
 2018年度8月以降用 男子用   東京都立高校志望校コード表（普通科）
高校入試問題研究会

① (2018年6月1日現在)

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

130102  日比谷～男★ 130524  青井～男★ 130714  日野～男★

130504  日本橋～男★ 130514  足立～男★ 130716  日野台～男★

130106  三田～男★ 130526  足立新田～男★ 130718  南平～男★

130200  戸山～男★ 130520  足立西～男★

130922  東村山西～男★

130400  竹早～男★ 130516  江北～男★ 131016  国立～男★

130402  向丘～男★ 130518  淵江～男★

130822  福生～男★

130510  上野～男★ 130608  葛飾野～男★ 131008  狛江～男★

134720  白鴎～男★ 130610  南葛飾～男★

130810  東大和～男★

130606  本所～男★ 130622  江戸川～男★ 130812  東大和南～男★

130600  両国～男★ 130626  葛西南～男★

130926  清瀬～男★

130618  城東～男★ 130624  小岩～男★ 130912  久留米西～男★

130616  東～男★ 130620  小松川～男★

130814  武蔵村山～男★

130614  深川(普通ｺｰｽ)～男★ 130628  篠崎～男★ 131018  永山～男★

134730  深川(外国語ｺｰｽ) 130630  紅葉川～男★

130826  羽村～男★

130112  大崎～男★ 130704  片倉(普通ｺｰｽ)～男★

130116  小山台～男★ 134760  片倉(造形美術ｺｰｽ) 134740  五日市(ことばと情報ｺｰｽ)

130114  八潮～男★ 130708  八王子北～男★ 130906  田無～男★

130202  駒場～男★ 130706  八王子東～男★ 130908  保谷～男★

130204  目黒～男★ 130702  富士森～男★

130120  大森～男★

130712  松が谷(普通ｺｰｽ)～男★

130122  田園調布～男★ 134670  松が谷(外国語ｺｰｽ)

130118  雪谷～男★ 130522  足立東～男★③

130800  立川～男★

130216  桜町～男★ 130900  武蔵～男★ 130824  秋留台～男★③

130222  千歳丘～男★

130902  武蔵野北～男★ 130126  蒲田～男★③

130226  深沢～男★

130214  松原～男★ 130818  多摩～男★ 130920  東村山～男★③

131010  府中～男★

130210  青山～男★

130212  広尾～男★ 131014  府中西～男★

131012  府中東～男★

130300  鷺宮～男★ 134840  飛鳥

130302  富士～男★ 130806  昭和～男★ 130420  板橋有徳～男★

130808  拝島～男★

130304  武蔵丘～男★ 130326  大泉桜～男★

130312  杉並～男★ 131002  神代～男★ 130924  国分寺～男★

131004  調布北～男★

130310  豊多摩～男★ 130508  忍岡～男★

130308  西～男★ 131006  調布南～男★ 130208  新宿～男★

130728  小川～男★

130406  豊島～男★ 134750  新宿山吹③

130408  文京～男★ 130726  成瀬～男★ 130816  上水～男★

130724  野津田～男★

130512  竹台～男★ 130602  墨田川～男★

130416  板橋～男★ 130720  町田～男★ 130710  翔陽～男★

130730  山崎～男★

130422  大山～男★ 130124  美原～男★

130414  北園～男★ 130904  小金井北～男★ 130228  芦花～男★

130424  高島～男★ 130914  小平(普通ｺｰｽ)～男★

130318  井草～男★ 134790  小平(外国語ｺｰｽ)

130320  大泉～男★ 130916  小平西～男★

130316  石神井～男★ 130918  小平南～男★ 130306  荻窪～男★③

130322  練馬～男★

130324  光丘～男★

134691  田柄(普通ｺｰｽ)

134690  田柄(外国文化ｺｰｽ)

判定性別 ★＝男子 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 女子用   東京都立高校志望校コード表（普通科）
高校入試問題研究会

② (2018年6月1日現在)

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

130103  日比谷～女☆ 130525  青井～女☆ 130715  日野～女☆

130505  日本橋～女☆ 130515  足立～女☆ 130717  日野台～女☆

130107  三田～女☆ 130527  足立新田～女☆ 130719  南平～女☆

130201  戸山～女☆ 130521  足立西～女☆

130923  東村山西～女☆

130401  竹早～女☆ 130517  江北～女☆ 131017  国立～女☆

130403  向丘～女☆ 130519  淵江～女☆

130823  福生～女☆

130511  上野～女☆ 130609  葛飾野～女☆ 131009  狛江～女☆

134721  白鴎～女☆ 130611  南葛飾～女☆

130811  東大和～女☆

130607  本所～女☆ 130623  江戸川～女☆ 130813  東大和南～女☆

130601  両国～女☆ 130627  葛西南～女☆

130927  清瀬～女☆

130619  城東～女☆ 130625  小岩～女☆ 130913  久留米西～女☆

130617  東～女☆ 130621  小松川～女☆

130815  武蔵村山～女☆

130615  深川(普通ｺｰｽ)～女☆ 130629  篠崎～女☆ 131019  永山～女☆

134730  深川(外国語ｺｰｽ) 130631  紅葉川～女☆

130827  羽村～女☆

130113  大崎～女☆ 130705  片倉(普通ｺｰｽ)～女☆

130117  小山台～女☆ 134760  片倉(造形美術ｺｰｽ) 134740  五日市(ことばと情報ｺｰｽ)

130115  八潮～女☆ 130709  八王子北～女☆ 130907  田無～女☆

130203  駒場～女☆ 130707  八王子東～女☆ 130909  保谷～女☆

130205  目黒～女☆ 130703  富士森～女☆

130121  大森～女☆

130713  松が谷(普通ｺｰｽ)～女☆

130123  田園調布～女☆ 134670  松が谷(外国語ｺｰｽ)

130119  雪谷～女☆ 130523  足立東～女☆③

130801  立川～女☆

130217  桜町～女☆ 130901  武蔵～女☆ 130825  秋留台～女☆③

130223  千歳丘～女☆

130903  武蔵野北～女☆ 130127  蒲田～女☆③

130227  深沢～女☆

130215  松原～女☆ 130819  多摩～女☆ 130921  東村山～女☆③

131011  府中～女☆

130211  青山～女☆

130213  広尾～女☆ 131015  府中西～女☆

131013  府中東～女☆

130301  鷺宮～女☆ 134840  飛鳥

130303  富士～女☆ 130807  昭和～女☆ 130421  板橋有徳～女☆

130809  拝島～女☆

130305  武蔵丘～女☆ 130327  大泉桜～女☆

130313  杉並～女☆ 131003  神代～女☆ 130925  国分寺～女☆

131005  調布北～女☆

130311  豊多摩～女☆ 130509  忍岡～女☆

130309  西～女☆ 131007  調布南～女☆ 130209  新宿～女☆

130729  小川～女☆

130407  豊島～女☆ 134750  新宿山吹③

130409  文京～女☆ 130727  成瀬～女☆ 130817  上水～女☆

130725  野津田～女☆

130513  竹台～女☆ 130603  墨田川～女☆

130417  板橋～女☆ 130721  町田～女☆ 130711  翔陽～女☆

130731  山崎～女☆

130423  大山～女☆ 130125  美原～女☆

130415  北園～女☆ 130905  小金井北～女☆ 130229  芦花～女☆

130425  高島～女☆ 130915  小平(普通ｺｰｽ)～女☆

130319  井草～女☆ 134790  小平(外国語ｺｰｽ)

130321  大泉～女☆ 130917  小平西～女☆

130317  石神井～女☆ 130919  小平南～女☆ 130307  荻窪～女☆③

130323  練馬～女☆

130325  光丘～女☆

134691  田柄(普通ｺｰｽ)

134690  田柄(外国文化ｺｰｽ)

判定性別 ☆＝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 東京都立高校志望校コード表（総合・専門学科）
高校入試問題研究会

③ (2018年6月1日現在)

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

134920  王子総合(総合学科) 134352  足立工業(総合技術科) 134480  園芸(園芸、食品、動物科)

134510  青梅総合(総合学科) 134341  荒川工業(電気科) 134530  農業(都市園芸、食品科学、

134342  荒川工業(電子科)       緑地計画科)

134370  葛飾総合(総合学科) 134340  荒川工業(情報技術科)

134490  農芸(園芸科学、食品科学、

134050  杉並総合(総合学科) 134410  葛西工業(電子科)       緑地環境科)

134411  葛西工業(機械科)

134260  世田谷総合(総合学科) 134412  葛西工業(建築科) 134500  農産(園芸デザイン、食品科)

134680  つばさ総合(総合学科) 134320  北豊島工業(総合技術科) 134520  瑞穂農芸(園芸科学、

        畜産科学、食品科)

134830  晴海総合(総合学科) 134331  蔵前工業(機械科)

134330  蔵前工業(電気科)

130910  東久留米総合(総合学科) 134332  蔵前工業(建築科)

134333  蔵前工業(設備工業科)

134910  町田総合(総合学科) 134540  大島海洋国際(海洋国際科)

134300  工芸(デザイン科)

131022  若葉総合(総合学科) 134301  工芸(マシンクラフト科)

134302  工芸(アートクラフト科)

134303  工芸(インテリア科)

134620  国際(国際科)～男★ 134304  工芸(グラフィックアーツ科) 134880  忍岡(生活科学科)

134621  国際(国際科)～女☆

134281  杉並工業(機械科) 134590  農業(服飾科)

134280  杉並工業(電子科) 134591  農業(食物科)

134860  科学技術(科学技術科) 134282  杉並工業(理工環境科)

134580  瑞穂農芸(生活デザイン科)

134900  多摩科学技術(科学技術科) 134381  墨田工業(機械科)

134382  墨田工業(自動車科)

134380  墨田工業(電気科)

134383  墨田工業(建築科)

134360  橘(産業科)

134240  総合工科(機械・自動車科)

134420  八王子桑志(産業科デザイン分野) 134241  総合工科(電気・情報デザイン科) 134851  野津田(福祉科)

134422  八王子桑志(産業科クラフト分野) 134242  総合工科(建築・都市工学科)

134423  八王子桑志(産業科

　　　　　　　システム情報分野) 134461  田無工業(機械科)

134424  八王子桑志(産業科 134460  田無工業(建築科)

　　　　　　　ビジネス情報分野) 134462  田無工業(都市工学科) 134600  総合芸術(音楽科)③

134601  総合芸術(美術、舞台表現科)③

134441  多摩工業(機械科)

134131  荒川商業(総合ビジネス科) 134440  多摩工業(電気科)

    134442  多摩工業(環境化学科)

134190  五日市(商業科)

134270  中野工業(キャリア技術科)③ 134610  駒場(保健体育科)③

134150  葛飾商業(ビジネス科)

134290  練馬工業(キャリア技術科)③ 134850  野津田(体育科)③

134161  江東商業(ビジネス科)

134470  府中工業(機械科)

134001  芝商業(ビジネス科) 134473  府中工業(電気科)

134471  府中工業(情報技術科)

134751  新宿山吹(情報科)③ 134472  府中工業(工業技術科) 139910  産業技術高等専門学校

     (ものづくり工学科)③

134031  第一商業(ビジネス科) 134430  町田工業(総合情報科)

134170  第三商業(ビジネス科) 134870  六郷工科(プロダクト工学科)

134871  六郷工科(オートモビル工学科)

134060  第四商業(ビジネス科) 134872  六郷工科(システム工学科)

134873  六郷工科(デザイン工学科)

134200  第五商業(ビジネス科)

134070  千早(ビジネス

　　　コミュニケーション科)

134890  大田桜台(ビジネス

      コミュニケーション科)

海洋国際科

福祉科

商 業 科

科学技術科

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

工 業 科

家 庭 科国 際 科

産 業 科

高等専門学校

総合学科 農林業科

芸 術 科

保健体育科



 2018年度8月以降用 東京都国・私立高校志望校コード表（男子校）
高校入試問題研究会

④ (2018年6月1日現在)

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

（ア行） （タ行）

137240  足立学園(総合ｺｰｽ)★③ 138420  筑波大附属駒場(普通科)★

137242  足立学園(文理ｺｰｽ)★③

136310  桐朋(普通科)★③

（カ行）

136100  開成(普通科)★ （ナ行）

137800  日本学園(普通科総合進学ｺｰｽ)★③

138500  科学技術学園(昼間定時制・普通科)★③ 137801  日本学園(普通科特別進学ｺｰｽ)★③

 　　　　　　　　 137803  日本学園(普通科スポーツｺｰｽ)★③

136110  学習院(普通科)★③           

137870  日本大学豊山(普通科)★③

136200  京華(進学ｺｰｽ)★③

136201  京華(特進ｺｰｽ)★③

136202  京華(Ｓ特進ｺｰｽ)★③ （ハ行）

138063  保善(普通科大学進学ｸﾗｽ)★③

136450  佼成学園(文理ｺｰｽ)★③ 138065  保善(普通科大進選抜ｸﾗｽ)★③

136451  佼成学園(難関国公立ｺｰｽ)★③ 138062  保善(普通科特別進学ｸﾗｽ)★③

138140  本郷(普通科)★③

（サ行）

136670  自由ヶ丘学園(普通科)★③

（マ行）

136940  城北(普通科)★③ 138180  明治大学付属中野(普通科)★③

137220  巣鴨(普通科)★③

（ラ行）

137090  聖学院(普通科帰国生)★③ 138490  立教池袋(普通科)★③

137040  正則学園(普通科)★③

（ワ行）

137210  早稲田大学高等学院(普通科)★③

　　　　　　

