窓口（５号館３階）に申請すること。

③　選考の結果，不許可になった者又は半額免除を許可された者については，許可・不許可の告知し
た日から起算して 14 日以内に納付しない場合は除籍となる。ただし，告知された日から起算して
14日以内に「入学料徴収猶予」制度に基づく徴収猶予申請を行った者を除く。

《入学料徴収猶予》
　本学に入学する者のうち，次の各号の一つに該当する者について，本人の申請に基づき，選考の上，
入学料の徴収を「大学が指定する期日」まで猶予する制度である。
（1）経済的理由により納付期限までに納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる者
（2）入学前１年以内において，入学する者の学資負担者が死亡し，又は入学する者若しくは入学する
者の学資負担者が風水害等の災害を受け，納付期限までに納付が困難であると認められる者

（3）その他やむを得ない事情があると認められる者
【留意事項】

②　入学料徴収猶予の許可，不許可については，学内の選考機関で選考のうえ決定する。
①　入学手続きの際に学生支援課窓口（５号館３階）に申請すること。

③　入学料徴収猶予の申請を行い，徴収猶予を許可された者が，納付期限までに入学料を納付しない
場合は，除籍となる。

《授業料免除》
　次の各号の一つに該当する者について，本人の申請に基づき，選考の上，授業料の全額又は半額を免
除する制度である。
（1）経済的理由により授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる者
（2）学生又は学生の学資負担者が風水害等の災害を受け，授業料の納付が困難と認められる者
【留意事項】

②　授業料免除の許可，不許可については，学内の選考機関で選考のうえ決定する。
①　入学手続きの際に学生支援課窓口（５号館３階）に申請すること。

《授業料徴収猶予》
　次の各号の一つに該当する者について，本人の申請に基づき，授業料の徴収を「大学が指定する期
日」まで猶予する制度である。
（1）経済的理由により授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる者
（2）学生又は学生の学資負担者が風水害等の災害を受け，授業料の納付が困難と認められる者
【留意事項】
①　入学手続きの際に学生支援課窓口（５号館３階）に申請すること。
②　授業料徴収猶予の許可，不許可については，学内の選考機関で選考のうえ決定する。
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◉本　学
（湯島地区）

合格発表場所

入試課
（１号館西１階）
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本郷門
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外堀門
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１号館西
５号館

３
号
館

６
号
館

湯島聖堂

東京ガーデンパレス
 （私学共済宿泊施設）

本　　郷　　通　　り

８号館北

順天堂病院

８
号
館
南

１
号
館
東医科 B

棟

医科A
棟

立体駐
車場

M&D
タワー

至新
宿

21号館

22号館

12号館

交番

至
神
田
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下車
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新御茶ノ水駅 至

神
田

JR 御
茶ノ水

駅

東京メトロ丸ノ内線
御茶ノ水駅

御
茶
ノ
水
橋

歯科棟
南

至東京
至千葉

至秋葉
原

聖
　橋

聖
門

10 号館

７号館

歯科棟
北
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◉本学（湯島地区） ◉教養部
（国府台地区）
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代々木
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京成本線上野
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京
メ
ト
ロ
千
代
田
線

東
京
メ
ト
ロ
丸
ノ
内
線

東
北
本
線

常
磐
線

山
手
線

東京医科歯科大学位置図
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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

旭川北 01221B
旭川工業 01222A
旭川商業 01223J
旭川東栄 01389H
旭川西 01220D
旭川農業 01224G
旭川東 01219A
旭川南 01240J
旭川凌雲 01388K
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
小樽工業 01162C
小樽商業 01163A
小樽水産 01161E
小樽潮陵 01159C
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
共和 01174G
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
熊石 01149F
栗山 01190J
訓子府 01287E

ケ 剣淵 01249B
コ 小清水 01282D
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
札幌開成 01124A
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
新得 01335J

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
滝上 01283B
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
洞爺 01313H
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

根室西 01347B
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 東川 01245K
東藻琴 01292A
日高 01319G
檜山北 01141A
広尾 01328F
美瑛 01227A
美唄尚栄 01405C
美唄聖華 01188G
美深 01234D
美幌 01277H
平取 01318J

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
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 01251D
留萌千望 01404E

