
 2018年度8月以降用 北海道公立高等学校志望校コード表

① (2018年6月1日現在) 高校入試問題研究会  教育開発出版株式会社

コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名

010101  札幌南 014560  市立札幌啓北商業 010300  小樽潮陵 014061  岩見沢農業(農業科学、 010222  留萌 010406  室蘭栄 010513  池田(総合学科)
010102  札幌月寒          (未来商学科) 010301  小樽桜陽   畜産科学、食品科学、 010407  室蘭清水丘
010105  札幌南陵   生活科学科)③ 010225  天塩 015001  清水(総合学科)
010109  市立札幌旭丘 014130  札幌工業(機械科) 014060  岩見沢農業 010409  登別青嶺
010110  市立札幌藻岩 014131  札幌工業(電気科) 010305  岩内   (農業土木工学、 010419  伊達 014590  帯広市立帯広南商業
010112  市立札幌平岸(普通ｺｰｽ) 014132  札幌工業(建築科) 010306  寿都  環境造園、森林科学科)③ 014541  留萌(情報ビジネス科) 010420  伊達緑丘               (商業科)
015290  市立札幌平岸 014133  札幌工業(土木科) 010307  蘭越 014540  留萌(電気・建築科)

   (デザインアートｺｰｽ) 010309  倶知安 014230  深川東(生産科学科)③ 010411  苫小牧東 014261  帯広工業(電子機械、
014123  札幌琴似工業 010412  苫小牧西      建築、環境土木科)

010100  札幌東          (電子機械科) 014410  美唄聖華(衛生看護科) 010413  苫小牧南 014260  帯広工業(電気科)
010103  札幌啓成 014120  札幌琴似工業(電気科) 014720  岩内(事務情報科)
010104  札幌白石 014121  札幌琴似工業 015320  市立三笠(食物調理科)  010415  白老東 014270  帯広農業(農業科学、

         (情報技術科) 014190  小樽未来創造 010414  追分  食品科学、酪農科学科)③
010107  札幌真栄 014122  札幌琴似工業  (流通マネジメント科) 010820  稚内 010416  厚真 014271  帯広農業(農業土木工学､
010108  札幌平岡          (環境化学科) 014191  小樽未来創造 010821  豊富 010417  鵡川           森林科学科)③
010142  札幌白陵   (情報会計ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ科) 010800  旭川東 010822  浜頓別 010418  穂別
010111  市立札幌清田(普通ｺｰｽ) 014660  江別(事務情報科) 014180  小樽未来創造 010801  旭川西 014110  更別農業(農業、
015280  市立札幌清田 015030  江別(生活デザイン科)  (機械電気システム科) 010802  旭川北           生活科学科)③

   　　(グローバルｺｰｽ) 014890  当別(園芸デザイン科)③ 014183  小樽未来創造 010143  旭川永嶺 014300  稚内(商業科) 010408  室蘭東翔(総合学科)
015040  当別(家政科)      (建設システム科) 015180  稚内(衛生看護科) 014610  士幌町立士幌

010117  札幌丘珠 010806  鷹栖 015210  室蘭栄(理数科)     (アグリビジネス、
010119  札幌東陵 015150  恵庭南(体育科) 014200  小樽水産(海洋漁業、 010807  東川      フードシステム科)③
010120  札幌東豊   水産食品､情報通信科)③ 010808  美瑛  

014201  小樽水産(栽培漁業科)③ 010810  上川 014761  虻田(事務情報科)
010114  札幌北 010700  函館中部 010900  釧路湖陵
010115  札幌北陵 010701  函館西 010811  富良野 010600  北見北斗 014750  苫小牧総合経済 010901  釧路江南
010124  札幌英藍 010702  函館稜北 010812  上富良野 010601  北見柏陽    (流通経済、国際経済､ 010904  釧路東

010703  市立函館  010813  南富良野町立南富良野 010602  北見緑陵     情報処理科) 010906  市立釧路北陽
010141  札幌国際情報 010615  常呂
010129  石狩南 010705  上磯 010200  岩見沢東 010814  士別翔雲 014340  苫小牧工業(電子機械科) 010907  阿寒
010139  当別 010706  七飯 010201  岩見沢西 010816  名寄 010603  美幌 014341  苫小牧工業(電気科) 010908  白糠
010127  市立札幌新川 010202  市立岩見沢緑陵 010819  美深 010604  津別 014344  苫小牧工業(情報技術科) 010910  弟子屈

010709  南茅部 010605  訓子府 014343  苫小牧工業(建築、 010911  厚岸翔洋
010113  札幌西 010711  知内町立知内 010205  月形 010608  佐呂間             環境化学科)
010116  札幌手稲 010714  八雲 010212  夕張 010803  旭川南(総合学科) 014345  苫小牧工業(土木科)
010118  札幌西陵 010215  長沼 010609  網走南ヶ丘 010902  釧路明輝(総合学科)
010122  札幌あすかぜ 010715  長万部 010216  栗山 015230  旭川西(理数科) 010610  網走桂陽 014160  室蘭工業(電子機械科)
010123  札幌稲雲 010611  女満別 014161  室蘭工業(電気科) 015022  標茶(総合学科)

010206  滝川 014010  旭川商業(会計、 010613  清里 014164  室蘭工業(情報技術科)
010130  江別 015101  森(総合学科) 010208  市立滝川西       流通ビジネス科) 014163  室蘭工業(建築科) 015240  釧路湖陵(理数科)
010131  野幌 010209  砂川 014011  旭川商業(情報処理科) 014165  室蘭工業(環境土木科)
010132  大麻 014380  函館商業(流通ビジネス､ 010217  芦別 014012  旭川商業 010616  遠軽 014090  釧路商業(国際ビジネス､

          情報処理科)      (国際ビジネス科) 010617  湧別            情報処理科)
010133  千歳 014381  函館商業(国際経済科) 010219  深川西 014150  士別翔雲 010618  紋別 014091  釧路商業(流通経済、
010134  千歳北陽 014382  函館商業(会計ビジネス科) 　   (総合ビジネス科) 010402  平取           会計科)
010137  恵庭南 010400  富川
010138  恵庭北 014860  八雲(総合ビジネス科) 014441  富良野緑峰(流通経済、 010612  斜里(総合学科) 010401  静内 014080  釧路工業(電子機械科)
010135  北広島 010226  美唄尚栄(総合学科)        情報ビジネス科) 014081  釧路工業(電気科)
010136  北広島西 014370  函館工業(電子機械科) 014440  富良野緑峰 010607  留辺蘂(総合学科) 014082  釧路工業(建築科)