判定性別 ★＝男子  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社

男 子 校 (ア行～サ行 ) 男 子 校 (タ行～ワ行)



 2018年度8月以降用 東京都国・私立高校志望校コード表（女子校Ⅰ）
高校入試問題研究会

⑤ (2018年6月1日現在)

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

（ア行） （サ行Ⅱ）

136010  愛国(普通科)☆③ 136762  淑徳ＳＣ(Ⅰ類)☆③

136013  愛国(商業科)☆③ 136760  淑徳ＳＣ(Ⅱ類)☆③

136012  愛国(家政科)☆③

136011  愛国(衛生看護科)☆③ 136800  潤徳女子(普通科総合進学ｺｰｽ)☆③

136802  潤徳女子(普通科特別進学ｺｰｽ)☆③

136030  安部学院(商業科)☆③ 136803  潤徳女子(普通科美術デザインｺｰｽ)☆③

136520  江戸川女子(普通科Ⅱ類:難関私立大学進学)☆③ 136850  女子美術大学付属(普通科)☆③

136522  江戸川女子(普通科Ⅲ類:国公立大学進学)☆③

136521  江戸川女子(英語科)☆③ 137900  白梅学園(普通科進学ｺｰｽ進学、保育・教育系)☆③

137903  白梅学園(普通科選抜ｺｰｽ)☆③

138400  お茶の水女子大学附属(普通科)☆ 137901  白梅学園(普通科特別選抜ｺｰｽｸﾗｽＧ)☆③

137902  白梅学園(普通科特別選抜ｺｰｽｸﾗｽＳ)☆③

136860  小野学園女子(進学ｺｰｽ)☆③ 137904  白梅学園(普通科特別選抜ｺｰｽｸﾗｽＩ)☆③

136862  小野学園女子(特別進学ｺｰｽ)☆③

136970  成女(普通科)☆③
（カ行）

136132  蒲田女子(幼児教育ｺｰｽ)☆③ 137030  星美学園(普通科)☆③

136135  蒲田女子(キャリアｺｰｽ)☆③

（タ行）

137160  川村(普通科)☆③ 137331  瀧野川女子学園(普通科進学ｺｰｽ)☆③

137332  瀧野川女子学園(普通科特進ｺｰｽ)☆③

136950  神田女学園(普通科フューチャーｺｰｽ)☆③ 137333  瀧野川女子学園(普通科特進選抜ｸﾗｽ)☆③

136951  神田女学園(普通科グローバル、アドバンストｺｰｽ)☆③             

138310  立川女子(普通科総合ｺｰｽ)☆③

138120  北豊島(普通科総合ｺｰｽ)☆③ 138311  立川女子(普通科特進ｺｰｽ)☆③

138122  北豊島(普通科特進ｺｰｽ)☆③

138121  北豊島(普通科国際英語ｺｰｽ)☆③ 136300  玉川聖学院(普通科)☆③

136270  共立女子第二(普通科Ｓｸﾗｽ)☆③ 137420  鶴川(普通科)☆③

136271  共立女子第二(普通科ＡＰｸﾗｽ)☆③

137540  東京家政学院(スタンダードｺｰｽ)☆③

136600  国本女子(普通科)☆③ 137541  東京家政学院(アドバンストｺｰｽ)☆③

137551  東京家政大学附属女子(普通科躍進iｺｰｽ)☆③

136430  慶應義塾女子(普通科)☆③

137620  東京女子学院(グローバルキャリアｺｰｽ)☆③

136210  京華女子(普通科進学ｸﾗｽ)☆③

136211  京華女子(普通科特進ｸﾗｽ)☆③ 137630  東京女子学園(普通科進学ｺｰｽ)☆③

137632  東京女子学園(普通科特別進学ｺｰｽ)☆③

136460  佼成学園女子(進学ｺｰｽ進学ｸﾗｽ)☆③               

136461  佼成学園女子(特進文理ｺｰｽ文理ｸﾗｽ)☆③ 137730  東洋女子(普通科総合進学ｺｰｽ)☆③

136464  佼成学園女子(特進文理ｺｰｽメディカルｸﾗｽ)☆③ 137731  東洋女子(普通科特別進学ｺｰｽ)☆③

136465  佼成学園女子(特進文理ｺｰｽスーパーグローバルｸﾗｽ)☆③

136462  佼成学園女子(特進留学ｺｰｽ)☆③ 136001  トキワ松学園(普通科進学ｺｰｽ)☆③

              136003  トキワ松学園(普通科特進ｺｰｽ)☆③

136390  駒沢学園女子(普通科進学ｸﾗｽ)☆③ 136000  トキワ松学園(普通科美術デザインｺｰｽ)☆③

136391  駒沢学園女子(普通科特進ｸﾗｽ)☆③

138090  豊島岡女子学園(普通科)☆③

（サ行Ⅰ）

137400  品川エトワール女子(普通科一般ｺｰｽ)☆③ （ナ行）

137401  品川エトワール女子(普通科マルチメディア表現ｺｰｽ)☆③ 137790  日本音楽(普通科幼児教育ｺｰｽ)☆③

137403  品川エトワール女子(普通科国際キャリアｺｰｽ)☆③ 137791  日本音楽(音楽科)☆③

137000  下北沢成徳(普通科進学ｺｰｽ)☆③ 137820  日本女子体育大学附属二階堂(普通科総合進学ｺｰｽ)☆③

137003  下北沢成徳(普通科特進ｺｰｽ)☆③ 137821  日本女子体育大学附属二階堂(普通科体育ｺｰｽ)☆③

137001  下北沢成徳(普通科国際ｺｰｽ)☆③ 137822  日本女子体育大学附属二階堂(普通科保健福祉ｺｰｽ)☆③

                      

136740  十文字(普通科進学ｸﾗｽ)☆③ 137780  日本体育大学桜華(普通科)☆③

136741  十文字(普通科選抜ｸﾗｽ)☆③       

136742  十文字(普通科スーパー特選ｸﾗｽ)☆③ 137880  日本大学豊山女子(普通科)☆③

137881  日本大学豊山女子(理数科)☆③

137810  日本橋女学館(普通科総合進学ｺｰｽ)☆③

137812  日本橋女学館(普通科難関進学ｺｰｽ)☆③

137814  日本橋女学館(普通科芸術進学ｺｰｽ)☆③

女 子 校 (ア行～サ行Ⅰ) 女 子 校 (サ行Ⅱ・タ行)

判定性別 ☆＝女子 判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社



 2018年度8月以降用 東京都私立高校志望校コード表（女子校Ⅱ共学校Ⅰ）
高校入試問題研究会

⑥ (2018年6月1日現在)

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

（ハ行） （ア行）
138390  富士見丘(アドバンストｺｰｽ)☆③ 137110  青山学院(普通科)～男★③
138391  富士見丘(グローバルｺｰｽ)☆③ 137111  青山学院(普通科)～女☆③

137745  藤村女子(総合ｺｰｽ)☆③ 136040  郁文館(進学ｸﾗｽ)③
137740  藤村女子(進学ｺｰｽ)☆③ 136042  郁文館(特進ｸﾗｽ)③
137744  藤村女子(特進ｺｰｽ、Ｓ特進ｺｰｽ)☆③ 136043  郁文館(東大ｸﾗｽ)③
137743  藤村女子(スポーツ科学、スポーツ科学特進ｺｰｽ)☆③

　　　　 136050  郁文館グローバル(国際科)③
138030  文華女子(普通科総合進学ｺｰｽ)☆③
138031  文華女子(普通科大学進学ｺｰｽ)☆③ 136170  岩倉(普通科総進ｺｰｽ)③

136174  岩倉(普通科特進ｺｰｽ)③
138043  文京学院大学女子(国際教養ｺｰｽ)☆③ 136175  岩倉(普通科Ｓ特ｺｰｽ)③
138044  文京学院大学女子(理数キャリアｺｰｽ)☆③ 136171  岩倉(運輸科)③

138070  宝仙学園・女子部(普通科進学ｺｰｽ)☆③ 136920  上野学園(普通科総合進学ｺｰｽ)③
138071  宝仙学園・女子部(普通科特待選抜)☆③ 136922  上野学園(普通科特別進学ｺｰｽ)③
138072  宝仙学園・女子部(普通科保育ｺｰｽ)☆③ 136921  上野学園(音楽科)③

（マ行） 136640  桜美林(普通科)③
138010  武蔵野女子学院(普通科総合進学ｺｰｽ)☆③
138011  武蔵野女子学院(普通科理系医療ｺｰｽ)☆③ 137293  大森学園(普通科総進ｺｰｽ)③
138012  武蔵野女子学院(普通科文系創造ｺｰｽ)☆③ 137291  大森学園(普通科選抜ｺｰｽ)③

137292  大森学園(普通科国立ｺｰｽ)③
137252  村田女子(普通科スタンダードｺｰｽ)☆③ 137290  大森学園(工業科)★③
137253  村田女子(普通科アドバンストβｺｰｽ)☆③
137254  村田女子(普通科アドバンストαｺｰｽ)☆③ （カ行）
137250  村田女子(商業科スタンダードｺｰｽ)☆③ 136150  関東国際(普通科)③
137251  村田女子(商業科アドバンストｺｰｽ)☆③ 136151  関東国際(外国語科)③

（ヤ行） 136160  関東第一(普通科進学Ｇｺｰｽ)③
137920  八雲学園(普通科進学ｺｰｽ)☆③ 136162  関東第一(普通科進学Ａｺｰｽ)③
137921  八雲学園(普通科特進ｺｰｽ)☆③ 136165  関東第一(普通科特別進学ｺｰｽ)③

136164  関東第一(普通科スポーツｺｰｽ)★③

136250  共栄学園(普通科進学ｺｰｽ)③
136252  共栄学園(普通科特進ｺｰｽ)③

136350  錦城(普通科進学ｺｰｽ)③
136351  錦城(普通科特進ｺｰｽ)③

136340  錦城学園(普通科)③

136610  国立音楽大学附属(普通科)③
136611  国立音楽大学附属(音楽科)③

136220  京華商業(商業科)③

136410  啓明学園(普通科)③

136480  工学院大学附属(ハイブリッド文理ｺｰｽ)③
136482  工学院大学附属(ハイブリッド文理先進ｺｰｽ)③

 　　　　　　　 
138350  國學院(普通科)～男★③
138351  國學院(普通科)～女☆③

138360  國學院大學久我山(普通科)～男★③
138361  國學院大學久我山(普通科)～女☆③

136580  国際基督教大学(一般生入試)③
136581  国際基督教大学(帰国生学力試験入試)③
136582  国際基督教大学(帰国生書類選考入試)③

136590  国士舘(普通科)～男★③
136592  国士舘(普通科)～女☆③

136362  駒込(アドバンスｺｰｽＡ)～男★③
136363  駒込(アドバンスｺｰｽＡ)～女☆③
136364  駒込(スーパーアドバンスｺｰｽ)～男★③
136365  駒込(スーパーアドバンスｺｰｽ)～女☆③

136400  駒澤大学(普通科)③

136370  駒場学園(普通科進学ｺｰｽ)③
136372  駒場学園(普通科特別進学ｺｰｽ)③
136373  駒場学園(普通科国際ｺｰｽ)③
136371  駒場学園(食物調理科)③

女 子 校 (ナ行～ヤ行)

判定性別 ☆＝女子 判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社

共 学 校 (ア行・カ行)



 2018年度8月以降用 東京都国・私立高校志望校コード表（共学校Ⅱ）
高校入試問題研究会

⑦ (2018年6月1日現在)

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

（サ行） （タ行Ⅰ）

136633  桜丘(特進ｸﾗｽ)③ 137300  大成(普通科文理進学ｺｰｽ)③

136634  桜丘(特待ｸﾗｽ)③ 137302  大成(普通科特別進学ｺｰｽ)③

137301  大成(普通科情報進学ｺｰｽ)③

139930  サレジオ工業高等専門学校③

137310  大東学園(普通科普通ｺｰｽ)③

136693  実践学園(普通科特別進学ｺｰｽ)③ 137311  大東学園(普通科福祉ｺｰｽ)③

136694  実践学園(普通科文理進学ｺｰｽ)③

137320  大東文化大学第一(進学ｸﾗｽ)③

136680  自由学園・男子部(普通科)★③ 137321  大東文化大学第一(特別進学ｸﾗｽ)③

136681  自由学園・女子部(普通科)☆③ 137322  大東文化大学第一(選抜進学ｸﾗｽ)③

136710  芝浦工業大学附属(普通科)③ 137340  拓殖大学第一(普通科普通ｺｰｽ)③

137341  拓殖大学第一(普通科特進ｺｰｽ)③

136730  修徳(普通科文理進学ｺｰｽ)③               

136735  修徳(普通科特進選抜ｺｰｽ)③ 136290  玉川学園(普通科一般ｸﾗｽ)③

136771  淑徳(普通科特進選抜ｺｰｽ)③ 137080  多摩大学附属聖ヶ丘(普通科)③

136772  淑徳(普通科スーパー特進ｺｰｽ)③

136773  淑徳(普通科留学ｺｰｽ)③ 138241  多摩大学目黒(普通科)③

136782  淑徳巣鴨(普通科特進ｺｰｽ)③ 137361  中央学院大学中央(普通科)③

136785  淑徳巣鴨(普通科選抜ｺｰｽ)③ 137360  中央学院大学中央(商業科)③

136788  淑徳巣鴨(普通科選抜ｺｰｽプレミアムｸﾗｽ)③

136789  淑徳巣鴨(普通科選抜ｺｰｽアルティメットｸﾗｽ)③ 138480  中央大学(昼間定時制・普通科)③

 　　　　　 　　　　　　　　　