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 釧路養護 01475D

釧路鶴野支援 01434G
コ 高等ろう 01454A
サ 札幌高等養護 01476B

札幌養護 01443F
札幌稲穂高等支援 01431B
札幌視覚支援 01435E

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

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

中標津高等養護 01468A
七飯養護 01445B
南幌養護 01448G

ハ 函館養護 01464J
函館五稜郭支援 01432A

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

ホ 豊明高等養護 01457F
北翔養護 01482G
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
旭川藤女子 01535A
旭川明成 01557B
旭川龍谷 01536K

イ 遺愛女子 01522K
池上学院 01559J

オ 小樽明峰 01532G
帯広大谷 01548C
帯広北 01550E

カ 海星学院 01547E
キ 北見藤女子 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 東海大学付属第四 01519K

苫小牧中央 01543B
とわの森三愛 01518A

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
双葉 01531J
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
北海道芸術 01560B
北海道栄 01545J
北海道尚志学園 01505K
北海道文教大学明
清

01515G

リ 立命館慶祥 01504A
ワ 稚内大谷 01539D

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

高等学校等コード票 高等学校，中等教育学校，特別支援学校，高等専門学校
「平成27年度大学入試センター試験受験案内」から引用。

－13－



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
岩木 02157B

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 青森ろう 02452A

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 八戸第一養護 02465B

八戸第二養護 02460A
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 柴田女子 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 平舘 03112H

高田 03146B
種市 03168C
大東 03141A

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

盛岡聴覚支援 03452F
盛岡青松支援 03446A
盛岡となん支援 03454B
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 04111E

気仙沼向洋 04164F
気仙沼西 04184A

コ 工業 04152B
小牛田農林 04145K

サ 桜坂 04198A
佐沼 04108E
蔵王 04189A

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 多賀城 04115H
田尻さくら 04192A
第二工業 04153A

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
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
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 05159E

大館桂 05110B
大館工業 05114E
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
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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 稲川養護 05443H
オ 大曲養護 05457H
ク 栗田養護 05458F
テ 天王みどり学園養

護
05444F

ノ 能代養護 05455A
ヒ 比内養護 05454C
モ 盲 05451J
ユ ゆり養護 05441A
ヨ 横手養護 05459D
ロ ろう 05452G

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
楯岡 06117E

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

テ 天童 06110H
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 06515D
シ 新庄東 06508A
ツ 鶴岡東 06513H
テ 天真学園 06514F
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
山形電波工業 06505G
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
小高工業 07175H
小高商業 07174K
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 会津養護 07458G

あぶくま養護 07459E
イ 石川養護 07443J

猪苗代養護 07444G
いわき養護 07457J

オ 大笹生養護 07442A
コ 郡山養護 07453F
ス 須賀川養護 07455B
ソ 相馬養護 07431E
タ 平養護 07456A
ト 富岡養護 07460J
ニ 西郷養護 07441B
フ 福島養護 07454D
モ 盲 07451K
ロ ろう 07452H

私　　立
▽高等学校
ア 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

ワ 若松第一 07513C

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 多賀 08107J

高萩 08101K
高萩清松 08214H
竹園 08191E
玉造工業 08140A
大子清流 08212A

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
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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 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 日立特別支援 08457D
ミ 水戸高等特別支援 08441H

水戸特別支援 08453A
水戸ろう 08452C
水戸飯富特別支援 08465E
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 翔洋学園 08522H

常総学院 08517A
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 大成女子 08504K
第一学院（高萩校）08526A

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

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 足利特別支援 09442A

足利中央特別支援 09457K
イ 今市特別支援 09443K
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 足利工業大学附属 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
ナ 那須高原海城 09515A
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 10148G

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 10136C
富岡実業 10138K
富岡東 10137A

ナ 中之条 10147J
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

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

フ 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

学芸館 10516D
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 白根開善学校高等
部

10513K

樹徳 10509A
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（県立） 11106G
川口（市立） 11209H
川口北 11176H
川口工業 11139C
川口青陵 11254C
川口総合 11206C
川口東 11215B
川越 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
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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 県陽 11214D
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 鶴ヶ島清風 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

▽特別支援学校
ア 上尾特別支援 11469D

上尾かしの木特別
支援

11445G

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
川越特別支援 11456B
川越市立特別支援 11459G
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
狭山特別支援 11471F

ソ 草加かがやき特別
支援

11480E

チ 秩父特別支援 11465A
ト 所沢特別支援 11466K

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 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
浦和ルーテル学院 11525J
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
秀明 11531C
秀明英光 11538A
淑徳与野 11506B
正智深谷 11510A
昌平 11532A
自由の森学園 11546A
城西大学付属川越 11526G
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