014371  函館工業(電気科) 015200  滝川(理数科)       (電気システム科) 014083  釧路工業(土木科)
014372  函館工業(建築、 014442  富良野緑峰 014790  網走桂陽(商業、 010403  浦河(総合学科) 014084  釧路工業(工業化学科)

010128  石狩翔陽(総合学科)    環境土木､工業化学科) 014700  市立岩見沢緑陵          (園芸科学科)③           事務情報科)
014373  函館工業(情報技術科)     (情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ科) 014100  厚岸翔洋(海洋資源科)③

010106  札幌厚別(総合学科) 014000  旭川工業(電子機械科) 014470  北見商業(商業、   
014280  大野農業(農業、園芸、 014690  滝川市立滝川西 014001  旭川工業(電気科)           情報処理科)

015190  札幌啓成(理数科)           生活科学科)③  (情報マネジメント科) 014002  旭川工業(情報技術科) 014471  北見商業(流通経済科) 010500  帯広柏葉 010913  根室
014281  大野農業(食品科学科)③ 014003  旭川工業(建築科) 010501  帯広三条 010915  別海

014671  千歳(国際教養科) 014004  旭川工業(土木科) 014800  紋別(総合ビジネス科) 010502  帯広緑陽 010916  中標津
014670  千歳(国際流通科) 014391  函館水産(海洋技術科)③ 014360  奈井江商業 014006  旭川工業(工業化学科) 014510  紋別(電子機械科) 010917  標津

014390  函館水産(水産食品科)③          (情報処理科) 　　 010503  音更 010918  羅臼
015260  札幌国際情報 014393  函館水産 014530  名寄産業(電子機械科) 014460  北見工業(電子機械科) 010504  上士幌

     (国際文化科) 　   (品質管理流通科)③ 014220  深川東(流通経済､ 014531  名寄産業(建築ｼｽﾃﾑ科) 014461  北見工業(電気科) 010505  芽室
015261  札幌国際情報 014392  函館水産(機関工学科)③         情報処理科) 014532  名寄産業(生活文化科) 014462  北見工業(建設科) 010506  幕別

     (理数工学科) 014500  名寄産業(酪農科学科)③  014940  中標津(商業科)
015262  札幌国際情報 014290  滝川工業(電子機械科) 014430  美幌(生産環境科学、 010507  鹿追 014941  中標津(事務情報科)

(グローバルビジネス科) 010716  江差 014291  滝川工業(電気科) 014020  旭川農業(農業科学、     地域資源応用科)③ 010511  大樹
010717  上ノ国  食品科学、生活科学科)③ 014930  根室(商業科)

014140  札幌東商業(流通経済､ 014021  旭川農業(森林科学科)③ 010512  広尾 014931  根室(事務情報科)
       国際経済､ 010514  本別
       会計ビジネス､ 010720  檜山北(総合学科) 014570  おといねっぷ美術工芸 014640  中標津町立中標津農業
       情報処理科)               (工芸科)       (生産技術、

       食品ビジネス科)③

判定性別 ★＝男子 ☆＝女子 他＝男女  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社

オホーツク 管 内 ～ 普 通 科

胆 振 管 内 ～ 普 通 科

胆 振 管 内 ～ 専門学科

後 志 管 内 ～ 総合・専門学科

空 知 管 内 ～ 普 通 科

空 知 管 内 ～ 専門学科Ⅰ
オホーツク 管 内 ～ 総合・専門学科

空 知 管 内 ～ 専門学科Ⅱ

上 川 管 内 ～ 普 通 科

上 川 管 内 ～ 総合・専門学科

宗 谷 管 内 ～ 普 通 科

留 萌 管 内 ～ 普 通 科

宗 谷 管 内 ～ 専門学科

留 萌 管 内 ～ 専門学科

檜 山 管 内 ～ 総合・専門学科

十 勝 管 内 ～ 普 通 科

根 室 管 内 ～ 専門学科

十 勝 管 内 ～ 総合・専門学科

釧 路 管 内 ～ 普 通 科

釧 路 管 内 ～ 総合・専門学科

根 室 管 内 ～ 普 通 科

日 高 管 内 ～ 普 通 科

日 高 管 内 ～ 専門学科

後 志 管 内 ～ 普 通 科

石 狩 管 内 ～ 総合・専門学科Ⅰ

石 狩 管 内 ～ 普 通 科 石 狩 管 内 ～ 専門学科Ⅱ

渡 島 管 内 ～ 普 通 科

渡 島 管 内 ～ 総合・専門学科

檜 山 管 内 ～ 普 通 科



 2018年度8月以降用 北海道国・私立高等学校志望校コード表

② (2018年6月1日現在) 高校入試問題研究会  教育開発出版株式会社

コード 学 校 (学 科・コース) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名 コード 学 校 (学 科) 名

 (ア行)  (サ行)  (タ行)  (ハ行Ⅱ)  (ア行)

016010  旭川実業(普通科進学ｺｰｽ)③ 016190  札幌大谷(普通科個性探究Ｇｺｰｽ) 016320  東海大学付属札幌(普通科総合進学ｺｰｽ) 016470  北照(普通科普通ｺｰｽ)③ 019910  旭川工業高等専門(機械システム工学科)

016013  旭川実業(普通科特別進学ｺｰｽ) 016191  札幌大谷(普通科学力重点Ｓｺｰｽ) 016322  東海大学付属札幌(普通科特別進学ｺｰｽ) 016472  北照(普通科スポーツｺｰｽ)③ 019911  旭川工業高等専門(電気情報工学科)

016014  旭川実業(普通科難関選抜ｺｰｽ) 016192  札幌大谷(音楽科)③ 019912  旭川工業高等専門(システム制御情報工学科)

016011  旭川実業(商業科)③ 016193  札幌大谷(美術科)③ 016340  苫小牧中央(普通科)③ 016480  北星学園女子(普通科Ｃｏｒｅｺｰｽ)☆ 019913  旭川工業高等専門(物質化学工学科)

016012  旭川実業(自動車、 016483  北星学園女子(普通科Ｈｉｇｈｺｰｽ)☆

　　　　　機械システム科)③ 016120  札幌光星(普通科文理ｺｰｽ) 016000  とわの森三愛(普通科総合進学ｺｰｽ) 016481  北星学園女子(英語科)☆

016121  札幌光星(普通科特進ｺｰｽ) 016004  とわの森三愛(普通科獣医・理数ｺｰｽ) 016482  北星学園女子(音楽科)☆  (カ行)

016020  旭川大学(未来創成ｺｰｽ)③ 016122  札幌光星(普通科ステラｺｰｽ) 016006  とわの森三愛(普通科トップアスリート 019902  釧路工業高等専門(創造工学科ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｺｰｽ)