136820  順天(普通科特進選抜類型)③ 137370  中央大学杉並(普通科)～男★③

136822  順天(普通科理数選抜類型)③ 137371  中央大学杉並(普通科)～女☆③

136824  順天(普通科英語選抜類型)③

137380  中央大学附属(普通科)～男★③

136910  松蔭(普通科)③ 137381  中央大学附属(普通科)～女☆③

136930  城西大学附属城西(普通科)～男★③ 138430  筑波大学附属(普通科)

136931  城西大学附属城西(普通科)～女☆③

137440  帝京(普通科進学ｺｰｽ)③

136140  聖徳学園(文理進学型)③ 137443  帝京(普通科特進ｺｰｽ)③

136141  聖徳学園(難関国公立型)③ 137441  帝京(普通科アスリートｺｰｽ)③

137442  帝京(普通科インターナショナルｺｰｽ)③

136890  昭和第一(普通科進学ｺｰｽ)③

136893  昭和第一(普通科特進ｺｰｽ)③ 137461  帝京大学(普通科)③

136880  昭和第一学園(普通科総合進学ｺｰｽ)③ 137470  帝京八王子(普通科文理ｺｰｽ)③

136883  昭和第一学園(普通科選抜進学ｺｰｽ)③ 137471  帝京八王子(普通科特進医療系ｺｰｽ)③

136881  昭和第一学園(工学科)③  　　　　　 

              137430  貞静学園(幼児教育・保育系進学ｺｰｽ)③

136900  昭和鉄道(鉄道科)③ 137431  貞静学園(特別進学、総合進学ｺｰｽ)③

136180  杉並学院(普通科文理ｺｰｽ)③ 137490  東亜学園(普通科総合選抜ｺｰｽ)③

136181  杉並学院(普通科特進ｺｰｽ)③ 137493  東亜学園(普通科特進ｺｰｽ)③

136790  駿台学園(普通科進学ｺｰｽ)③ 137510  東海大学菅生(普通科総合進学ｺｰｽ)③

136791  駿台学園(普通科特選ｺｰｽ)③ 137511  東海大学菅生(普通科特別進学ｺｰｽ)③

 　    　　　 

137020  成蹊(普通科)～男★③ 137520  東海大学付属高輪台(普通科)③

137021  成蹊(普通科)～女☆③

137580  東京(普通科)③

136980  成城学園(普通科)③

137530  東京音楽大学付属(音楽科)③

137050  正則(普通科)③

138440  東京学芸大学附属(普通科)

137070  聖パウロ学園(普通科)③

138450  東京藝術大学音楽学部附属音楽(音楽科)③

137013  成立学園(特進ｺｰｽ)③

137016  成立学園(スーパー特選ｺｰｽ)③ 139900  東京工業高等専門学校③

137122  青稜(普通科)③ 138460  東京工業大学附属科学技術(科学・技術科)③

137150  専修大学附属(普通科)③ 137590  東京実業(普通科文理ｺｰｽ)③

137591  東京実業(普通科ビジネスｺｰｽ)③

137180  創価(普通科)③ 137592  東京実業(機械、電気科電気ｺｰｽ)③

137593  東京実業(電気科ゲームＩＴｺｰｽ)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

共 学 校 (サ行) 共 学 校 (タ行Ⅰ)



 2018年度8月以降用 東京都国・私立高校志望校コード表（共学校Ⅲ）
高校入試問題研究会

⑧ (2018年6月1日現在)

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

 （タ行Ⅱ）  （ハ行Ⅱ）
137642  東京成徳大学(普通科進学ｺｰｽ)③ 136812  広尾学園(本科ｺｰｽ)③
137644  東京成徳大学(普通科進学選抜ｺｰｽ)③ 136813  広尾学園(医進･サイエンスｺｰｽ)③
137643  東京成徳大学(普通科特別進学ｺｰｽ)③

                      138020  文化学園大学杉並(進学ｺｰｽ)③
137650  東京電機大学(普通科)③ 138022  文化学園大学杉並(特別進学ｺｰｽ)③

137502  東京都市大学等々力(普通科特別選抜ｺｰｽ)③ 138050  文教大学付属(普通科)③

137660  東京農業大学第一(普通科)③ 138080  法政大学(普通科)③

137680  東京立正(普通科スタンダードｺｰｽ)③ 138510  宝仙学園共学部(理数インター)③
137681  東京立正(普通科アドバンストｺｰｽ)③

138114  豊南(普通科進学ｺｰｽ)③
137690  東星学園(普通科)③ 138115  豊南(普通科選抜ｺｰｽ)③

138116  豊南(普通科特進ｺｰｽ)③
137700  東邦音楽大学附属東邦(音楽科)③

137352  朋優学院(特進ｺｰｽ)③
136320  桐朋女子(普通科)☆③ 137356  朋優学院(国公立ｺｰｽ)③
136321  桐朋女子(音楽科)③

138130  堀越(普通科進学・進路選択ｺｰｽ)③
137720  東洋(普通科総合進学ｺｰｽ)③ 138132  堀越(普通科体育ｺｰｽ)③
137722  東洋(普通科特進ｺｰｽ)③
137723  東洋(普通科特進選抜ｺｰｽ)③  （マ行）

138210  明星学園(普通科)③
136230  東洋大学京北(普通科)③

138000  武蔵野(普通科進学ｽﾃｰｼﾞ)③
138100  豊島学院(普通科普通進学類型)③ 138001  武蔵野(普通科特進ｽﾃｰｼﾞ)③
138103  豊島学院(普通科選抜進学類型)③
138104  豊島学院(普通科特別進学類型)③ 138160  明治学院(普通科)③
138106  豊島学院(普通科スーパー特進類型)③

138170  明治学院東村山(普通科)③

（ナ行） 138190  明治大学付属中野八王子(普通科)～男★③
137750  二松學舍大学附属(普通科進学ｺｰｽ)～男★③ 138191  明治大学付属中野八王子(普通科)～女☆③
137751  二松學舍大学附属(普通科進学ｺｰｽ)～女☆③ 　　　　　　　　　　　 
137752  二松學舍大学附属(普通科特進ｺｰｽ)③ 138200  明治大学付属明治(普通科)③

 　　　　　　　
137670  新渡戸文化(普通科)③ 138220  明星(普通科本科)～男★③

138221  明星(普通科本科)～女☆③
137770  日本体育大学荏原(普通科総合ｺｰｽ)③
137773  日本体育大学荏原(普通科文理ｺｰｽ)③ 138230  明法(普通科総合進学ｺｰｽ)③
137774  日本体育大学荏原(普通科体育ｺｰｽ)③ 138231  明法(普通科特別進学ｺｰｽ)③

137574  日本工業大学駒場(普通科総合進学ｺｰｽ)③ 138253  目黒学院(体育ｺｰｽ)★③
137575  日本工業大学駒場(普通科特進ｺｰｽ)③ 138252  目黒学院(共学部)③
137571  日本工業大学駒場(普通科理数特進ｺｰｽ)③
137570  日本工業大学駒場(理数工学科)③ 137760  目黒日本大学(普通科進学ｺｰｽ)③
137572  日本工業大学駒場(創造工学科)★③ 137764  目黒日本大学(普通科スポーツ・芸能ｺｰｽ)③

 　　　
137890  日本大学櫻丘(普通科総合進学Ｇｸﾗｽ)～男★③ 138270  目白研心(選抜ｺｰｽ)③
137891  日本大学櫻丘(普通科総合進学Ｇｸﾗｽ)～女☆③ 138273  目白研心(特進ｺｰｽ)③
137892  日本大学櫻丘(普通科特別進学Ｓｸﾗｽ)③

 （ヤ行）
137830  日本大学第一(普通科)③ 136020  安田学園(普通科進学ｺｰｽ)③

136025  安田学園(普通科特進ｺｰｽ)③
137850  日本大学第二(普通科)～男★③ 136023  安田学園(普通科Ｓ特ｺｰｽ)③
137851  日本大学第二(普通科)～女☆③

 （ラ行）
137840  日本大学第三(普通科普通ｸﾗｽ)～男★③ 138300  立正大学付属立正(普通科)③
137841  日本大学第三(普通科普通ｸﾗｽ)～女☆③
137842  日本大学第三(普通科特進ｸﾗｽ)③  （ワ行）

138320  和光(普通科)～男★③
137860  日本大学鶴ヶ丘(普通科普通ｺｰｽ)～男★③ 138321  和光(普通科)～女☆③
137861  日本大学鶴ヶ丘(普通科普通ｺｰｽ)～女☆③
137862  日本大学鶴ヶ丘(普通科特進ｺｰｽ)③ 137200  早稲田実業学校(普通科)～男★③

137202  早稲田実業学校(普通科)～女☆③
 （ハ行Ⅰ）

137930  八王子学園八王子(普通科総合ｺｰｽ)③
137934  八王子学園八王子(普通科文理ｺｰｽ選抜ｸﾗｽ、進学ｸﾗｽ)③
137932  八王子学園八王子(普通科文理ｺｰｽ特進ｸﾗｽ)③

137940  八王子実践(普通科普通ｺｰｽ)③
137944  八王子実践(普通科特進ｺｰｽ)③
137942  八王子実践(普通科文理ｺｰｽ)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

共 学 校 (タ行Ⅱ～ハ行Ⅰ) 共 学 校 (ハ行Ⅱ～ワ行)



 2018年度8月以降用 神奈川公立高校志望校コード表（普通・総合学科Ⅰ）
高校入試問題研究会

⑨ (2018年6月1日現在)

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

140100  鶴見 140503  横浜南陵 140703  新城

140103  横浜翠嵐               140704  住吉
140506  永谷

140104  城郷 140800  川崎北
140507  柏陽

140105  港北 140801  多摩
140600  横浜緑ヶ丘

140106  新羽 140802  生田
140601  横浜立野

140107  岸根
140603  氷取沢 140803  百合丘

140203  霧が丘
140508  横浜栄 140804  生田東

140204  白山
140805  菅

140604  金沢総合(総合学科)
140202  市ヶ尾 140808  麻生

140500  横浜清陵
140207  元石川

140700  川崎
140201  川和

140206  荏田 140807  麻生総合(総合学科)

144490  大師
140200  新栄

144470  神奈川総合(個性化ｺｰｽ)
144471  神奈川総合(国際文化ｺｰｽ)③

140607  横浜市立金沢
140705  川崎市立川崎

140102  鶴見総合(総合学科) 140409  横浜市立桜丘
140706  川崎市立橘

140408  横浜市立戸塚(一般ｺｰｽ)
144610  横浜市立戸塚(音楽ｺｰｽ) 140809  川崎市立高津

140108  横浜市立東 144073  川崎市立幸

140509  横浜市立南

140300  希望ヶ丘
144060  横浜市立みなと総合(総合学科)

140301  旭 140900  横須賀
140608  横浜市立横浜総合(昼間定時制・

140304  松陽 　　　　　　　　　総合学科)③ 140901  横須賀大津

140307  瀬谷 140902  追浜

140308  瀬谷西 140903  津久井浜

140400  横浜平沼 140907  逗子

140401  光陵 140908  逗葉

140402  保土ヶ谷
140910  三浦初声

140403  舞岡

140405  上矢部 140911  横須賀市立横須賀総合(総合学科)

140406  金井

140404  横浜桜陽

140303  横浜旭陵

140305  横浜緑園
 

横 須 賀 ・ 三 浦 地 区

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

川 崎 市 学 区

横 浜 中 地 区

横 浜 南 地 区横 浜 北 地 区

横 浜 市 学 区

川 崎 地 区



 2018年度8月以降用 神奈川公立高校志望校コード表（普通・総合学科Ⅱ）
高校入試問題研究会

⑩ (2018年6月1日現在)

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

141000  鎌倉 141402  西湘 141800  麻溝台

141001  七里ガ浜 141801  上鶴間
141403  足柄

141002  大船 141700  上溝
141405  山北

141003  深沢 141701  相模原
141400  小田原

141004  湘南 141702  上溝南
144021  小田原東

141006  藤沢西 141703  橋本

141010  湘南台 141705  相模田名

141100  茅ヶ崎  141706  城山

141101  茅ヶ崎北陵 141707  津久井

141102  鶴嶺 144332  弥栄

141103  茅ヶ崎西浜
141500  厚木 141704  相模原総合(総合学科)

141104  寒川             
141501  厚木東

            
141008  藤沢清流 141502  厚木北

 
141009  藤沢総合(総合学科) 141504  厚木西

141505  海老名

141506  有馬

141200  平塚江南 141507  愛川

141201  高浜 141600  大和

141601  大和南
141205  大磯

141603  大和西
141206  二宮

141604  座間
141300  秦野

141607  綾瀬
141303  秦野曽屋

141608  綾瀬西
141304  伊勢原

141503  厚木清南
141305  伊志田

141605  座間総合(総合学科)
141203  平塚湘風

141302  秦野総合(総合学科)

　　　　　　　

鎌 倉 ・ 藤 沢 ・ 茅 ヶ 崎 地 区 県 北 地 区

平 塚 ・ 秦 野 ・ 伊 勢 原 地 区

県 央 地 区

県 西 地 区

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 神奈川県公立高校志望校コード表（専門学科）
高校入試問題研究会

⑪ (2018年6月1日現在)