袖ケ浦 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
鶴舞桜が丘 12187J

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
市川市立須和田の
丘支援

12463A

市川大野高等学園 12431B
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 桜が丘特別支援 12453C
ソ 袖ケ浦特別支援 12455K
チ 千葉特別支援 12480A

千葉盲 12451G
千葉ろう 12452E
千葉市立養護 12468A
千葉市立高等特別
支援

12482G
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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

富里特別支援 12477A
ナ 流山高等学園 12441K
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

船橋特別支援（県
立）

12458D

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
カ 柏日体 12525D
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 東海大学付属浦安 12536K
東海大学付属望洋 12534C
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 筑波大学附属視覚

特別支援
13051G

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

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
翔陽 13325G
昭和 13179C
新宿 13180G
新宿山吹 13334F
上水 13320F
城東 13287A
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 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
第一商業 13187D
第五商業 13188B
第三商業 13189A
第四商業 13192A

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
ク 久留米特別支援 13448B
コ 江東特別支援 13474A

光明特別支援 13457A
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
白鷺特別支援 13483A
城南特別支援 13461K
城北特別支援 13462H

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

八王子盲 13452A
八王子東特別支援 13478D
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

ヤ 矢口特別支援 13471G
▽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
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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
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
かえつ有明 13502A
科学技術学園 13635C
蒲田女子 13628A
川村 13684A
神田女学園 13503J
関東国際 13549G
関東第一 13608F
学習院高等科 13560H
学習院女子高等科 13541A

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

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 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 13685K
渋谷教育学園渋谷 13552G
下北沢成徳 13647G
修徳 13605A
淑徳 13697C
淑徳ＳＣ高等部 13573K
淑徳巣鴨 13691D
松蔭 13644B

頌栄女子学院 13527F
聖徳学園 13731G
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
白梅学園 13721K
白百合学園 13509H
実践学園 13665E
実践女子学園 13551J
自由ケ丘学園 13619A
自由学園高等科 13706F
十文字 13686H
順天 13587K
潤徳女子 13602G
城西大学附属城西 13687F
城北（私立） 13698A
女子学院 13508K
女子聖学院 13588H
女子美術大学付属 13677J

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

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
大東学園 13650G
大東文化大学第一 13699K

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

千代田女学園 13512H
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
東京学園 13621C
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

ナ 中村 13600A
ニ 二松學舎大学附属 13515B

日体荏原 13631A
日体桜華 13724D
日本工業大学駒場 13660D
日本放送協会学園 13729E
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
日本橋女学館 13521G

ハ 八王子学園八王子 13713J
八王子実践 13714G

ヒ 日出 13623K
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
武蔵野女子学院 13739B
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

人間科学部附属特
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
小田原総合ビジネ
ス

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
川崎市立商業 14216G
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 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
寒川 14223K
座間 14184E
座間総合 14312A

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
住吉 14240K
逗子 14165J
逗葉 14222A

セ 西湘 14160H
瀬谷 14127F
瀬谷西 14220E

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

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
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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 三浦臨海 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
横浜清陵総合 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
横浜緑園総合 14303A
吉田島総合 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
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

キ 北綱島特別支援 14433K
コ 港南台ひの特別支

援
14468B

サ 相模原養護 14460G
相模原中央支援 14436D
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 藤沢養護 14463A
藤沢市立白浜養護 14441A
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 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 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 法政大学女子 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
横浜英和女学院 14508E
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 相川 15188C

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
川西 15192A

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
正徳館 15214F
白根 15131K
上越総合技術 15172G

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
西川竹園 15116F
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
ヤ 安塚 15180H
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
コ 小出特別支援 15441F

江南高等特別支援 15462J
駒林特別支援 15436K
五泉特別支援 15431J

サ 佐渡特別支援 15442D
シ 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
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
日本海聖 15518H
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
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コ 小杉 16124B
サ 桜井 16103K
シ 志貴野 16135H

新湊 16131E
タ 高岡 16125A

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

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 高岡支援 16456K

高岡聴覚総合支援 16453E
高岡高等支援 16462D

ト となみ総合支援 16459D
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
富山高等支援 16461F

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 田鶴浜 17138H

大聖寺 17102G
大聖寺実業 17101J

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 小松特別支援 17456E

小松瀬領特別支援 17455G
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

金沢学院東 17506E
コ 小松大谷 17507C
セ 星稜 17505G
ト 藤花学園尾山台 17504J
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
カ 金沢工業高専 17991E