016021  旭川大学(特別進学ｺｰｽ)                             健康ｺｰｽ)③ 016490  北星学園大学附属(普通科進学ｺｰｽ) 019900  釧路工業高等専門(創造工学科ｽﾏｰﾄﾒｶﾆｸｽｺｰｽ)

016022  旭川大学(ライセンスｺｰｽ)③ 016160  札幌新陽(普通科進学､総合ｺｰｽ)③ 016005  とわの森三愛(普通科フードクリエイト 016491  北星学園大学附属(普通科特別進学ｺｰｽ) 019904  釧路工業高等専門(創造工学科建築ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ)

016023  旭川大学(スポーツ教育ｺｰｽ)③ 016162  札幌新陽(普通科特進･国際ｺｰｽ)③                                 ｺｰｽ)

016002  とわの森三愛(アグリクリエイト科) 016500  北星学園余市(普通科)③

016030  旭川藤女子(普通科進学ｺｰｽ)☆③ 016230  札幌静修(普通科総合ｺｰｽ)③  (タ行)

016031  旭川藤女子(普通科特別進学ｺｰｽ)☆③ 016232  札幌静修(普通科特進ｺｰｽ) 016430  北海(普通科進学ｺｰｽ) 019920  苫小牧工業高等専門(創造工学科)

016032  旭川藤女子(普通科ＵＬｺｰｽ)☆③ 016231  札幌静修(ユニバーサル科)③ 016431  北海(普通科特別進学ｺｰｽ)

 (ハ行Ⅰ)

016550  旭川明成(総合学科)③ 016170  札幌聖心女子学院(普通科)☆③ 016410  函館大谷(普通科普通ｺｰｽ)③ 016151  北海学園札幌(普通科総合進学ｺｰｽ)  (ハ行)

016411  函館大谷(普通科体育ｺｰｽ)③ 016152  北海学園札幌(普通科特進ｺｰｽ) 019930  函館工業高等専門(生産システム工学科

016040  旭川龍谷(普通科 016180  札幌創成(総合ｺｰｽ)③                               機械ｺｰｽ)

      キャリアデザインｺｰｽ)③ 016182  札幌創成(Ｓ選抜ｺｰｽ) 016400  函館大妻(普通科)☆③ 016250  北海道大谷室蘭 019931  函館工業高等専門(生産システム工学科

016043  旭川龍谷(普通科特進Ａｺｰｽ) 016181  札幌創成(アドバンス特進ｺｰｽ) 016401  函館大妻(家政、食物健康科)☆③                           電気電子ｺｰｽ)

016041  旭川龍谷(普通科特進Ｓｺｰｽ) 016183  札幌創成(グローバルラーニングｺｰｽ) 016402  函館大妻(福祉科)☆③ 016450  北海道栄(普通科総合ｺｰｽ)③ 019934  函館工業高等専門(生産システム工学科

016451  北海道栄(普通科アドバンスｺｰｽ)                               情報ｺｰｽ)

016050  遺愛女子(普通科一般ｺｰｽ)☆③ 016060  札幌第一(総合進学ｺｰｽ) 016420  函館白百合学園(普通科 016453  北海道栄(普通科アルファｺｰｽ) 019933  函館工業高等専門(物質環境工学科)

016052  遺愛女子(普通科特別進学ｺｰｽ)☆ 016061  札幌第一(文理北進ｺｰｽ)                 総合進学ｺｰｽ)☆③ 016454  北海道栄(普通科保健体育ｺｰｽ)③ 019932  函館工業高等専門(社会基盤工学科)

016051  遺愛女子(英語科)☆③ 016062  札幌第一(文理選抜ｺｰｽ) 016421  函館白百合学園(普通科特別進学ｺｰｽ)☆

016423  函館白百合学園(普通科看護医療系 016445  北海道科学大学(普通科特別進学ｺｰｽ)

016260  小樽明峰(普通科)③ 016200  札幌日本大学(普通科総合進学ｺｰｽ)                 進学ｺｰｽ)☆③ 016448  北海道科学大学(普通科進学ｺｰｽ)

016201  札幌日本大学(普通科特進ｺｰｽ) 016441  北海道科学大学(工学科)③

016280  帯広大谷(普通科普通ｺｰｽ)③ 016202  札幌日本大学(普通科プレミアムＳｺｰｽ) 016381  函館大学付属柏稜(普通科

016281  帯広大谷(普通科文理ｺｰｽ)③                  総合進学ｺｰｽ)③ 016220  北海道文教大学明清(普通科)

016210  札幌北斗(普通科総合ｺｰｽ) 016380  函館大学付属柏稜(商業科 016221  北海道文教大学明清(食物科)

016290  帯広北(普通科総合ｺｰｽ)③ 016211  札幌北斗(普通科進学ｺｰｽ) 　　　　　　　　 情報ビジネスｺｰｽ)③

016291  帯広北(普通科特進ｺｰｽ)③ 016212  札幌北斗(普通科特別進学ｺｰｽ)

016390  函館大学付属有斗(普通科普通ｺｰｽ)★③  (ラ行)

016130  札幌山の手(普通科総合ｺｰｽ)③ 016392  函館大学付属有斗(普通科特別進学ｺｰｽ)★ 016110  立命館慶祥(普通科)

 (カ行) 016132  札幌山の手(普通科進学ｺｰｽ)

016240  海星学院(普通科) 016131  札幌山の手(普通科特別進学ｺｰｽ) 016360  函館ラ・サール(普通科)★

016133  札幌山の手(普通科体育ｺｰｽ)③  (ワ行)

016460  北見藤女子(普通科 016540  武修館(普通ｺｰｽ) 016300  稚内大谷(普通科)③

            藤キャリアｺｰｽ)☆③ 016140  札幌龍谷学園(普通科 016543  武修館(体育ｺｰｽ)

016461  北見藤女子(普通科特進ｺｰｽ)☆③               未来創造ｺｰｽ)③

016142  札幌龍谷学園(普通科プログレス 016270  双葉(普通科進学ｺｰｽ)③

016100  江陵(普通科)③ 　　　　　　　　　　進学ｺｰｽ) 016272  双葉(普通科特別進学ｺｰｽ)③

016141  札幌龍谷学園(普通科特進ｺｰｽ)

016080  駒澤大学附属苫小牧(普通科 016143  札幌龍谷学園(普通科

          総合進学ｺｰｽ総合系)③               スーパー特進ｺｰｽ)