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

144540  川崎市立橘(国際科) 144110  磯子工業(機械、電気、建設、 144260  相原(畜産科学、食品科学、
          化学科)       環境緑地科)

144051  横浜市立横浜商業(国際学科) 144190  小田原城北工業(機械、建設、 144270  中央農業(園芸科学、畜産科学､
                電気科)           農業総合科)

144191  小田原城北工業(デザイン科)
144360  横浜国際(国際科) 144250  平塚農業(食品科学、園芸科学､
144361  横浜国際(国際科バカロレアｺｰｽ)           農業総合科)

144090  神奈川工業(機械、建設、電気､ 144620  三浦初声(都市農業科)
            デザイン科)

141406  吉田島(農業に関する学科)
144230  川崎市立川崎総合科学(情報工学､

                  建設工学科)
144233  川崎市立川崎総合科学(総合電気､

                  電子機械科)
144231  川崎市立川崎総合科学(科学科) 144232  川崎市立川崎総合科学

               　(デザイン科)③
144290  海洋科学(海洋科学科)

144120  川崎工科(総合技術科)

144590  横浜市立横浜サイエンス
　　　　 フロンティア(理数科)

144100  商工(総合技術科)
144300  川崎市立川崎(生活科学科)

144281  吉田島(生活科学科)
144150  平塚工科(総合技術科)

144200  神奈川総合産業(総合産業科)
144180  藤沢工科(総合技術科)

144301  川崎市立川崎(福祉科)

144311  二俣川看護福祉(福祉科)
144130  向の岡工業(機械、電気、建設科)

144030  相原(総合ビジネス科)             144520  津久井(福祉科)

144040  厚木商業(総合ビジネス科) 140905  横須賀明光(福祉科)
144140  横須賀工業(機械、電気、化学科)

144020  小田原東(総合ビジネス科)

144310  二俣川看護福祉(看護科)

144070  川崎市立幸(ビジネス教養科)
144334  弥栄(美術科)③

144430  上矢部(美術科)③
144000  商工(総合ビジネス科) 144333  弥栄(音楽科)③

144560  白山(美術科)③

144010  平塚商業(総合ビジネス科)
144550  川崎市立橘(スポーツ科)

144331  弥栄(スポーツ科学科)③

144050  横浜市立横浜商業(商業科) 144052  横浜市立横浜商業
     (スポーツマネジメント科)

144510  厚木北（スポーツ科学科）

スポーツ科

海洋科学科

農 業 科

商 業 科

工 業 科

美術科

科 学・理 数 科

国 際 科

看 護 科

総合産業科

家 庭 科

福 祉 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

音楽科



 2018年度8月以降用 神奈川県私立高校志望校コード表
高校入試問題研究会

⑫ (2018年6月1日現在)

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
 (ア行)  (タ行)  (マ行)

146030  旭丘(普通科)③ 146310  立花学園(普通科総進ｺｰｽ)③ 146290  三浦学苑(普通科総合ｺｰｽ)③
146031  旭丘(総合学科)③ 146314  立花学園(普通科進学ｺｰｽ)③ 146292  三浦学苑(普通科進学ｺｰｽ)③

146313  立花学園(普通科特進ｺｰｽ)③ 146294  三浦学苑(普通科特進ｺｰｽ)③
146710  麻布大学附属(普通科)③ 146291  三浦学苑(工業技術科)③

146210  橘学苑(普通科文理ｺｰｽ
146670  アレセイア湘南(普通科進学ｺｰｽ)③  　　　　 　　　総合進学ｸﾗｽ)③ 146730  緑ヶ丘女子(普通科
146671  アレセイア湘南(普通科特進選抜ｺｰｽ)③ 146213  橘学苑(普通科文理ｺｰｽ          総合・進学ｺｰｽ)☆③
146672  アレセイア湘南(普通科特進ｺｰｽ)③  　　　　 　　　特別進学ｸﾗｽ)③ 146731  緑ヶ丘女子(普通科

146211  橘学苑(普通科国際ｺｰｽ)③             特進ｺｰｽ)☆③
146270  英理女子学院(ｷｬﾘｱ部進学教養ｺｰｽ)☆③ 146212  橘学苑(普通科デザイン美術 146732  緑ヶ丘女子(普通科
146271  英理女子学院(ｷｬﾘｱ部               　　　　　ｺｰｽ)③            幼児教育ｺｰｽ)☆③

     ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ､情報ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ)☆③
146272  英理女子学院(ｷｬﾘｱ部ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ)☆③ 146112  中央大学附属横浜(普通科)③  (ヤ行)
146273  英理女子学院(iグローバル部)☆③ 146300  山手学院(普通科普通ｺｰｽ)③

146530  鶴見大学附属(普通科 146301  山手学院(普通科理数ｺｰｽ)③
146520  大西学園(普通科)③ 　　　　　　　総合進学ｺｰｽ)③
146522  大西学園(家庭科)☆③ 146532  鶴見大学附属(普通科特進ｺｰｽ)③ 146050  横須賀学院(筆記一般)③

146051  横須賀学院(筆記選抜)③
146220  桐蔭学園(普通科

 (カ行)         スタンダードｺｰｽ)～男★③ 146090  横浜(普通科文理ｺｰｽ)★③
146760  柏木学園(普通科)③ 146224  桐蔭学園(普通科 146091  横浜(普通科特進ｺｰｽ)★③

          アドバンスｺｰｽ)～男★③ 146092  横浜(普通科特性ｺｰｽ)★③
146160  鎌倉学園(普通科)★③ 146222  桐蔭学園(普通科

          プログレスｺｰｽ)～男★③ 146070  横浜学園(普通ｺｰｽ)③
146180  鎌倉女子大学(普通科)☆③ 146221  桐蔭学園(普通科 146071  横浜学園(特進ｺｰｽ)③

        スタンダードｺｰｽ)～女☆③
146620  函嶺白百合学園(普通科)☆③ 146229  桐蔭学園(普通科 146100  横浜翠陵(文理ｺｰｽ)③

          アドバンスｺｰｽ)～女☆③ 146101  横浜翠陵(特進ｺｰｽ)③
146700  北鎌倉女子学園(普通科普通ｺｰｽ)☆③ 146223  桐蔭学園(普通科 146102  横浜翠陵(国際ｺｰｽ)③
146702  北鎌倉女子学園(普通科特進ｺｰｽ)☆③           プログレスｺｰｽ)～女☆③
146701  北鎌倉女子学園(音楽科)☆③ 146120  横浜商科大学(普通科

146550  東海大学付属相模(普通科)③  　　　　　　 進学ｺｰｽ)③
146280  鵠沼(普通科文理ｺｰｽ)③ 146122  横浜商科大学(普通科
146284  鵠沼(普通科理数ｺｰｽ)③ 146231  桐光学園・男子部(普通科  　　　　　　 特進ｺｰｽ)③
146283  鵠沼(普通科英語ｺｰｽ)③                   ＳＡｺｰｽ)★③ 146123  横浜商科大学(普通科

146232  桐光学園・女子部(普通科       スポーツ選抜ｺｰｽ)③
146240  慶應義塾(普通科)★③                   ＳＡｺｰｽ)☆③ 146121  横浜商科大学(商業科)③

146740  慶應義塾湘南藤沢(普通科)③ 146573  藤嶺学園藤沢(普通科)★③ 146720  横浜清風(普通科
            総合進学ｺｰｽ)③

146261  向上(普通科文理ｺｰｽ)③  (ナ行) 146723  横浜清風(普通科特進ｺｰｽ)③
146260  向上(普通科特進ｺｰｽ)③ 146580  日本女子大学附属(普通科)☆③
146263  向上(普通科選抜ｺｰｽ)③ 146140  横浜創英(普通科普通ｺｰｽ)③

146590  日本大学(普通科総合進学ｸﾗｽ)③ 146143  横浜創英(普通科文理ｺｰｽ)③
146250  光明学園相模原(普通科総合ｺｰｽ)③ 146144  横浜創英(普通科特進ｺｰｽ)③
146251  光明学園相模原(普通科文理ｺｰｽ)③ 146600  日本大学藤沢(普通科)～男★③
146252  光明学園相模原(普通科 146601  日本大学藤沢(普通科)～女☆③ 146130  横浜創学館(普通科

                  体育科学ｺｰｽ)③             総合進学ｺｰｽ)③
 (ハ行) 146134  横浜創学館(普通科

 (サ行) 146610  白鵬女子(セレクトｺｰｽ)☆③             特別進学ｺｰｽ)③
146500  相模女子大学(普通科進学ｺｰｽ)☆③ 146613  白鵬女子(総合ｺｰｽ)☆③ 146133  横浜創学館(普通科
146501  相模女子大学(普通科特進ｺｰｽ)☆③ 146614  白鵬女子(保育ｺｰｽ)☆③             文理選抜ｺｰｽ)③

146615  白鵬女子(メディア表現ｺｰｽ)☆③
146340  湘南学院(スタンダードｸﾗｽ)③ 146616  白鵬女子(スポーツｺｰｽ)☆③ 146630  横浜隼人(普通科進学ｺｰｽ)③
146342  湘南学院(選抜スタンダードｸﾗｽ)③ 146617  白鵬女子(国際ｺｰｽ)☆③ 146632  横浜隼人(普通科特進ｺｰｽ)③
146341  湘南学院(アドバンスｸﾗｽ)③ 146633  横浜隼人(普通科
146343  湘南学院(国公立アドバンスｸﾗｽ)③ 146665  平塚学園(普通科文理ｺｰｽ)③           特別選抜ｺｰｽ)③

146667  平塚学園(普通科進学ｺｰｽ)③ 146631  横浜隼人(国際語科)③
146330  湘南工科大学附属 146664  平塚学園(普通科特別進学ｺｰｽ)③

            (進学スタンダードｺｰｽ)③
146335  湘南工科大学附属 146560  藤沢翔陵(普通科文理ｺｰｽ)★③

            (進学アドバンスｺｰｽ)③ 146562  藤沢翔陵(普通科特進ｺｰｽ)★③
146332  湘南工科大学附属 146561  藤沢翔陵(商業科)★③

  (進学アドバンスｺｰｽセレクトｸﾗｽ)③
146334  湘南工科大学附属(体育ｺｰｽ)③ 146650  武相(普通科進学、総合ｺｰｽ)★③
146331  湘南工科大学附属(技術ｺｰｽ)③ 146652  武相(普通科特進ｺｰｽ)★③

146460  聖和学院(普通科)☆③ 146680  法政大学国際(普通科)③
146462  聖和学院(英語科)☆③

146690  法政大学第二(普通科)③
146512  相洋(普通科進学ｺｰｽ)③
146516  相洋(普通科特進ｺｰｽ)③
146510  相洋(普通科文理ｺｰｽ文科)③
146511  相洋(普通科文理ｺｰｽ理科)③
146514  相洋(商業科)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



 2018年度8月以降用 埼玉県公立高校志望校コード表（普通科）
高校入試問題研究会

⑬ (2018年6月1日現在)

コード 学 校 (コース) 名 コード 学 校 (コース) 名 コード 学 校 (コース) 名
110131  上尾 110823  久喜☆ 110704  羽生第一

110134  上尾鷹の台 110600  熊谷★ 110231  飯能
110601  熊谷女子☆

110135  上尾橘 110232  飯能南(普通ｺｰｽ)
110133  上尾南 110602  熊谷西 114690  飯能南(スポーツｺｰｽ)

110200  朝霞 110830  栗橋北彩 110227  日高(普通ｺｰｽ)
110201  朝霞西 110228  日高(情報ｺｰｽ)

110129  鴻巣
110141  伊奈学園総合 110130  鴻巣女子☆ 110604  深谷

110235  入間向陽 110805  越ヶ谷 110603  深谷第一

110820  岩槻 110806  越谷北 110220  富士見
110808  越谷西

110822  岩槻北陵 110702  不動岡
110809  越谷東

110100  浦和★ 110807  越谷南 110500  本庄
110103  浦和北

110502  児玉(普通ｺｰｽ) 110815  松伏(普通ｺｰｽ)
110101  浦和第一女子☆ 114730  児玉(体育ｺｰｽ) 110816  松伏(情報ビジネスｺｰｽ)

110102  浦和西 110223  坂戸 110300  松山★
110104  浦和東

110224  坂戸西 110301  松山女子☆
110229  ふじみ野

110219  狭山清陵 110812  三郷
110116  大宮

110202  志木
110120  大宮光陵(普通ｺｰｽ) 110813  三郷北
110121  大宮光陵(外国語ｺｰｽ) 110834  庄和

110829  宮代
110118  大宮東 110827  白岡
110119  大宮南 110605  妻沼

110117  大宮武蔵野 110701  進修館 110810  八潮(普通ｺｰｽ)
114770  八潮(体育ｺｰｽ)

110302  小川 110833  杉戸
110811  八潮南

110137  桶川 110800  草加
110138  桶川西 110804  草加西 110109  与野

110226  越生 110803  草加東 110205  和光
110801  草加南

110817  春日部★ 110206  和光国際
110400  秩父

110818  春日部女子☆ 110832  鷲宮
110230  鶴ヶ島清風

110819  春日部東 110110  蕨
110212  所沢

110105  川口 110213  所沢北
110106  川口北

110216  所沢中央
110108  川口青陵 110215  所沢西

110238  川越市立川越
110107  川口東 110233  豊岡

110122  さいたま市立浦和
110207  川越★ 110112  南稜

110123  さいたま市立浦和南
110208  川越女子☆ 110203  新座

110127  さいたま市立大宮北
110210  川越西 110204  新座柳瀬

110211  川越初雁 110826  蓮田松韻

110209  川越南 110114  鳩ヶ谷

110139  北本 110304  鳩山

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

 市　立



 2018年度8月以降用 埼玉県公立高校志望校コード表（総合・専門学科）
高校入試問題研究会

⑭ (2018年6月1日現在)