上記以外の高等学校等 17999A

福井県

国　　立
▽特別支援学校
フ 福井大学教育地域

科学部附属特別支
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

坂井農業 18110C
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
ハ 春江工業 18111A
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 山梨大学教育人間

科学部附属特別支
援

19051K

公　　立
▽高等学校
イ 市川 19115K
ウ 上野原 19136B
エ 塩山 19122B
カ 桂 19125G

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

谷村工業 19124J
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

山梨学院大学附属 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

飯山北 20102C
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 20182A
大町北 20183K
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
須坂園芸 20110D
須坂商業 20107D
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
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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
ア ＩＳＡＫ 20526F
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
ソ 創造学園 20506A
チ 地球環境 20519C
テ 天龍興譲 20522C
ト 東海大学付属第三 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

フ 文化学園長野 20509F
マ 松商学園 20501A

松本第一 20505C
▽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

各務原養護 21458C
可茂特別支援 21431A

キ 岐阜特別支援 21455J
岐阜盲 21451F
岐阜ろう 21452D
岐阜本巣特別支援 21442G

ク 郡上特別支援 21441J
ケ 下呂特別支援 21432K
セ 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
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

シ 城南 21517B
セ 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 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
佐久間 22164D

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 土肥 22108C

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 沼津特別支援 22455D

沼津聴覚特別支援 22454F
ハ 浜北特別支援 22442B

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

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

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
常葉学園 22521F
常葉学園菊川 22530E
常葉学園橘 22522D

ニ 日本大学三島 22504F
ヌ 沼津中央 22505D
ハ 浜松海の星 22537B

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 愛知工業 23114C

愛知商業 23117H
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
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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
加茂丘 23203D
刈谷 23176C
刈谷北 23177A
刈谷工業 23178K
刈谷東 23179H
蒲郡 23219A
蒲郡東 23220D

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
古知野 23136D
小牧 23137B
小牧工業 23138A
小牧南 23259K
衣台 23198D
五条 23156J

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

シ 松蔭 23106B
昭和 23107A
新川 23278F
新城 23208E
新城東 23209C
時習館 23213A

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
緑丘商業 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

一宮ろう 23456H

一宮東特別支援 23455K
いなざわ特別支援 23432A

オ 大府特別支援 23462B
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

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 瀬戸特別支援 23431B
テ 天白養護 23471A
ト 豊川特別支援 23472K

豊田特別支援 23477A
豊田高等特別支援 23475D
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
滝 23535A
大同大学大同 23510F

チ 中京大学附属中京 23512B
中部大学第一 23523H

ツ 黄柳野 23556D
ト 東海 23514J

東海学園 23515G
東邦 23517C
杜若 23545J
豊川 23546G
豊田大谷 23553K
豊橋中央 23547E
同朋 23518A

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
ハ 春日丘 23536K
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

名張桔梗丘 24150E
名張西 24163G

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
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

ミ 緑ヶ丘特別支援 24458K
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
ウ ウィッツ青山学園 24521G
エ 英心 24519E
オ 大橋学園 24517J
カ 海星 24502A

学法津田学園 24515B
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
ト 徳風 24518G
ミ 三重 24507A
メ メリノール女子学

院
24503J

ヨ 代々木 24520J
▽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
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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 瀬田 25109H

瀬田工業 25108K
膳所 25101B

タ 高島 25138A
玉川 25144F

ト 虎姫 25136E
ナ 長浜 25115B

長浜北 25116A
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
彦根翔陽 25114D
彦根西 25112H
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 塔南 26142E

東稜 26134D
莵道 26154J
鳥羽 26152B
銅駝美術工芸 26145K

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
洛陽工業 26136A

▽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 白河総合支援 26458A

城陽支援 26463G
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
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
京都精華女子 26516A
京都聖カタリナ 26531E
京都成章 26539A
京都聖母学院 26520K
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
池田北 27285A
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
咲洲 27299A
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
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
高石 27211G
高槻北 27207J
第二工芸 27249D

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
西淀川 27251F

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
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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