016083  駒澤大学附属苫小牧(普通科

          総合進学ｺｰｽ文化系)③ 016350  白樺学園(普通科進学･教養ｺｰｽ)③

016084  駒澤大学附属苫小牧(普通科 016352  白樺学園(普通科体育ｺｰｽ)③

          総合進学ｺｰｽ体育系)③

016081  駒澤大学附属苫小牧(普通科 016370  清尚学院(製菓衛生師科)③

       特別進学ｺｰｽＢ特進大学進学系) 016371  清尚学院(調理科)③

016082  駒澤大学附属苫小牧(普通科

 特別進学ｺｰｽＡ特進国公立大学進学系)

◎ 私　立 ◎ 国　立

判定性別 ★＝男子 ☆＝女子 他＝男女  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社



 2018年度8月以降用 青森県高等学校志望校コード表

③  (2018年6月1日現在) 高校入試問題研究会  教育開発出版株式会社

コード 学 校 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名

020100  青森 026100  青森明の星(普通科進学教養ｺｰｽ)

020102  青森西 020109  青森中央(総合学科) 024110  青森工業(機械科) 024200  柏木農業(生物生産、環境工学、食品科学、 026101  青森明の星(普通科特別進学ｺｰｽ)

020103  青森東 024112  青森工業(電子機械科)           生活科学科) 026102  青森明の星(英語科)

020501  大湊(総合学科) 024113  青森工業(電気科) 026103  青森明の星(普通科音楽ｺｰｽ)

020105  青森北 024114  青森工業(電子科) 024180  五所川原農林(生物生産科)

020113  青森北・今別校舎 020200  木造(総合学科) 024115  青森工業(情報技術科) 024181  五所川原農林(森林科学科) 026090  青森山田(普通科文化教養､スポーツ､吹奏楽､美術､演劇ｺｰｽ)

024116  青森工業(建築科) 024182  五所川原農林(環境土木科) 026091  青森山田(情報処理科)

020107  青森南 020204  木造・深浦校舎(総合学科) 024183  五所川原農林(食品科学科) 026092  青森山田(自動車科)

024120  五所川原工業(機械科) 026094  青森山田(調理科)

020307  浪岡 024440  七戸(総合学科) 024121  五所川原工業(電子機械科)

020112  青森東・平内校舎 024122  五所川原工業(電気科) 024230  三本木農業(植物科学科) 026040  向陵(普通科)

020205  五所川原 024124  五所川原工業(情報技術科) 024232  三本木農業(動物科学科)

024233  三本木農業(農業機械科) 026000  五所川原商業(商業科)③

020208  金木 024400  八戸東(表現科) 024140  十和田工業(機械・エネルギー科) 024234  三本木農業(環境土木科)

020203  鯵ヶ沢 024141  十和田工業(電子機械科) 024235  三本木農業(農業経済科) 026010  五所川原第一(普通科)③

024142  十和田工業(電気科)

020207  板柳 024143  十和田工業(電子科) 026070  柴田女子☆

020210  鶴田 024144  十和田工業(建築科) 024240  名久井農業(生物生産、園芸科学、

020209  中里 024361  田名部(英語科)             環境システム科) 026080  松風塾(普通科総合進学ｺｰｽ)

020300  弘前 024351  三沢(英語科) 024210  弘前実業(農業経営科) 026110  千葉学園(総合ビジネス科)☆

020302  弘前中央 024160  八戸工業(機械科) 026111  千葉学園(生活文化科)☆

024420  青森南(外国語科) 024161  八戸工業(電子機械科) 026112  千葉学園(調理科)☆

020303  弘前南 024162  八戸工業(電気科) 026113  千葉学園(看護科)☆

024163  八戸工業(電子科)

020304  黒石 024164  八戸工業(情報技術科) 026130  東奥学園(普通科)

020408  三本木 024301  五所川原(理数科) 024166  八戸工業(土木建築科) 024270  八戸水産(海洋生産科) 026131  東奥学園(調理科)

024167  八戸工業(材料技術科) 024271  八戸水産(水産食品科) 026132  東奥学園(福祉科)

020404  十和田西 024272  八戸水産(水産工学科)

020409  三沢 024130  弘前工業(機械科) 026120  東奥義塾(普通科)

020400  野辺地 024132  弘前工業(電気科)

024000  青森商業(商業、情報処理科) 024133  弘前工業(電子科) 026020  八戸学院光星(普通科進学ｺｰｽ)

020403  百石 024134  弘前工業(情報技術科) 026021  八戸学院光星(普通科特別進学ｺｰｽ)

020405  六戸 024135  弘前工業(土木科) 026022  八戸学院光星(普通科総合学習ｺｰｽ)★

024050  黒石商業(商業、情報処理科) 024136  弘前工業(建築科) 024330  弘前実業(家庭科学科) 026023  八戸学院光星(ビジネス科)

020407  六ヶ所 024052  黒石商業(情報デザイン科) 024137  弘前工業(インテリア科) 024331  弘前実業(服飾デザイン科) 026024  八戸学院光星(工業技術科)

020500  田名部 026025  八戸学院光星(保育福祉科)

024150  むつ工業(機械科) 024340  百石(食物調理科)

020502  大湊・川内校舎 024100  八戸商業(商業科) 024152  むつ工業(電気科) 026031  八戸学院野辺地西(総合学科)

024103  八戸商業(情報処理科) 024153  むつ工業(電子科)

020504  大間 024154  むつ工業(設備・エネルギー科) 026150  八戸工業大学第一(普通科)

026153  八戸工業大学第一(工業科電子通信、情報、電気ｺｰｽ)

020600  八戸 024040  弘前実業(商業科) 024320  黒石(看護科) 026151  八戸工業大学第一(工業科機械ｺｰｽ)

020602  八戸東 024041  弘前実業(情報処理科) 026152  八戸工業大学第一(工業科土木、建築ｺｰｽ)

020603  八戸北           

026160  八戸工業大学第二(普通科カレッジ、情報ビジネスｺｰｽ)

020605  八戸西 024080  三沢商業(商業、情報処理科)                         

026140  八戸聖ウルスラ学院(普通科)

020609  五戸 024390  十和田西(観光科) コード 学 校 (学 科) 名 026141  八戸聖ウルスラ学院(英語科)

029900  八戸工業高等専門(機械システムデザイン) 026142  八戸聖ウルスラ学院(音楽科)

020610  三戸 029901  八戸工業高等専門(電気情報工学)

029902  八戸工業高等専門(マテリアル・バイオ工学) 026050  弘前学院聖愛(普通科)

020611  田子 029903  八戸工業高等専門(環境都市・建築デザイン)

024450  青森北(スポーツ科学科) 026060  弘前東(電子、情報科)

                 026061  弘前東(自動車科)