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

110402  小鹿野(総合学科) 114670  春日部女子(外国語科)☆ 114401  いずみ(生物生産、生物サイエンス、
114640  越谷南(外国語科)         生物資源化学科)

114420  川越総合(総合学科) 114270  いずみ(環境デザイン、環境建設科、
114870  久喜北陽(総合学科) 114800  坂戸(外国語科)         環境サイエンス科)

110802  草加南(外国語科)
114210  幸手桜(総合学科) 114440  熊谷農業(食品科学、生物生産工学､
114850  進修館(総合学科) 110113  南稜(外国語科)           生物生産技術科)

114520  不動岡(外国語科) 114441  熊谷農業(生活技術科)
110703  誠和福祉(総合学科)
110305  滑川総合(総合学科) 114510  和光国際(外国語科) 114340  児玉白楊(生物資源、

114620  蕨(外国語科)           環境デザイン科)
110814  吉川美南(総合学科)
110607  寄居城北(総合学科) 114460  杉戸農業(園芸、造園、

        生物生産工学、
110821  岩槻(国際文化科)         生物生産技術、食品流通科)

114461  杉戸農業(生活技術科)
114710  春日部東(人文科)

114430  秩父農工科学(農業、食品化学、
114250  浦和工業(電気、機械、               森林科学科)

          設備システム科)
114590  大宮(理数科) 114251  浦和工業(情報技術科) 114410  鳩ヶ谷(園芸デザイン科)
114820  熊谷西(理数科)
114580  越谷北(理数科) 114280  大宮工業(電気、電子機械、 114450  羽生実業(園芸、農業経済科)
114900  所沢北(理数科)           機械、建築科)
114570  松山(理数科)★
114890  さいたま市立大宮北(理数科) 114381  春日部工業(電気科)

114380  春日部工業(機械、建築科)

114261  川口工業(電気科)
114262  川口工業(情報通信科)

114050  上尾(商業科) 114260  川口工業(機械科) 114470  鴻巣女子(家政科学科)☆
114190  岩槻商業(商業、情報処理科) 114471  鴻巣女子(保育科)☆

114301  川越工業(電気、機械、建築科)
114000  浦和商業(商業、情報処理科) 114300  川越工業(デザイン、化学科) 114480  越谷総合技術(服飾デザイン、
114030  大宮商業(商業科)               食物調理科)

114390  久喜工業(電気科)
114240  川越市立川越(国際経済科) 114392  久喜工業(情報技術科) 114431  秩父農工科学(ライフデザイン科)
114241  川越市立川越(情報処理科) 114391  久喜工業(機械、工業化学科) 114432  秩父農工科学(フードデザイン科)

114393  久喜工業(環境科学科)
114120  熊谷商業(商業、情報処理科) 114292  新座総合技術(服飾デザイン、
114040  鴻巣(商業科) 114350  熊谷工業(電気科)               食物調理科)

114352  熊谷工業(情報技術科)
114171  越谷総合技術(情報処理科) 114351  熊谷工業(機械、建築、土木科)
114170  越谷総合技術(流通経済科)

114172  越谷総合技術(電子機械科) 114830  誠和福祉(福祉科)
114092  狭山経済(情報処理科) 114173  越谷総合技術(情報技術科)
114091  狭山経済(会計科)
114090  狭山経済(流通経済科) 114341  児玉白楊(電子機械、機械科)

114500  常盤(看護科)
114081  所沢商業(情報処理科) 114310  狭山工業(電気、電子機械、
114080  所沢商業(ビジネス会計、           機械科)

          国際流通科)
114360  進修館(電気システム、 114531  大宮光陵(音楽科)

114060  新座総合技術(総合ビジネス科)   情報メディア、ものづくり科) 114530  大宮光陵(美術科)
114532  大宮光陵(書道科)

114020  鳩ヶ谷(情報処理科) 114330  秩父農工科学(電気システム、
114100  鳩山(情報管理科)               機械システム科) 114680  越生(美術科)

114160  羽生実業(商業科) 114290  新座総合技術(電子機械科) 114881  芸術総合(音楽科)
114161  羽生実業(情報処理科) 114291  新座総合技術(情報技術、 114880  芸術総合(美術科)
114162  羽生実業(ビジネス会計科)               デザイン科) 114882  芸術総合(映像芸術、舞台芸術科)

114130  深谷商業(商業、会計科) 114372  三郷工業技術(電気科) 114700  松伏(音楽科)
114131  深谷商業(情報処理科) 114371  三郷工業技術(電子機械科)

114373  三郷工業技術(情報技術科)
114110  皆野(商業系) 114374  三郷工業技術(情報電子科)

114370  三郷工業技術(機械科)
114180  八潮南(商業科) 114550  ふじみ野(スポーツサイエンス科)
114181  八潮南(情報処理科)

114540  大宮東(体育科)

商 業 科

工 業 科

看 護 科

福 祉 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

外国語科

国際文化科

理 数 科

人 文 科

体 育 科

総合学科 農林業・生物・環境系

芸 術 科

家 庭 科



 2018年度8月以降用 埼玉県国・私立高校志望校コード表Ⅰ
高校入試問題研究会

⑮ (2018年6月1日現在)

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

 (ア行)  (カ行)  (ア行)
116190  秋草学園(普通科進学ｺｰｽ)☆③ 116320  川越東(普通科普通ｺｰｽ)★③ 116520  浦和学院(普通科進学類型
116194  秋草学園(普通科 116321  川越東(普通科理数ｺｰｽ)★③                   総合進学ｺｰｽ)③

　　　　　進学選抜ｺｰｽ)☆③ 116015  浦和学院(普通科進学類型
116191  秋草学園(普通科                   文理進学ｺｰｽ)③

          特進選抜ｺｰｽ)☆③ 116070  慶應義塾志木(普通科)★③ 116016  浦和学院(普通科進学類型
116192  秋草学園(普通科幼児教育・                   文理選抜ｺｰｽ)③

　　　　　保育進学ｺｰｽ)☆③ 116011  浦和学院(普通科特進類型
 (サ行)                       特進ｺｰｽ)③

116250  城西大学付属川越(普通科 116017  浦和学院(普通科特進類型
116360  大妻嵐山(大妻グローバルｺｰｽ)☆③                   進学ｺｰｽ)★③               　      Ｓ特ｺｰｽ)③
116361  大妻嵐山(スーパーアドバンス 116251  城西大学付属川越(普通科 116019  浦和学院(普通科国際類型

                        ｺｰｽ)☆③          特進ｺｰｽ、特選ｺｰｽ)★③                 グローバルｺｰｽ)③
116027  浦和学院(普通科特進類型

      　　　　　      Ｔ特ｺｰｽ)③
 (サ行) 116260  城北埼玉(普通科)★③ 116014  浦和学院(普通科進学類型

116203  淑徳与野(普通科Ｓ類)☆③                   　アートｺｰｽ)③
116207  淑徳与野(普通科選抜Ａ)☆③ 116521  浦和学院(普通科進学類型
116202  淑徳与野(普通科選抜Ｂ)☆③  (ラ行)                   保健医療ｺｰｽ)③
116208  淑徳与野(普通科選抜Ｃ)☆③ 116470  立教新座(普通科)★③
116205  淑徳与野(普通科 116020  浦和実業学園(普通科進学ｺｰｽ)③

   インターナショナルｺｰｽ)☆③ 116022  浦和実業学園(普通科特進ｺｰｽ)③
116025  浦和実業学園(普通科選抜ｺｰｽ･

　　　　　　　　  選抜αｺｰｽ)③
 (ハ行) 116026  浦和実業学園(普通科

116270  星野女子部(文理・英語ｺｰｽ)☆③ 　　　　　　　　特進選抜ｺｰｽ)③
116271  星野女子部(Ⅲ類:特進選抜 116023  浦和実業学園(商業科

            　        ｺｰｽ)☆③ 　　　　　　　　総合進学ｺｰｽ)③
116272  星野女子部(文理特進ｺｰｽ)☆③ 116021  浦和実業学園(商業科
116273  星野女子部(英語特進ｺｰｽ)☆③ 　　　　　　　　情報進学ｺｰｽ)③

116000  浦和ルーテル学院(普通科)③

116233  浦和麗明(普通科特進Ⅰ類ｺｰｽ、
                特進Ⅱ類ｺｰｽ)③

116236  浦和麗明(普通科特選Ⅰ類ｺｰｽ、
                特選Ⅱ類ｺｰｽ)③

116220  叡明(進学ｺｰｽⅢ類)③
116222  叡明(進学ｺｰｽⅡ類)③
116223  叡明(進学ｺｰｽⅠ類)③
116224  叡明(特別進学ｺｰｽⅡ類)③
116225  叡明(特別進学ｺｰｽⅠ類)③
116226  叡明(特進選抜ｺｰｽ)③
116221  叡明(情報科)③

116340  大宮開成(普通科特進選抜Ｓｺｰｽ)③
116346  大宮開成(普通科特進選抜

　　　　    　        Ⅱ類ｺｰｽ)③
116349  大宮開成(普通科特進選抜

　　　　    　        Ⅰ類ｺｰｽ)③
116347  大宮開成(普通科特進選抜

　　　　    　        先進ｺｰｽ)③

 (カ行Ⅰ)
116131  開智(Ｄｺｰｽ)③
116132  開智(Ｓｺｰｽ)③
116137  開智(Ｔｺｰｽ)③

116530  開智未来(開智ｸﾗｽ)③
116531  開智未来(Ｓ未来ｸﾗｽ)③
116532  開智未来(Ｔ未来ｸﾗｽ)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

女 子 校・女 子 部 男 子 校 共 学 校 (ア行・カ行Ⅰ)



 2018年度8月以降用 埼玉県国・私立高校志望校コード表Ⅱ
高校入試問題研究会

⑯ (2018年6月1日現在)

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

 (カ行Ⅱ)  (サ行Ⅱ)  (ハ行Ⅱ)
116210  春日部共栄(普通科 116300  西武学園文理(普通科普通ｸﾗｽ)③ 116440  武南(普通科進学ｺｰｽ)③

            特進ｺｰｽＳ系)～男★③ 116303  西武学園文理(普通科エリート 116441  武南(普通科選抜ｺｰｽ)③
116211  春日部共栄(普通科 　　　　　　　選抜東大ｸﾗｽ)③ 116442  武南(普通科特進ｺｰｽ理系)③

            特進ｺｰｽＳ系)～女☆③ 116301  西武学園文理(理数科)③ 116443  武南(普通科特進ｺｰｽ文系)③
116212  春日部共栄(普通科 116302  西武学園文理(英語科)③

            特進ｺｰｽＥ系)～男★③
116213  春日部共栄(普通科 116350  星野共学部(βｺｰｽ)③

            特進ｺｰｽＥ系)～女☆③ 116310  西武台(普通科進学ｺｰｽ)③ 116351  星野共学部(α選抜ｺｰｽ)③
116214  春日部共栄(普通科選抜ｺｰｽ)③ 116312  西武台(普通科選抜Ⅰｺｰｽ)③ 116352  星野共学部(Ｓ類ｺｰｽ)③

116314  西武台(普通科選抜Ⅱｺｰｽ)③
116315  西武台(普通科特進Ｓｺｰｽ)③

116500  国際学院(総合学科
          選抜進学ｺｰｽ､進学ｺｰｽ)③ 116080  細田学園(普通科進学αｺｰｽ)③

116501  国際学院(普通科セレクトｺｰｽ)③ 116290  聖望学園(総進ｺｰｽ)③ 116082  細田学園(普通科進学βｺｰｽ)③
116502  国際学院(普通科アドバンスｺｰｽ)③ 116291  聖望学園(特選ｺｰｽ)③ 116083  細田学園(普通科選抜ｺｰｽ)③
116503  国際学院(総合学科食物調理ｺｰｽ)③ 116292  聖望学園(Ｓ特ｺｰｽ)③ 116084  細田学園

116293  聖望学園(選抜ｺｰｽ)③ (普通科特進ｺｰｽ、特進Ｈｺｰｽ)③

 (サ行Ⅰ)
116093  埼玉栄(普通科特進ｺｰｽ)③  (タ行) 116450  本庄第一(進学類型
116092  埼玉栄(普通科Ｓｺｰｽ)③ 116490  筑波大附属坂戸(総合科学科)               進学βｺｰｽ)③
116096  埼玉栄(普通科αｺｰｽ)③ 116457  本庄第一(進学類型
116094  埼玉栄(保健体育科)③               進学αｺｰｽ)③

116383  東京成徳大学深谷(進学ｺｰｽ) 116454  本庄第一(特進類型
                       ～男★③             特別進学ｺｰｽ)③

116120  埼玉平成(普通科進学ｺｰｽ)③ 116385  東京成徳大学深谷(進学ｺｰｽ) 116459  本庄第一(特進類型
116121  埼玉平成(普通科特進ｺｰｽⅡ)③                        ～女☆③           Ｓ特別進学ｺｰｽ)③
116123  埼玉平成(普通科特進ｺｰｽⅠ)③ 116386  東京成徳大学深谷(進学選抜ｺｰｽ)③
116124  埼玉平成(普通科特別選抜ｺｰｽ)③ 116389  東京成徳大学深谷(特進Sｺｰｽ)③