淀商業 27231A
リ 緑風冠 27317B

りんくう翔南 27325C
▽特別支援学校
イ 生野特別支援 27468C

和泉支援 27469A
茨木支援 27455A

オ 大阪市立視覚特別
支援

27463B

大阪市立聴覚特別
支援

27464A

大阪府立視覚支援 27451J
カ 交野支援 27474H
キ 岸和田支援 27471C
コ 光陽特別支援 27467E
サ 堺支援 27454C

佐野支援 27459D
シ 思斉特別支援 27465J
ス 吹田支援 27441A

すながわ高等支援 27432B
住之江特別支援 27470E

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

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

27443H

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
なにわ高等特別支
援

27434J

難波特別支援 27466G
ニ 西浦支援 27437C

西淀川特別支援 27472A
ネ 寝屋川支援 27461F
ヒ 東大阪支援 27462D

東住吉特別支援 27480B
東淀川特別支援 27433A
枚方支援 27435G
平野特別支援 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

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
大阪女子短期大学 27555H
大阪信愛女学院 27536A
大阪成蹊女子 27552C
大阪星光学院 27531A
大阪聖母女学院 27547G
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
関西福祉大学金光
藤蔭

27549C

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
好文学園女子 27520E
向陽台 27575B
金光大阪 27519A
金剛学園 27591D
金光八尾 27592B

シ 四條畷学園 27548E
四天王寺 27544B
四天王寺羽曳丘 27588D
秋桜 27602C
樟蔭 27541H
樟蔭東 27554K
昇陽 27530B
常翔学園 27561B
常翔啓光学園 27572H
城星学園 27573F
城南学園 27553A

セ 精華 27513B
清教学園 27580J
星翔 27564G
清風 27567A
清風南海 27577J
聖母被昇天学院 27578G
清明学院 27556F
宣真 27542F

ソ 相愛 27535C
タ 太成学院大学 27518C

高槻 27529J
大商学園 27505A

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

ト 東海大学付属仰星 27587F
同志社香里 27528A

ナ 長尾谷 27599K
浪速 27526D

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

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

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（市立） 28243A
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（市立） 28225B
城内 28241D

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
兵庫商業 28229E

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
尼崎養護 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

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

青陽西養護 28442E
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青陽東養護 28459K
タ 宝塚市立養護 28463H

垂水養護 28461A
ニ 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

阪神特別支援 28453A
阪神昆陽特別支援 28433F

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
姫路聴覚特別支援 28454J
姫路特別支援 28468J
姫路しらさぎ特別
支援

28434D

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

ス 須磨学園 28520A
ソ 園田学園 28526K
タ 滝川 28519G

滝川第二 28550B
第一学院（養父校）28553G

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

ヤ 柳学園 28539A
ユ 百合学院 28527H
ロ 六甲 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 奈良養護 29458G

奈良西養護 29443J
奈良東養護 29441B

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
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
▽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 30103F

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
紀の川 30105B
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 和歌山盲 30453A

和歌山ろう 30454K
和歌山さくら支援 30431A

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
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 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
宍道 32140A
情報科学 32137A

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

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

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
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▽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
岡山大安寺 33104A
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（市立） 33170J
玉島（県立） 33124E
玉島商業 33125C
玉野 33121A
玉野光南 33184J
玉野商業 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

岡山盲 33451A
岡山ろう 33452K
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
ク 倉敷支援 33457A

倉敷琴浦高等支援 33431G
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
ア 朝日塾国際 33526G
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 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 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
安佐北 34197F
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 沼南 34151H
庄原格致 34165H
庄原実業 34164K
上下 34156J

セ 瀬戸田 34143G
世羅 34140B

ソ 総合技術 34209C
タ 竹原 34137B

忠海 34136D
大門 34159C

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

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 広島特別支援（市

立）
34467C

広島特別支援（県
立）

34453C

広島北特別支援 34464J
広島中央特別支援 34451G
広島西特別支援 34456H
広島南特別支援 34452E

フ 福山特別支援 34459B
福山北特別支援 34460F

ミ 三原特別支援 34461D
私　　立

▽高等学校
エ ＡＩＣＪ 34516E

盈進 34527A
英数学館 34535A

オ 尾道 34531J
キ 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

銀河学院 34534C
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

師友塾 34542D
修道 34501G
進徳女子 34506H
如水館 34536K

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
広島修道大学附属
鈴峯女子

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
広島文教女子大学
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 下関工業 35150E

下関商業 35160B
下関中央工業 35149A
下関西 35146G
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 奈古 35159J
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
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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 萩光塩学院 35520J