判定性別 ★＝男子 ☆＝女子 他＝男女  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社 

表 現 科

英 語・外国語科

理 数 科

◎ 公  立 ～ 普 通 科 ◎ 公  立 ～ 総合・専門学科 ◎ 私  立

商 業 科

工 業 科

◎ 国  立

体 育 科

総合学科

家 庭 科

農林業科

水産業科

観 光 科

看 護 科



 2018年度8月以降用 岩手県高等学校志望校コード表

④  (2018年6月1日現在) 高校入試問題研究会  教育開発出版株式会社

コード 学 校 (ｺｰｽ・系) 名 コード 学 校 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名

036000  一関学院(普通科)

030100  盛岡第一*理数科とくくり募集 031600  山田 034080  大船渡東(情報処理科) 034330  大船渡東(農芸科学、食物文化科)

030101  盛岡第二 036110  一関修紅(普通科総合ｺｰｽ)

031700  宮古 034090  釜石商工(総合情報科) 034320  千厩(生産技術科)

030102  盛岡第三 036030  岩手(普通科総合進学ｺｰｽ)★

030103  盛岡第四 031702  宮古北 034070  大東(情報ビジネス科) 034340  遠野緑峰(生産技術科) 036031  岩手(普通科特別進学ｺｰｽ)★

          

030104  盛岡北 031703  岩泉 034100  遠野緑峰(情報処理科) 034270  花巻農業(生物科学、環境科学、 036040  岩手女子(普通科)☆③

030105  盛岡南 　　　　　食農科学科)

034010  花北青雲(ビジネス情報科)

030106  不来方(人文･理数学系) 034290  水沢農業(農業科学、食品科学科)

031800  久慈 034030  水沢商業(商業、会計ビジネス、 036020  江南義塾盛岡(普通科)③

030200  沼宮内           情報システム科)

030201  葛巻 031802  種市 034250  盛岡農業(植物科学、動物科学、

034110  宮古商業(商業、会計、流通経済、情報科)           人間科学、環境科学、

030300  平舘 031803  大野 　　　　　食品科学科) 036100  専修大学北上(普通科)

034000  盛岡商業(流通ビジネス、会計ビジネス、

030110  雫石           情報ビジネス科)

030111  盛岡市立 031900  軽米 034140  盛岡市立(商業科) 036010  花巻東(普通科進学ｺｰｽ)

031901  伊保内 034230  種市(海洋開発科)

030500  花巻北

031902  福岡 034430  高田(海洋システム科) 036070  水沢第一(普通科)③

030501  花巻南(人文科学・自然科学学系)

034180  一関工業(電気、電子、電子機械、土木科) 034440  宮古水産(海洋技術、食品家政科) 036050  盛岡誠桜③

030600  大迫

030107  不来方(芸術学系) 034190  大船渡東(機械、電気電子科) 036090  盛岡白百合学園(普通科ＭＩ:選択進学ｺｰｽ)☆③

030700  黒沢尻北 030108  不来方(外国語学系)             

030109  不来方(体育学系) 034200  釜石商工(機械、電気電子科) 036060  盛岡スコーレ(総合学科)③

030702  西和賀 　　　　　

034220  久慈工業(電子機械、建設環境科) 034380  平舘(家政科学科) 036080  盛岡大学附属(普通科進学ｺｰｽ)

034160  黒沢尻工業(機械、電気、電子、電子機械、 034420  宮古水産(食物科) 036120  盛岡中央(普通科進学総合Ｂｺｰｽ)

030800  水沢*理数科とくくり募集             土木、材料技術科)

030801  前沢 ◎ 公  立 ～ 総合・専門学科

コード 学 校 (学 科) 名 034321  千厩(産業技術科)

030802  金ヶ崎

031001  一関第二(総合学科) 034012  花北青雲(情報工学科)

034470  盛岡南(体育科)

031000  一関第一*理数科とくくり募集 032000  一戸(総合学科) 034240  福岡工業(機械システム、

031002  花泉           電気情報システム科) コード 学 校 (学 科) 名

034300  岩谷堂(総合学科) 039900  一関工業高等専門(未来創造工学科)

031100  大東 034170  水沢工業(機械、電気、設備システム、

031201  千厩 030701  北上翔南(総合学科)           インテリア科)

034410  久慈東(総合学科) 034210  宮古工業(機械、電気電子、建築設備科)

031300  高田 030400  紫波総合(総合学科) 034150  盛岡工業(機械、電気、電子情報、電子機械、

031301  大船渡          工業化学、土木、建築・デザイン科)

031302  住田

          

031400  釜石*理数科とくくり募集

031500  遠野

031402  大槌

判定性別 ★＝男子 ☆＝女子 他＝男女  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社 

盛 岡 学 区

◎ 公  立 ～ 専門学科 ◎ 私  立

農林業科

◎ 公  立 ～ 普 通 科 *＝理 数 科とくくり募集

両 磐 学 区

胆 江 学 区

岩 手 中 部 学 区

久 慈 学 区

二 戸 学 区

気 仙・釜 石 学 区

◎ 国  立

家 庭 科

商 業 科

水産業科

総合学科

体育科

宮 古 学 区

全 県

工 業 科



 2018年度8月以降用 宮城県高等学校志望校コード表

⑤  (2018年6月1日現在) 高校入試問題研究会  教育開発出版株式会社

コード 学 校 (コース) 名 コード 学 校 (コース) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名

040100  白石 040800  古川 046110  大崎中央(普通科)③

044550  泉(英語科) 044221  石巻工業(機械科)

040102  蔵王 040801  古川黎明 044480  仙台東(英語科) 044220  石巻工業(電気情報科) 046040  尚絅学院(普通科総合進学ｺｰｽ)③

044222  石巻工業(化学技術科) 046041  尚絅学院(普通科特別進学ｺｰｽ)

040104  柴田農林・川崎分校 040802  岩出山 044223  石巻工業(土木システム科) 046042  尚絅学院(普通科文理進学ｺｰｽ)

040105  柴田 044490  仙台第三(理数科) 044224  石巻工業(建築科)

040803  中新田 044530  仙台向山(理数科) 046060  聖ウルスラ学院英智(普通科尚志ｺｰｽ)☆③

040200  角田 044560  黒川(電子工学、機械科) 046061  聖ウルスラ学院英智(普通科特別志学ｺｰｽType１)③

040804  松山 044540  宮城第一(理数科) 044562  黒川(環境技術科) 046062  聖ウルスラ学院英智(普通科特別志学ｺｰｽType２)③

040300  名取 040900  涌谷 044462  気仙沼向洋(機械技術科) 046070  聖ドミニコ学院(普通科特別進学ｺｰｽ)☆③

040301  名取北 044291  南郷(産業技術科)

044290  南郷 044170  宮城県工業(機械科) 046080  聖和学園・薬師堂キャンパス(リベラルアーツｺｰｽ)③

040302  亘理(普通ｺｰｽ) 044171  宮城県工業(電子機械科)