116460  本庄東(普通科進学ｺｰｽ)③
116462  本庄東(普通科特進ｺｰｽ)③

116510  栄北(普通科Ⅰ類)③ 116390  東京農業大学第三(Ⅲｺｰｽ： 116464  本庄東(普通科特進選抜ｺｰｽ)③
116514  栄北(普通科Ⅱ類)③              　　スポーツ科学)③
116513  栄北(普通科特類)③ 116391  東京農業大学第三(Ⅱｺｰｽ：
116515  栄北(普通科特類選抜)③                    文武両道型)③  (マ行)

116393  東京農業大学第三(Ⅰｺｰｽ： 116044  武蔵越生(普通科選抜Ⅱｺｰｽ)③
                   進学重視型)③ 116042  武蔵越生(普通科選抜Ⅰｺｰｽ)③

116101  栄東(普通科アルファｸﾗｽ)③ 116045  武蔵越生(普通科Ｓ特進ｺｰｽ)③
116102  栄東(普通科東医ｸﾗｽ)③ 116043  武蔵越生(普通科

116400  東邦音楽大学附属東邦第二       アスリート選抜ｺｰｽ)★③
                  (音楽科)③

116060  狭山ヶ丘(普通科Ⅲ類
                総合進学ｺｰｽ)③ 116430  武蔵野音楽大学附属(音楽科)③

116061  狭山ヶ丘(普通科Ⅱ類 116480  獨協埼玉(普通科)～男★③               　
                特別進学ｺｰｽ)③ 116481  獨協埼玉(普通科)～女☆③

116063  狭山ヶ丘(普通科Ⅰ類  (ヤ行)
      最難関国立大学進学ｺｰｽ)③ 116140  山村学園(普通科総合進学ｺｰｽ

 (ハ行Ⅰ)      　   　      進学ｸﾗｽ)③
116050  花咲徳栄(普通科アドバンスｺｰｽ 116143  山村学園(普通科特別進学ｺｰｽ

116180  秀明(普通科)③ 　              総合進学ｸﾗｽ)③         　　　　　文理ｸﾗｽ)③
116053  花咲徳栄(普通科アドバンスｺｰｽ 116146  山村学園(普通科総合進学ｺｰｽ

　              特別進学ｸﾗｽ)③                   選抜ｸﾗｽ)③
116170  秀明英光(普通科総合進学ｺｰｽ)③ 116051  花咲徳栄(普通科アドバンスｺｰｽ 116147  山村学園(普通科特別進学ｺｰｽ
116174  秀明英光(普通科特別進学ｺｰｽ)③ 　              選抜進学ｸﾗｽ)③                   ＳＡｸﾗｽ)③
116171  秀明英光(普通科国際英語ｺｰｽ)③ 116054  花咲徳栄(普通科アルファｺｰｽ

　              文理選抜ｸﾗｽ)③
116055  花咲徳栄(普通科アルファｺｰｽ 116150  山村国際(普通科普通ｺｰｽ)③

116111  正智深谷(総合進学系Ｉｺｰｽ､Ｐｺｰｽ)③                 特別選抜ｸﾗｽ)③ 116153  山村国際(普通科
116112  正智深谷(特別進学系Ｈｺｰｽ)③ 116056  花咲徳栄(普通科アルファｺｰｽ           特別進学ｺｰｽ)③
116118  正智深谷(特別進学系Ｓｺｰｽ)③                 理数選抜ｸﾗｽ)③

116052  花咲徳栄(食育実践科)③
 (ワ行)

116421  昌平(普通科特別進学ｺｰｽ特進ｸﾗｽ) 116330  早稲田大学本庄(普通科)③
116422  昌平(普通科標準進学ｺｰｽ 116410  東野(進学ｺｰｽ)③

            選抜アスリートｸﾗｽ)③ 116411  東野(特進αｺｰｽ､特進βｺｰｽ)③
116423  昌平(普通科標準進学ｺｰｽ選抜ｸﾗｽ)③
116424  昌平(普通科特別進学ｺｰｽ特選ｸﾗｽ)
116425  昌平(普通科特別進学ｺｰｽＴ特選ｸﾗｽ)

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

共 学 校 (カ行Ⅱ・サ行Ⅰ) 共 学 校 (サ行Ⅱ～ハ行Ⅰ) 共 学 校 (ハ行Ⅱ～ワ行)



 2018年度8月以降用 千葉県公立高校志望校コード表（普通科）
高校入試問題研究会

⑰ (2018年6月1日現在)

コード 学 校 名 コード 学 校 名 コード 学 校 名

120100  千葉 120400  鎌ヶ谷 120800  松尾
120101  千葉女子☆ 120401  鎌ヶ谷西 120801  成東
120102  千葉東
120103  千葉南 120402  東葛飾 120802  東金
120104  千葉北 120803  大網

120403  柏
120105  検見川 120404  柏南 120804  九十九里
120106  若松
120107  千城台 120405  柏陵
120108  生浜

120407  柏中央
120109  磯辺 120408  柏の葉
120114  柏井 120900  長生
120116  土気 120409  流山おおたかの森
120117  千葉西 120901  茂原

120411  流山南
120118  千葉市立千葉 120902  大多喜
120119  千葉市立稲毛

120414  野田中央
120200  犢橋

120415  関宿
120120  幕張総合 120416  我孫子

120418  我孫子東
121000  長狭

120419  沼南
120201  八千代 120420  沼南高柳 121001  安房
120202  八千代東
120203  八千代西 120421  柏市立柏

120204  津田沼
120205  実籾
120206  船橋 121101  木更津
120207  薬園台 121102  木更津東☆

120208  船橋東 120500  白井 121103  君津
120209  船橋啓明 120501  印旛明誠 121104  上総
120211  船橋芝山
120212  船橋二和 120502  成田国際 121105  袖ヶ浦

120503  成田北 121200  市原

120214  船橋法典 120504  富里 121201  京葉
120215  船橋豊富 121202  市原緑
120216  船橋北 120505  佐倉

120506  佐倉東 121203  姉崎
120217  習志野市立習志野 121204  市原八幡

120507  佐倉西
120218  船橋市立船橋 120508  佐倉南

120300  国府台 120510  四街道
120301  国分 120511  四街道北
120302  行徳

120303  市川東 120110  泉③
120305  市川南
120306  市川昴 120213  船橋古和釜③

120600  佐原
120307  浦安 120601  佐原白楊 120412  流山北③
120308  浦安南

120602  小見川 121100  天羽③
120309  松戸 120603  多古

120311  松戸国際 120700  銚子
120701  匝瑳

120313  松戸六実
120315  松戸馬橋 120702  銚子市立銚子
120316  松戸向陽
120317  松戸市立松戸

２ 学 区 

５ 学 区

３ 学 区

４ 学 区

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

地域連携アクティブスクール

７ 学 区

８ 学 区

９ 学 区

６ 学 区１ 学 区 



 2018年度8月以降用 千葉県公立高校志望校コード表（総合・専門学科）
高校入試問題研究会

⑱ (2018年6月1日現在)

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

124322  安房拓心(総合学科) 124060  一宮商業(商業科) 124280  旭農業(畜産科)
124061  一宮商業(情報処理科) 124281  旭農業(園芸科)

124770  君津青葉(総合学科) 124282  旭農業(食品科学科) 
124090  君津商業(商業科)

124023  八街(総合学科) 124091  君津商業(情報処理科) 124292  大網(食品科学科)
124293  大網(農業科)

120310  小金(総合学科) 124263  下総(情報処理科) 124296  大網(生物工学科)

124721  大原(総合学科) 124830  袖ヶ浦(情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ科) 124330  上総(園芸科)

124080  館山総合(商業科) 124230  清水(食品科学科)

124000  千葉商業(商業科) 124260  下総(園芸科)
124670  千葉市立稲毛(国際教養科) 124001  千葉商業(情報処理科)

124270  多古(園芸科)
124750  東金(国際教養科) 124030  銚子商業(商業科)

124031  銚子商業(情報処理科) 124350  鶴舞桜が丘(園芸科)
124780  流山おおたかの森

　　(国際コミュニケーション科) 124100  鶴舞桜が丘(総合ビジネス科) 124221  流山(園芸科)

124621  成田国際(国際科) 124040  東金商業(商業科) 124250  成田西陵(園芸科)
124041  東金商業(情報処理科) 124254  成田西陵(食品科学科)

124710  松戸国際(国際教養科) 124252  成田西陵(土木造園科)
124010  流山(商業科)

124800  松戸市立松戸(国際人文科) 124011  流山(情報処理科) 124300  茂原樟陽(農業科)
124301  茂原樟陽(土木造園科)

124110  習志野市立習志野(商業科) 124304  茂原樟陽(食品科学科)

124256  成田西陵(情報処理科) 124210  薬園台(園芸科)
124560  柏(理数科)

124120  船橋市立船橋(商業科)
124820  柏の葉(情報理数科)

124850  木更津(理数科)

124840  佐倉(理数科) 124151  市川工業(機械科)
124150  市川工業(電気科)

124570  佐原(理数科) 124152  市川工業(建築科)
124153  市川工業(インテリア科)

124580  匝瑳(理数科)
124130  京葉工業(機械科) 124380  館山総合(海洋科)

124610  千葉市立千葉(理数科) 124132  京葉工業(電子工業科)
124133  京葉工業(設備システム科) 124360  銚子商業(海洋科)

120702  銚子市立銚子(理数科) 124131  京葉工業(建設科)

124600  長生(理数科) 124160  清水(機械、電気、環境化学科)

124590  成東(理数科) 124264  下総(自動車科) 124540  木更津東(家政科)☆

124550  船橋(理数科) 124190  館山総合(工業科) 124520  館山総合(家政科)

124140  千葉工業(電子機械科) 124390  千葉女子(家政科)☆
124141  千葉工業(電気科)
124142  千葉工業(情報技術科) 124400  八千代(家政科)☆

124691  柏市立柏(スポーツ科学科) 124143  千葉工業(工業化学科)
124144  千葉工業(理数工学科)

124660  船橋市立船橋(体育科)
124170  東総工業(電子機械科)

124650  八千代(体育科) 124171  東総工業(電気科) 124421  佐倉東(調理国際科)
124173  東総工業(情報技術科) 124420  佐倉東(服飾デザイン科)
124172  東総工業(建設科)

124181  茂原樟陽(電子機械科)
124180  茂原樟陽(電気科)
124184  茂原樟陽(環境化学科) 124680  松戸向陽(福祉教養科)

124810  松戸(芸術科) 124630  幕張総合(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

総合学科 農 業 科商 業 科

看 護 科

調 理 ・ 服 飾 科

福 祉 科

芸 術 科

国 際 科

水産業科

家 政 科

体 育 科

理 数 科

工 業 科



 2018年度8月以降用 千葉県国・私立高校志望校コード表
高校入試問題研究会

⑲ (2018年6月1日現在)

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
 (ア行)  (サ行 Ⅱ)  (タ行 Ⅱ)

126000  愛国学園大学附属四街道(普通科)☆③ 126150  昭和学院秀英(普通科) 126360  東京学館浦安(特別進学ｺｰｽ)③
126361  東京学館浦安(総合進学ｺｰｽ)③

126030  我孫子二階堂(普通科総合ｺｰｽ)③ 126200  西武台千葉(普通科進学ｺｰｽ)③ 126362  東京学館浦安(特別進学ｺｰｽ選抜)③
126031  我孫子二階堂(普通科進学ｺｰｽ)③ 126201  西武台千葉(普通科特別選抜ｺｰｽ)③ 126363  東京学館浦安(国際教養ｺｰｽ)③

126090  市川(普通科) 126290  専修大学松戸(普通科Ａ類型)③ 126380  東京学館船橋(情報ビジネス科)③
126291  専修大学松戸(普通科Ｅ類型)③ 126381  東京学館船橋(普通科)③

126080  市原中央(ﾊｲﾚﾍﾞﾙﾁｬﾚﾝｼﾞｺｰｽⅡ類)③ 126391  東京学館船橋(食物調理科)③
126083  市原中央(ﾊｲﾚﾍﾞﾙﾁｬﾚﾝｼﾞｺｰｽⅠ類)  (タ行 Ⅰ) 126392  東京学館船橋(美術工芸科)③
126082  市原中央(英語ｺｰｽ)③ 126310  拓殖大学紅陵(普通科普通ｺｰｽ)③
126081  市原中央(芸術ｺｰｽ)③ 126311  拓殖大学紅陵(普通科進学ｺｰｽ)③ 126300  東葉(普通科)③

126312  拓殖大学紅陵(普通科特別進学ｺｰｽ)③
126160  植草学園大学附属(普通科普通ｺｰｽ)☆③  (ナ行)
126162  植草学園大学附属(普通科特進ｺｰｽ)③ 126210  千葉英和(普通科総進文理ｺｰｽ)③ 126170  成田(普通科一般)～男子★③
126161  植草学園大学附属(英語科)③ 126212  千葉英和(普通科特進文理ｺｰｽ)③ 126171  成田(普通科一般)～女子☆③

126213  千葉英和(普通科特進選抜ｺｰｽ)③ 126172  成田(普通科特進α)③
126560  桜林(普通科総合ｺｰｽ)③ 126211  千葉英和(英語科)③
126561  桜林(普通科特進ｺｰｽ)③ 126420  二松學舍大学附属柏(進学ｺｰｽ)③