早鞆 35517J
梅光学院 35516A

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

阿南工業 36112H
新野 36113F
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 辻 36131D
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
三好 36133A

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
観音寺第一 37126C
観音寺中央 37127A

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 37101H

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
ト 土庄 37102F
ノ 農業経営 37112C
ハ 飯山 37113A
マ 丸亀 37117D

丸亀城西 37118B
ミ 三木 37135B

三豊工業 37128K
▽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
カ 香川県大手前 37506D

香川県大手前高松 37504H
香川県藤井 37507B
香川誠陵 37510B
香川西 37509J

サ 坂出第一 37505F
シ 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 東温 38128E

東予 38111A
土居 38103K

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
ハ 伯方 38118H
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 聖カタリナ女子 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 39124H
須崎工業 39125F

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 高知ろう 39452B

高知江の口養護 39455G
高知市立養護 39441G
高知若草養護 39454J

ナ 中村特別支援 39457C
ヒ 日高養護 39456E
モ 盲 39451D
ヤ 山田養護 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

新宮 40133B
城南 40141C

ス 水産 40132D
須恵 40213D

セ 青豊 40222C
タ 田川 40177D
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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
福岡女子商業 40203G
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 企救特別支援 40465K

北九州視覚特別支
援

40453F

北九州特別支援 40475G
北九州高等学園 40481A
北九州中央高等学
園特別支援

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
小倉南特別支援 40463C

タ 田主丸特別支援 40462E
太宰府特別支援 40434K

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 福岡高等視覚特別

支援
40482K

福岡高等聴覚特別
支援

40479K

福岡特別支援 40458G
福岡高等学園 40476E
福岡中央特別支援 40461G

ミ 南福岡特別支援 40471D
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
ア アットマーク明蓬

館
40567B

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

近畿大学附属福岡 40520F
仰星学園 40566D

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

ケ 敬愛 40507J
慶成 40505B
啓知 40504D

コ 高稜 40501K
シ 真颯館 40503F

自由ケ丘 40565F
純真 40526E
上智福岡 40529K

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 立花 40544C
第一薬科大学付属 40562A

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 東海大学付属第五 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
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 佐賀大学文化教育

学部附属特別支援
41051K

公　　立
▽高等学校
ア 有田工業 41126E
イ 伊万里 41107J

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
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
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
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
荒尾 43109F

ウ 牛深 43148G
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
河浦 43151G

キ 菊池 43117G
菊池農業 43118E

ク 球磨工業 43143F
球磨商業 43144D
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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 岱志 43166E

高森 43124K
玉名 43110K
玉名工業 43112F
多良木 43141K
第一 43103G
第二 43104E

チ 千原台 43157F
ト 東稜 43161D
ナ 南関 43113D

南稜 43142H
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
レ 苓明 43152E

苓洋 43155K
▽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

熊本支援 43454A
熊本ろう 43452D
熊本かがやきの森
支援

43431A

黒石原支援 43460E
ヒ ひのくに高等支援 43444C
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
真和 43519J
城北 43522J

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 大分大学教育福祉

科学部附属特別支
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

キ 杵築 44106G
ク 玖珠美山 44167J

国東 44162H
ケ 芸術緑丘 44110E
サ 佐伯鶴城 44129F

佐伯鶴岡 44131H
佐伯豊南 44130K

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 別府青山 44111C
別府商業 44155E
別府翔青 44166A
別府鶴見丘 44109A
別府羽室台 44157A

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
岩川 46150E

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

高山 46154H
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

ス 末吉 46149A
セ 川薩清修館 46192A

川内 46125D
川内商工 46126B

ソ 曽於 46196C
タ 財部 46148C

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 鹿児島盲 46451B

鹿児島養護 46453J
鹿児島ろう 46452A
鹿児島高等特別支
援

46432F

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
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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
球陽 47160H
宜野座 47114D
宜野湾 47149G

ク 久米島 47119E
具志川 47152G
具志川商業 47144F

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
ナ 名護特別支援 47456J

那覇特別支援 47443G
ニ 西崎特別支援 47461E
ミ 美咲特別支援 47455A

宮古特別支援 47458E
モ 森川特別支援 47462C
ヤ 八重山特別支援 47460G

私　　立
▽高等学校
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
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
高校卒業程度認定試
験・大学入学資格検定

51000K

外国の学校等 52000E
文部科学大臣の指定し
た者

53000A

認定 54000F
在外教育施設 55000A
専修学校の高等課程 56000G
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