040303  亘理(園芸ｺｰｽ) 041000  佐沼 044172  宮城県工業(電気科) 046090  仙台育英学園(普通科特別進学ｺｰｽ)

044110  石巻商業(総合ビジネス科) 044173  宮城県工業(情報技術科) 046092  仙台育英学園(普通科外国語ｺｰｽ)☆

040401  仙台第一 041001  登米 044174  宮城県工業(化学工業科) 046093  仙台育英学園(普通科英進進学、情報科学ｺｰｽ)

044100  一迫商業(流通経済科) 044175  宮城県工業(インテリア科) 046091  仙台育英学園(普通科フレックス、技能開発ｺｰｽ)③

040402  仙台二華 041102  築館 044102  一迫商業(情報処理科)

040403  仙台三桜           044151  白石工業(機械科) 046100  仙台白百合学園(ＬＩ:総合進学ｺｰｽ)☆③

041104  岩ヶ崎(文系教養ｺｰｽ) 044000  大河原商業(流通マネジメント科) 044150  白石工業(電気科) 046101  仙台白百合学園(ＬＳ:特別進学ｺｰｽ)☆③

040404  仙台向山 044002  大河原商業(ＯＡ会計科) 044154  白石工業(工業化学科) 046102  仙台白百合学園(ＬＥ:英語・留学ｺｰｽ)☆③

040405  仙台南 041200  石巻 044001  大河原商業(情報システム科) 044152  白石工業(建築科)

044153  白石工業(設備工業科) 046158  東北・泉＆小松島キャンパス(普通科文教ｺｰｽ)③

040406  仙台西 041201  石巻好文館 044070  鹿島台商業(商業科) 046152  東北・小松島キャンパス(普通科文理ｺｰｽ)③

040407  仙台東 044461  気仙沼向洋(産業経済科) 044180  仙台市立仙台工業(建築、土木科) 046151  東北・小松島キャンパス(普通科創進ｺｰｽ)③

041203  石巻西 044181  仙台市立仙台工業(機械、電気科)

040500  仙台第二 044050  塩釜(ビジネス科) 046120  東北学院(普通科)★

040501  仙台第三 041206  石巻市立桜坂 044140  志津川(情報ビジネス科) 044190  古川工業(機械科)

         (学励探求ｺｰｽ)☆ 044191  古川工業(電気電子科) 046130  東北学院榴ヶ岡(普通科)

040502  宮城第一 041208  石巻市立桜坂 044030  仙台市立仙台商業(商業科) 044192  古川工業(化学技術科)

040503  宮城広瀬      (キャリア探求ｺｰｽ)☆ 044193  古川工業(土木情報科) 046140  仙台城南(探究科)③

044090  登米総合産業(商業科) 044194  古川工業(建築科) 046141  仙台城南(科学技術科)③

040504  泉 041400  気仙沼

040505  泉松陵 044020  亘理(商業科) 044200  登米総合産業(機械、電気、情報技術科) 046030  東北生活文化大学(普通科)③

041403  志津川 046031  東北生活文化大学(商業科)③

040506  泉館山

044521  宮城野 046160  東陵(普通科)③

040507  仙台市立仙台 044460  気仙沼向洋(情報海洋科) 046050  常盤木学園(普通科リバティｺｰｽ)☆③

044300  登米総合産業(農業科)

044450  宮城県水産(海洋総合科) 046180  西山学院(普通科普通ｺｰｽ)③

040600  塩釜 044270  加美農業(農業、農業機械科)

044272  加美農業(生活技術科) 046021  古川学園(普通科総合ｺｰｽ)③

040602  多賀城 044350  名取(家政科) 046022  古川学園(普通科進学ｺｰｽ)③

040603  松島 ◎ 公  立 ～ 総合学科 044280  小牛田農林(農業技術科) 046020  古川学園(情報ビジネス科)③

コード 学 校 (学 科) 名 044380  松山(家政科)

040604  利府 041205  石巻北(総合学科) 044230  柴田農林(食農科学、動物科学、 046010  宮城学院(普通科クリエイティブｺｰｽ)☆③

040700  黒川 044360  亘理(家政科)       　　森林環境、園芸工学科) 046011  宮城学院(普通科アドバンストｺｰｽ)☆③

044620  迫桜(総合学科)

040702  富谷(人文ｺｰｽ) 044260  宮城県農業(農業、園芸科) 046170  明成(普通科総合ｺｰｽ)③

040703  富谷(国際ｺｰｽ) 044520  宮城野(総合学科) 044500  白石(看護科) 044262  宮城県農業(農業機械科) 046171  明成(調理科)③

040704  富谷(理数ｺｰｽ) 044261  宮城県農業(食品化学科)

044580  村田(総合学科) 044263  宮城県農業(生活科) コード 学 校 (学 科) 名

049910  仙台高等専門学校(総合工学科)

044610  本吉響(総合学科) 044470  柴田(体育科) 044250  亘理(食品化学科)

判定性別 ★＝男子 ☆＝女子 他＝男女  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社 

水産業科

理 数 科

商 業 科

体 育 科

看 護 科

産業技術科

農 林 業 科

◎ 国  立

家 庭 科

◎ 公  立 ～ 普 通 科 ◎ 公  立 ～ 専門学科

工 業 科

◎ 私  立

英 語 科



 2018年度8月以降用 秋田県高等学校志望校コード表

⑥  (2018年6月1日現在) 高校入試問題研究会  教育開発出版株式会社

コード 学 校 名 コード 学 校 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名

050004  花輪 050044  六郷 *福祉科とくくり募集

054150  秋田市立秋田商業(商業科)～男子★ 054090  秋田北鷹(生物資源、緑地環境科)

050015  十和田 050001  横手 *理数科とくくり募集 054151  秋田市立秋田商業(商業科)～女子☆

054070  大曲農業(農業科学、食品科学、園芸科学、生活科学科)

050016  小坂 050002  横手城南 054050  大館国際情報学院(国際情報科)

050025  大館鳳鳴 *理数科とくくり募集 054000  横手清陵学院 054291  大曲(商業科) 054010  金足農業(生物資源、環境土木、食品流通、造園緑地科）

050022  大館桂桜 050035  平成

054170  能代松陽(情報ビジネス科)

050027  秋田北鷹 050043  雄物川

050032  二ッ井 050029  湯沢 *理数科とくくり募集 054330  平成(総合ビジネス科) 054030  男鹿海洋(海洋、食品科学科）

050033  能代 *理数科とくくり募集 050031  湯沢翔北

054110  湯沢翔北(総合ビジネス科)