126400  千葉学芸(普通科)③ 126421  二松學舍大学附属柏
 (カ行) 126401  千葉学芸(普通科特別進学ｺｰｽ)③                (特進選抜ｺｰｽ)③

129900  木更津工業高等専門学校 126422  二松學舍大学附属柏
126220  千葉敬愛(普通科)③        (スーパー特進選抜ｺｰｽ)③

126510  木更津総合(普通科総合ｺｰｽ)③ 126221  千葉敬愛(普通科特進ｺｰｽ)③
126513  木更津総合(普通科特別進学ｺｰｽαｸﾗｽ)③ 126450  日本体育大学柏(普通科進学ｺｰｽ)③
126514  木更津総合(普通科特別進学ｺｰｽβｸﾗｽ)③ 126230  千葉経済大学附属(普通科 126451  日本体育大学柏(普通科

           文理一般ｺｰｽ、文Ⅱｺｰｽ)③               アドバンストｺｰｽ)③
126050  暁星国際(普通科特進・進学ｺｰｽ)③ 126234  千葉経済大学附属(普通科特進ｺｰｽ)③
126051  暁星国際(インターナショナルｺｰｽ)③ 126231  千葉経済大学附属(商業科)③ 126440  日本大学習志野(普通科)③

126233  千葉経済大学附属(情報処理科)③
126240  敬愛学園(進学ｺｰｽβ)③  (ハ行)
126245  敬愛学園(進学ｺｰｽα)③ 126010  千葉県安房西(普通科一般ｸﾗｽ)③ 126430  日出学園(普通科)③
126243  敬愛学園(特別進学ｺｰｽ)③ 126011  千葉県安房西(普通科進学ｸﾗｽ)③

126490  不二女子(普通科)☆③
126480  敬愛大学八日市場(普通科 126250  千葉商科大学付属(普通科進学ｸﾗｽ)

                  進学・情報ｺｰｽ)③ 126252  千葉商科大学付属(普通科 126040  文理開成(普通科
126481  敬愛大学八日市場(普通科                   特別進学ｸﾗｽ)③         普通ｺｰｽ、大学進学ｺｰｽ)③

                  特別進学ｺｰｽ)③ 126253  千葉商科大学付属(普通科 126043  文理開成(普通科医学部進学ｺｰｽ)③
                  選抜進学ｸﾗｽ)③

126060  国府台女子学院(普通科普通ｸﾗｽ)☆③ 126251  千葉商科大学付属(商業科)  (マ行)
126063  国府台女子学院(普通科選抜ｸﾗｽ)☆③ 126330  茂原北陵(普通科普通ｺｰｽ)③
126064  国府台女子学院(普通科 126260  千葉聖心(普通科)☆③ 126332  茂原北陵(普通科特別進学ｺｰｽ)③

                美術デザインｺｰｽ)☆③ 126331  茂原北陵(家政科)☆③
126061  国府台女子学院(英語科)☆③ 126270  千葉日本大学第一(普通科)③

 (ヤ行)
 (サ行 Ⅰ) 126070  千葉萌陽(普通科)☆③ 126470  八千代松陰(普通科進学ｺｰｽ)③

126100  志学館(普通科)③ 126471  八千代松陰(普通科ＩＧＳｺｰｽ)③
126280  千葉明徳(普通科進学ｺｰｽＳｸﾗｽ)③

126110  芝浦工業大学柏(普通科 126283  千葉明徳(普通科進学ｺｰｽＨＳｸﾗｽ)③ 126020  横芝敬愛(普通科普通ｺｰｽ)③
            グローバルサイエンス)③ 126281  千葉明徳(普通科特別進学ｺｰｽ)③ 126023  横芝敬愛(普通科特別進学ｺｰｽ)③

126113  芝浦工業大学柏(普通科
            ジェネラルラーニング)③ 126460  千葉黎明(普通科進学ｺｰｽ)③  (ラ行)

126462  千葉黎明(普通科特進ｺｰｽⅠ)③ 126520  流通経済大学附属柏(普通科
126130  渋谷教育学園幕張(普通科) 126463  千葉黎明(普通科特進ｺｰｽⅡ)③                     Ⅰ類:文系)③

126461  千葉黎明(生産ビジネス科)③ 126521  流通経済大学附属柏(普通科
126120  秀明八千代(普通科総合進学ｺｰｽ)③               Ⅱ類:スポーツ)★③
126121  秀明八千代(普通科特別進学ｺｰｽ)③ 126320  中央学院(普通科進学ｺｰｽ)③ 126522  流通経済大学附属柏(普通科
126123  秀明八千代(普通科国際英語ｺｰｽ)③ 126321  中央学院(普通科Ｓ特進ｺｰｽ)③             Ⅲ類:難関大学進学)③
126124  秀明八千代(普通科文理進学ｺｰｽ)③

126350  東海大学付属市原望洋(普通科 126530  麗澤(普通科叡智特選ｺｰｽ)③
126190  聖徳大学附属女子(普通科進学ｺｰｽ)☆③                     総合進学ｺｰｽ)③ 126532  麗澤(普通科叡智スーパー特進ｺｰｽ)
126192  聖徳大学附属女子(普通科特進ｺｰｽ)☆③ 126351  東海大学付属市原望洋(普通科
126191  聖徳大学附属女子(音楽科)☆③                 スーパー特進ｺｰｽ)③  (ワ行)

126540  和洋国府台女子(普通科
126550  翔凛(普通科進学ｺｰｽ)③ 126340  東海大学付属浦安(普通科)③                 進学ｺｰｽ)☆③
126553  翔凛(普通科選抜ｺｰｽ)③ 126542  和洋国府台女子(普通科
126554  翔凛(普通科特進ｺｰｽ)③ 126370  東京学館(総合進学ｺｰｽ文理専攻)③                 特進ｺｰｽ)☆③

126371  東京学館(総合進学ｺｰｽ 126541  和洋国府台女子
126140  昭和学院(普通科総合進学ｸﾗｽ)③                  スポーツ専攻)③   (ファッションテクニクス科)☆③
126143  昭和学院(普通科特別進学ｸﾗｽ)③ 126372  東京学館(特進ｺｰｽ)③

126373  東京学館(Ｓ特進ｺｰｽ)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



 2018年度8月以降用 茨城県公立高校志望校コード表（普通科）
高校入試問題研究会

⑳ (2018年6月1日現在)

普通科

コード 学 校 (コース) 名 コード 学 校 (コース) 名 コード 学 校 (コース) 名
080102  日立第一(普通科、サイエンス科) 080400  鉾田第一 080508  筑波

080103  日立第二 080402  麻生 080509  竹園(普通科、国際科)

080104  多賀 080403  潮来 080700  岩瀬

080105  日立北 080404  鹿島(普通ｺｰｽ) 080701  下館第一
084280  鹿島(情報・実務ｺｰｽ)

080106  磯原郷英 080702  下館第二
080405  神栖

080200  太田第一 080703  下妻第一
080406  波崎

080201  太田第二 080704  下妻第二
080407  波崎柳川(普通ｺｰｽ)

080202  佐竹 084550  波崎柳川(体育ｺｰｽ) 080705  真壁

080205  小瀬 080500  土浦第一 080706  結城第一

080300  水戸第一 080501  土浦第二 080708  石下紫峰

080301  水戸第二 080502  土浦第三 080709  明野

080302  水戸第三 080503  土浦湖北 080800  水海道第一

080303  緑岡(普通科、理数科) 080504  石岡第一 080801  水海道第二

080304  水戸桜ノ牧 080505  石岡第二 080802  古河第一

080305  勝田 084560  中央 080803  古河第二
084562  中央(スポーツ科学ｺｰｽ)

080306  佐和 080804  古河第三
080602  竜ヶ崎第一

080307  那珂湊 080806  三和(普通ｺｰｽ)
080603  竜ヶ崎第二

080309  笠間 080807  境
080604  竜ヶ崎南

080310  常陸大宮 080809  岩井
080608  取手第二

080311  水戸桜ノ牧・常北校 080812  守谷
080609  取手松陽

080312  大洗(普通ｺｰｽ) 080813  伊奈
080610  藤代

080313  東海
080611  藤代紫水

080314  茨城東
080612  牛久 080100  高萩

080315  友部
084660  牛久栄進 080408  鹿島灘③

080316  那珂
080614  茎崎

定時制

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 茨城県公立高校志望校コード表（総合・専門学科）
高校入試問題研究会

 21 (2018年6月1日現在)

総合学科・専門学科

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

080605  江戸崎総合(総合学科) 084160  勝田工業(総合工学科) 084290  石岡第一(園芸、造園科)

          

080811  坂東総合(総合学科)

084220  下館工業(機械科) 084241  大子清流(農林科学科)

080203  大子清流(総合学科) 084221  下館工業(電気科)

084222  下館工業(電子科)

080101  高萩清松(総合学科) 084270  鉾田第二(農業、食品技術科)

084230  総和工業(機械、電気、電子機械科)

080607  取手第一(総合学科)

084320  真壁(農業、環境緑地科)

080401  鉾田第二(総合学科) 084180  玉造工業(工業に関する学科) 084321  真壁(食品化学科)

084670  八千代(総合学科) 084610  つくば工科(機械、ロボット工学、       

            電気電子、建築技術科) 084250  水戸農業(農業科)

084251  水戸農業(園芸科)

084200  土浦工業(機械科) 084256  水戸農業(畜産科)

084201  土浦工業(電気科) 084257  水戸農業(食品化学科)

084204  土浦工業(情報技術科) 084253  水戸農業(農業土木科)

084202  土浦工業(建築科) 084255  水戸農業(生活科学科)

084070  石岡商業(商業科) 084203  土浦工業(土木科) 084254  水戸農業(農業経済科)

084071  石岡商業(情報処理科)

084050  潮来(商業科) 084190  波崎(機械、電気科)

084191  波崎(工業化学・情報科)

084010  太田第二(商業科)

084170  常陸大宮(機械科)

084171  常陸大宮(情報技術科) 084540  海洋(海洋技術、海洋食品、

084100  鬼怒商業(商業に関する学科)               海洋産業科)

084140  日立工業(機械、工業化学科)

084120  古河第一(商業に関する学科) 084141  日立工業(電気、情報電子科)

084060  土浦第三(商業に関する学科) 084150  水戸工業(機械科)

084151  水戸工業(電気科) 084450  石岡第二(生活デザイン科)

084155  水戸工業(情報技術科)

084040  那珂湊(商業に関する学科) 084153  水戸工業(建築科) 084430  潮来(人間科学科)

084154  水戸工業(土木科)

084152  水戸工業(工業化学科)

084020  常陸大宮(商業科) 084480  取手第二(家政科)

084000  日立商業(商業科)

084001  日立商業(情報処理科) 084510  水海道第二(家政科)

084400  水戸第三(家政科)

084110  水海道第二(商業科) 084520  古河第二(福祉科)

084030  水戸商業(商業科) 084470  竜ヶ崎第二(人間文化科)

084033  水戸商業(情報ビジネス科)

084034  水戸商業(国際ビジネス科)

084570  岩瀬(衛生看護科)

084080  竜ヶ崎第二(商業科)

084640  取手松陽(美術科)

084641  取手松陽(音楽科)

084530  水戸第三(音楽科)

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

美術科

音楽科

総合学科

衛生看護科

農林業科

水産業科

商業科

家政・人間系

福祉科

工業科



 2018年度8月以降用 茨城県国・私立高校志望校コード表
高校入試問題研究会

 22 (2018年6月1日現在)

コード 学 校 (学 科・コース・クラス) 名 コード 学 校 (学 科・コース・クラス) 名
 (ア行)  (タ行)

086000  愛国学園大学附属龍ヶ崎(普通科)☆③ 086134  大成女子(普通科)☆③
                086135  大成女子(普通科・Ｂ奨学生)☆③

086020  茨城(普通科)～男★ 086136  大成女子(普通科・Ａ奨学生)☆③
086021  茨城(普通科)～女☆ 086137  大成女子(普通科・Ｓ奨学生)☆③

086132  大成女子(家政科)☆③
086010  茨城キリスト教学園(普通科ＳＧｸﾗｽ) 086133  大成女子(看護科)☆③
086011  茨城キリスト教学園(普通科特進ＳＧｸﾗｽ

　　　　　　　　　　　 ・学業特待Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ種) 086140  つくば国際大学(普通科)③
086013  茨城キリスト教学園(普通科特進ＳＧｸﾗｽ 086143  つくば国際大学(家政科)③

　　　　　　　　　　　　　    ・学業特待ＳⅠ種)
086220  つくば国際大学東風(普通科)③

089900  茨城工業高等専門学校(国際創造工学科)
086210  つくば秀英(普通科Ｂ合格)

086190  岩瀬日本大学(普通科日大・総進ｺｰｽ) 086211  つくば秀英(普通科Ａ合格)
086191  岩瀬日本大学(普通科国立・特進ｺｰｽ) 086212  つくば秀英(普通科Ｓ合格)

086215  つくば秀英(普通科ＳⅢ種合格)
086042  江戸川学園取手(普通科ｺｰｽ)③ 086216  つくば秀英(普通科ＳⅡ種合格)
086044  江戸川学園取手(普通科医科・アドミッション入試)③ 086217  つくば秀英(普通科ＳⅠ種合格)
086043  江戸川学園取手(医科ｺｰｽ)③