050034  能代松陽 *国際コミュニケーション科と 050000  羽後

                           くくり募集

050042  雄勝 054011  金足農業(生活科学科)

050007  五城目

050024  大館桂桜(生活科学科)

050028  男鹿海洋

050011  秋田西 054020  秋田工業(機械、電気エネルギー、土木、建築、工業化学科)

050009  秋田 *理数科とくくり募集 054040  大館桂桜(電気、機械、土木・建築科)

コード 学 校 (学 科・コース) 名

050014  秋田北 コード 学 校 (学 科) 名 054060  大曲工業(機械科) 056040  秋田修英(総合学科)③

050020  西目(総合学科) 054061  大曲工業(電気科)

050013  秋田南 054062  大曲工業(土木・建築科) 056020  秋田和洋女子(普通科進学ｺｰｽ)☆③

050021  増田(総合学科)

050012  秋田中央 054100  男鹿工業(機械、電気電子、設備システム科)

050017  新屋 056000  国学館(普通科総合ｺｰｽ)③

054120  能代工業(機械、電気、建設科)

050037  本荘           

050041  由利 *理数科、国際科とくくり募集 056030  聖霊女子短期大学付属(普通科総合進学ｺｰｽ)☆③

054111  湯沢翔北(工業技術科)

050039  矢島

054140  由利工業(機械、電気、環境システム、建築科)

050018  仁賀保 056010  明桜(普通科総合研究ｺｰｽ)

054001  横手清陵学院(総合技術科) 056011  明桜(普通科特別進学ｺｰｽ)

050019  西仙北

054080  大曲農業・太田分校

050026  大曲

050005  角館

コード 学 校 (学 科) 名

059900  秋田工業高等専門学校(創造システム工学科)③

判定性別 ★＝男子 ☆＝女子 他＝男女  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社 

◎ 公  立 ～ 総合学科

◎ 公  立 ～ 専門学科◎ 公  立 ～ 普 通 科 *＝専門学科とくくり募集

◎ 国  立

農 業 科

◎ 私  立

商 業 科

工 業 科

水産業科

家 庭 科



 2018年度8月以降用 山形県高等学校志望校コード表

⑦  (2018年6月1日現在) 高校入試問題研究会  教育開発出版株式会社

コード 学 校 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名

066010  基督教独立学園(普通科)③

060010  山形東 060035  北村山(総合学科) 064110  置賜農業(生物生産、園芸福祉、食料環境科)

060011  山形南 064200  庄内総合(総合学科) 066130  九里学園(普通科ユニバーサルｺｰｽ)

060036  遊佐(総合学科)

060008  山形西 060005  高畠(総合学科) 064050  庄内農業(食料生産、食品科学科)

060012  山形北 064210  鶴岡中央(総合学科)

066060  酒田南(教養探求ｺｰｽ)

060009  山形中央 064220  天童(総合学科) 064080  新庄神室産業(生物生産、生物環境科)

060004  荒砥(総合学科) 066070  新庄東(普通科Ｓｺｰｽ)

060039  上山明新館 060006  左沢(総合学科)

060001  寒河江 064100  村山産業(農業経営、農業環境科)

060027  谷地 066090  鶴岡東(普通課程総合科)

064230  山形南(理数科)

066110  東海大学山形(普通科総合学習ｺｰｽ)

060024  新庄北

060025  新庄北・最上校

060023  新庄南 064040  酒田光陵(ビジネス流通、ビジネス会計科) 064000  加茂水産(海洋技術、海洋資源科） 066120  日本大学山形(普通科進学ｺｰｽ)

060003  新庄南・金山校 066121  日本大学山形(普通科特進ｺｰｽ)

064190  山形市立商業(総合ビジネス、経済科)

060026  新庄神室産業・真室川校           

064180  米沢商業(総合ビジネス、情報ビジネス科)

066000  羽黒(普通科普通ｺｰｽ)

060014  山辺(食物科)

060033  米沢興譲館 066020  山形学院(総合普通科)

064010  寒河江工業(機械、電子機械、情報技術科) 066022  山形学院(情報創造科)

060034  米沢東 066023  山形学院(食物調理科)

064030  酒田光陵(機械、電子機械、エネルギー技術、環境技術科) 064341  山辺(看護科)

060038  南陽 066030  山形城北(普通科進学教養ｺｰｽ)

060028  長井 064070  新庄神室産業(機械電気、環境デザイン科)

066040  山形電波工業(やまがた創造工学科）

060020  小国

064150  鶴岡工業(機械、電気電子、情報通信、建築、環境化学科) 066080  山形明正(普通科)

066050  山本学園(普通科普通ｺｰｽ)

060030  鶴岡南 *理数科とくくり募集 064130  長井工業(機械システム、電子システム、福祉生産システム科) 066140  米沢中央(普通科総合ｺｰｽ)

060013  鶴岡南・山添校

060031  鶴岡北 064160  村山産業(機械、電子情報科)

060040  鶴岡中央

060017  酒田東 064020  山形工業(機械、電子機械、電気電子、情報技術、建築、土木・化学科) コード 学 校 (学 科) 名

060016  酒田西 069900  鶴岡工業高等専門(創造工学科)③

          

060015  酒田光陵 064170  米沢工業(機械、生産システム、電気情報、建築、環境工学科)

◎ 国  立

農 業 科

◎ 私  立

理 数 科

水産業科

◎ 公  立 ～ 普 通 科 *＝理 数 科とくくり

北 学 区

南 学 区

西 学 区

工 業 科

食 物 科

看 護 科

判定性別 ★＝男子 ☆＝女子 他＝男女  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社 

東 学 区

◎ 公  立 ～ 総合・専門学科

総合学科

商 業 科



 2018年度8月以降用 福島県高等学校志望校コード表

⑧  (2018年6月1日現在) 高校入試問題研究会  教育開発出版株式会社

コード 学 校 (コース) 名 コード 学 校 (コース) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名

076050  会津北嶺(普通科)③

070100  福島 070800  磐城 074140  小名浜(商業科) 074260  会津工業(機械科) 074360  会津農林(農業園芸科) 076051  会津北嶺(自動車科)③

070101  橘 070801  磐城桜が丘 074261  会津工業(電気科) 074361  会津農林(食品加工科)

070102  福島西 070803  好間 074111  喜多方桐桜(情報システム科) 074263  会津工業(建築インテリア科) 074362  会津農林(森林環境科) 076010  会津若松ザベリオ学園③

070104  福島東 070804  湯本 074266  会津工業(セラミック化学科)

070105  川俣 070805  小名浜 074264  会津工業(情報技術科) 074380  磐城農業(緑地土木科) 076080  石川(普通科普通課程)③

070106  梁川 070806  遠野 074040  郡山商業(流通経済、会計、 074381  磐城農業(園芸科) 076081  石川(普通科特別進学課程)③

070107  保原 070807  勿来               情報処理科) 074180  川俣(機械科) 074382  磐城農業(食品流通科)

070108  安達 070808  四倉 074383  磐城農業(生活科学科) 076190  いわき秀英(普通科)③

070110  本宮 074270  喜多方桐桜(機械、電気･電子、

074080  修明(情報ビジネス科             建設科) 074330  岩瀬農業(生物生産科) 076180  磐城第一(普通科)☆③

   エリアマネジメントｺｰｽ) 074332  岩瀬農業(食品科学科)

074081  修明(情報ビジネス科 074210  郡山北工業(機械科) 074333  岩瀬農業(園芸科学科) 076020  郡山女子大学附属(普通科)☆③

070200  安積      情報マネジメントｺｰｽ) 074211  郡山北工業(電気科) 074334  岩瀬農業(環境工学科) 076023  郡山女子大学附属(食物科)☆③

070201  安積・御舘分校 074212  郡山北工業(電子科) 076021  郡山女子大学附属(音楽科)☆③

070204  郡山 074071  白河実業(情報ビジネス科) 074213  郡山北工業(化学工学科) 074350  修明(生産流通科) 076022  郡山女子大学附属(美術科)☆③

070205  湖南 074214  郡山北工業(建築科) 074351  修明(食品科学科)

070202  安積黎明 074050  須賀川(オフィス情報科) 074215  郡山北工業(情報技術科）

070203  郡山東 074340  白河実業(農業科) 076040  桜の聖母学院(普通科総合進学ｺｰｽ)☆③

070206  須賀川 074060  清陵情報(情報処理科) 074230  白河実業(機械科)

070207  須賀川桐陽 074061  清陵情報(情報会計科) 074231  白河実業(電気科) 074400  相馬農業(生産環境科)

070208  長沼 074232  白河実業(電子科) 074401  相馬農業(食品科学科) 076060  尚志(普通科総合進学ｺｰｽ)③

070211  田村 074130  平商業(オフィス会計、 074402  相馬農業(環境緑地科) 076061  尚志(普通科特別進学ｺｰｽ)③

070212  船引  　　　 流通ビジネス、 074220  清陵情報(情報電子科) 076062  尚志(情報総合科)☆③

070210  石川 070502  会津学鳳(総合学科)  　　　 情報システム科) 074221  清陵情報(電子機械科) 074320  福島明成(生物生産科)

070802  いわき総合(総合学科) 074321  福島明成(生物工学科) 076000  仁愛(看護科)③

074090  小野(総合学科) 074000  福島商業(情報ビジネス科) 074290  平工業(機械工学科) 074322  福島明成(環境土木科)

070209  光南(総合学科) 074002  福島商業(経営ビジネス科) 074291  平工業(電気工学科) 074323  福島明成(食品科学科) 076070  聖光学院(普通科進学ｺｰｽ)③

070602  相馬東(総合学科) 074003  福島商業(会計ビジネス科) 074292  平工業(制御工学科) 074324  福島明成(生産情報科) 076072  聖光学院(普通科福祉ｺｰｽ)③

070300  白河 070103  福島北(総合学科) 074293  平工業(土木環境工学科) 076071  聖光学院(機械科)③

070301  白河旭 074562  福島南(情報会計科) 074294  平工業(情報工学科) 074280  耶麻農業(産業技術科) 076073  聖光学院(電気科)③

076074  聖光学院(情報電子科)③

074020  保原(商業科) 074300  勿来工業(機械科)

074302  勿来工業(電気科) 076090  帝京安積(普通科)③

070400  喜多方 074030  本宮(情報会計科) 074301  勿来工業(電子科) 074570  いわき海星(海洋科) 076092  帝京安積(ビジネス総合科)③

070401  喜多方東 074690  いわき光洋(文理科) 074303  勿来工業(建築科) 074571  いわき海星(情報通信科)

070402  西会津 070302  修明(文理科) 074100  若松商業(会計ビジネス科) 074304  勿来工業(工業化学科) 074572  いわき海星(海洋工学科) 076100  日本大学東北(普通科Ⅰｺｰｽ)～男★③

070403  坂下 074560  福島南(文理科) 074101  若松商業(情報ビジネス科) 074573  いわき海星(食品システム科) 076104  日本大学東北(普通科Ⅰｺｰｽ)～女☆③

070500  会津 074190  二本松工業(機械システム科) 076101  日本大学東北(普通科Ⅱｺｰｽ)③

070501  葵 074192  二本松工業(情報システム科)

070503  猪苗代 074194  二本松工業(都市システム科) 076170  東日本国際大学附属昌平(普通科普通ｺｰｽ)③

070504  大沼 074590  郡山(英語科) 074701  福島西(デザイン科学科) 076172  東日本国際大学附属昌平(普通科体育ｺｰｽ)★③

070505  川口 074240  塙工業(機械科)

070506  田島 074242  塙工業(電子科) 076130  福島(普通科文理進学ｺｰｽ)③

070507  南会津

070508  只見 074170  福島工業(機械科) 074670  田村(体育科) 076140  福島成蹊(普通科普通ｺｰｽ)③

074720  あさか開成(国際科学科) 074171  福島工業(電気科)

074561  福島南(国際文化科) 074172  福島工業(建築科) 076160  福島東稜(普通科)③

074750  猪苗代(観光ビジネス科) 074173  福島工業(環境化学科) 076162  福島東稜(食物文化科)③

074174  福島工業(情報電子科) 076163  福島東稜(看護科)③

コード 学 校 (学 科) 名

074660  白河(理数科) 079900  福島工業高専(機械システム工学科)

070600  相馬 074650  相馬(理数科) 079901  福島工業高専(電気電子システム工学科)

070601  新地 074730  須賀川桐陽(数理科学科) 074480  耶麻農業 079902  福島工業高専(化学･バイオ工学科)

070603  原町  (ライフコーディネイト科) 079903  福島工業高専(都市システム工学科)

079904  福島工業高専

     (ビジネスコミュニケーション学科)

総合学科

判定性別 ★＝男子 ☆＝女子 他＝男女  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社 

い わ き 地 区

◎ 公  立 ～ 専門学科

工 業 科

◎ 私  立

農 業 科商 業 科

◎ 国  立

◎ 公  立 ～ 普 通 科

県 北 地 区

水産業科

デザイン科学科

体 育 科

県 中 地 区

会 津 地 区

◎ 公  立 ～ 総合・専門学科

文 理 科

県 南 地 区

相 双 地 区

英 語 科

国際科学・国際文化科

家 庭 科

観 光 科

理 数・数理科学科
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