086150  土浦日本大学(普通科総合進学ｺｰｽ進学ｸﾗｽ)③
086151  土浦日本大学(普通科特別進学ｺｰｽ特進ｸﾗｽ)③

 (カ行) 086153  土浦日本大学(普通科・学力Ⅱ種特待)③
086200  鹿島学園(普通科進学ｺｰｽ)③ 086154  土浦日本大学(普通科・学力Ⅰ種特待)③

086030  霞ヶ浦(普通科総合進学ｺｰｽ) 086160  東洋大学附属牛久(普通科)③
086031  霞ヶ浦(普通科特進ｺｰｽ)
086032  霞ヶ浦(普通科特進選抜ｺｰｽ) 086060  常磐大学(普通科進学ｺｰｽ)③

086065  常磐大学(普通科特進ｺｰｽ・一般)③
086063  常磐大学(普通科特進ｺｰｽ・学業準特待)③

 (サ行) 086061  常磐大学(普通科特進ｺｰｽ・学業特待)③
086050  常総学院(特進βｺｰｽβ7)
086058  常総学院(特進βｺｰｽβ7･特待Ｂ)
086057  常総学院(特進選抜αｺｰｽ・特待Ｂ)  (マ行)
086053  常総学院(特進選抜αｺｰｽ・特待Ａ) 086092  水戸葵陵(進学Ｖｺｰｽ)
086054  常総学院(特進選抜αｺｰｽ・特待Ｓ) 086098  水戸葵陵(特進ｉｺｰｽ・一般)
086056  常総学院(特進βｺｰｽβ6) 086093  水戸葵陵(医歯薬・特進ｉｺｰｽ・学業特待Ａ)

086094  水戸葵陵(医歯薬・特進ｉｺｰｽ・学業特待Ｓ)
086105  水城(普通科ＳＢｺｰｽ)③ 086095  水戸葵陵(医歯薬・特進ｉｺｰｽ・学業特待ＳＫ)
086109  水城(普通科ＳＡｺｰｽ)③ 086097  水戸葵陵(医歯薬・特進ｉｺｰｽ・学業特待ＴＯＰ)
086100  水城(普通科ＳＳｺｰｽ・一般)③  
086103  水城(普通科ＳＳｺｰｽ・Ｙ特待)③ 086070  水戸女子(普通科)☆
086102  水城(普通科ＳＳｺｰｽ・Ｕ特待)③ 086071  水戸女子(商業科)☆
086104  水城(普通科ＳＺｺｰｽ・Ｚ特待)③
086101  水城(普通科ＳＺｺｰｽ・ＳＺ特待)③ 086084  水戸啓明(普通科特進文理ｺｰｽ)

                   086085  水戸啓明(普通科グローバルフロンティアｺｰｽ)
086110  清真学園(普通科)③ 086086  水戸啓明(普通科サイエンスフロンティアｺｰｽ・ＫⅡ特待)

086087  水戸啓明(普通科サイエンスフロンティアｺｰｽ・ＫⅠ特待)
086120  聖徳大学附属取手聖徳女子(普通科総合進学ｺｰｽ)☆③ 086088  水戸啓明(普通科サイエンスフロンティアｺｰｽ・Ｓ特待)
086124  聖徳大学附属取手聖徳女子(普通科特別進学ｺｰｽ)☆③ 086082  水戸啓明(普通科サイエンスフロンティアｺｰｽ・Ｇ特待)
086123  聖徳大学附属取手聖徳女子(音楽科)☆③ 086081  水戸啓明(商業科)

086180  茗溪学園(普通科)③

086170  明秀学園日立(普通科特進Ａｺｰｽ)③
086174  明秀学園日立(普通科特進Ｓｺｰｽ)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



 2018年度8月以降用 栃木県公立高校志望校コード表（普通・総合学科）
高校入試問題研究会

 23 (2018年6月1日現在)

コード 学 校 名 コード 学 校 名 コード 学 校 (学 科) 名

090100  宇都宮★ 090500  佐野③ 090504  足利南(総合学科)

090101  宇都宮東③ 090501  佐野東 094500  今市(総合学科)

090102  宇都宮南 090503  足利★ 090405  小山城南(総合学科)

090103  宇都宮北 090505  足利女子☆
090803  黒磯南(総合学科)

090104  宇都宮清陵 090506  足利清風

090105  宇都宮女子☆ 094420  さくら清修(総合学科)
090600  真岡★

090106  宇都宮中央女子☆
090601  真岡女子☆ 090604  茂木(総合学科)

090200  鹿沼 090602  益子芳星

090201  鹿沼東
090703  大田原★

090202  鹿沼南
090704  大田原女子☆

090300  日光明峰
090705  黒羽

090400  上三川 090800  那須拓陽

090401  石橋 090801  那須

090402  小山 090802  黒磯

090403  小山南
090700  烏山

090404  小山西
090702  馬頭

090406  栃木★
090900  矢板東③

090407  栃木女子☆
090905  高根沢

090408  栃木翔南

090409  壬生

◎ 公  立 ～ 普 通 科

普通科 普通科

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

◎ 公  立 ～ 総合学科

総合学科



 2018年度8月以降用 栃木県公立高校志望校コード表（専門学科）
高校入試問題研究会

 24 (2018年6月1日現在)

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

094040  小山(数理科学科) 094191  足利工業(機械科) 094220  宇都宮白楊(農業経営科)
094190  足利工業(電気科) 094226  宇都宮白楊(生物工学科)
094193  足利工業(産業デザイン科) 094227  宇都宮白楊(食品科学科)
094194  足利工業(電子機械科) 094228  宇都宮白楊(農業工学科)

         
094160  今市工業(機械科) 094240  小山北桜(園芸科学科)

094070  足利清風(商業科) 094161  今市工業(電気科) 094245  小山北桜(造園土木科)
094071  足利清風(情報処理科) 094163  今市工業(建設工学科)

094000  宇都宮商業(商業科) 094141  宇都宮工業(環境建設システム系) 094232  鹿沼南(食料生産科)
094002  宇都宮商業(情報処理科) 094143  宇都宮工業(建築デザイン系) 094233  鹿沼南(環境緑地科)

       094140  宇都宮工業(電気情報システム系)
094225  宇都宮白楊(流通経済科) 094142  宇都宮工業(機械システム系)

094250  栃木農業(農業科)
094246  小山北桜(総合ビジネス科) 094252  栃木農業(生物工学科)

     094223  宇都宮白楊(情報技術科) 094253  栃木農業(農業土木科)
094254  栃木農業(食品化学科)

094010  鹿沼商工(商業科) 094242  小山北桜(建築システム科) 094251  栃木農業(生活科学科)☆
        

094060  佐野松桜(商業科) 094150  鹿沼商工(情報科学科) 094280  那須拓陽(農業経営科)
094282  那須拓陽(生物工学科)
094283  那須拓陽(食品化学科)

094130  高根沢(商業科) 094063  佐野松桜(情報制御科) 094281  那須拓陽(食物文化科)

094050  栃木商業(商業科)
094052  栃木商業(情報処理科) 094180  栃木工業(機械科) 094270  真岡北陵(生物生産科)

094182  栃木工業(電気・電子科) 094274  真岡北陵(農業機械科)
094181  栃木工業(情報技術科) 094275  真岡北陵(食品科学科)

094211  那須清峰(商業科)

094210  那須清峰(機械科) 094290  矢板(農業経営科)
094272  真岡北陵(総合ビジネス科) 094212  那須清峰(建設工学科)

     094213  那須清峰(電気科)
     094214  那須清峰(電子機械科)

094215  那須清峰(情報技術科)

094200  真岡工業(機械科) 094300  宇都宮中央女子(総合家庭科)☆
094202  真岡工業(生産機械科)

094110  那須(リゾート観光科) 094203  真岡工業(建設科) 094224  宇都宮白楊(服飾デザイン科)
094201  真岡工業(電子科)

094244  小山北桜(生活文化科)

094291  矢板(機械科) 094064  佐野松桜(家政科)
094294  矢板(電子科)

094231  鹿沼南(ライフデザイン科)
090411  小山南(スポーツ科)

094293  矢板(栄養食物科)

094430  馬頭(水産科)

094440  矢板(社会福祉科)

094460  佐野松桜(社会福祉科)

094273  真岡北陵(教養福祉科)

数理科学

観 光 科

スポーツ科

福 祉 科

家 庭 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

工 業 科

水産業科

商 業 科

農林業科



 2018年度8月以降用 栃木県国・私立高校志望校コード表
高校入試問題研究会

 25 (2018年6月1日現在)  

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

096080  足利大学附属(工業科)③ 096070  白鴎大学足利(普通科総合進学ｺｰｽ)③
096083  足利大学附属(情報処理科)③ 096074  白鴎大学足利(普通科文理進学ｺｰｽ)③

096090  足利短期大学附属(普通科進学ｺｰｽ)☆③ 096072  白鴎大学足利・富田キャンパス(普通科進学ｺｰｽ)③
096092  足利短期大学附属(普通科福祉教養ｺｰｽ)☆③ 096073  白鴎大学足利・富田キャンパス(普通科特別進学ｺｰｽ)

096000  宇都宮海星女子学院(普通科進学ｺｰｽ)☆③ 096014  文星芸術大学附属(普通科進学ｺｰｽ)★③
096010  文星芸術大学附属(普通科総合ｺｰｽ)★③

096031  宇都宮短期大学附属(普通科進学ｺｰｽ) 096013  文星芸術大学附属(普通科美術デザインｺｰｽ)★③
096030  宇都宮短期大学附属(普通科特進ｺｰｽ) 096012  文星芸術大学附属(英進科Ⅱ類)★
096033  宇都宮短期大学附属(普通科応用文理ｺｰｽ) 096011  文星芸術大学附属(総合ビジネス科)★③
096037  宇都宮短期大学附属(普通科特別選抜ｺｰｽ)
096032  宇都宮短期大学附属(情報商業科)
096034  宇都宮短期大学附属(生活教養科)☆  (ヤ行)
096035  宇都宮短期大学附属(調理科) 096110  矢板中央(普通科普通ｺｰｽ)③
096036  宇都宮短期大学附属(音楽科) 096111  矢板中央(普通科特進ｺｰｽ)③

096113  矢板中央(スポーツ科)③
096021  宇都宮文星女子(普通科)☆③
096022  宇都宮文星女子(秀英特進科秀英特進ｺｰｽ)☆③
096023  宇都宮文星女子(秀英特進科英語留学ｺｰｽ)☆③
096024  宇都宮文星女子(秀英特進科美術デザインｺｰｽ)☆③
096020  宇都宮文星女子(総合ビジネス科

 　　　　　　　 フィナンシャルマスターｺｰｽ)☆③
096025  宇都宮文星女子(総合ビジネス科ＩＴマスターｺｰｽ)☆③

099900  小山工業高等専門学校(機械工学科)
099901  小山工業高等専門学校(電気電子創造工学科)
099903  小山工業高等専門学校(物質工学科)
099904  小山工業高等専門学校(建築学科)

 (カ行)
096140  幸福の科学学園③

096120  國學院大學栃木(普通科選抜ｺｰｽ)③
096122  國學院大學栃木(普通科特別選抜、特別選抜Ｓｺｰｽ)③
096121  國學院大學栃木(普通科グローバルｺｰｽ)③

 (サ行)
096060  作新学院・総合進学部
096063  作新学院・英進部(英進ｸﾗｽ)
096065  作新学院・英進部(英進選抜ｸﾗｽ)
096061  作新学院・トップ英進部(ＳⅠｸﾗｽ、ＳⅡｸﾗｽ)
096059  作新学院・情報科学部(普通科総合選択ｺｰｽ)
096062  作新学院・情報科学部(商業システム科)
096066  作新学院・情報科学部(電気・電子システム、

                            自動車整備士養成科)
096067  作新学院・情報科学部(美術デザイン科)③
096064  作新学院・情報科学部(ライフデザイン科)

           
096100  佐野清澄(普通科)③
096102  佐野清澄(食物調理科)③
096101  佐野清澄(生活デザイン科)③

096050  佐野日本大学(普通科進学ｺｰｽ)③
096052  佐野日本大学(普通科特別進学ｺｰｽ、ＳＳｸﾗｽ)③
096051  佐野日本大学(普通科特別進学ｺｰｽαｸﾗｽ)③

096040  青藍泰斗(普通科)③
096041  青藍泰斗(総合ビジネス科)③
096042  青藍泰斗(総合生活科)☆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



 2018年度8月以降用 群馬県公立高校志望校コード表（普通科）
高校入試問題研究会

 26 (2018年6月1日現在)

コード 学 校 (コース) 名 コード 学 校 (コース) 名 コード 学 校 (系・コース) 名
100100  太田★ 100400  沼田(普通ｺｰｽ)★ 100402  尾瀬

104610  沼田(数理科学ｺｰｽ)★
100101  太田東       100507  嬬恋(普通ｺｰｽ)

100401  沼田女子(普通ｺｰｽ)☆ 104101  嬬恋(スポーツ・健康ｺｰｽ)
100103  太田女子☆ 104562  沼田女子(英数ｺｰｽ)☆ 104100  嬬恋(流通ビジネスｺｰｽ)

100106  館林★ 100500  渋川★ 100703  万場

100107  館林女子☆ 100503  渋川女子☆ 104490  高崎市立高崎経済大学附属(普通ｺｰｽ)
104493  高崎市立高崎経済大学附属(芸術ｺｰｽ

   100504  吾妻中央                          　音楽系)
100108  板倉 104494  高崎市立高崎経済大学附属(芸術ｺｰｽ

100506  長野原                          　美術系)
100109  西邑楽～男★
100110  西邑楽～女☆ 100104  太田フレックス③

100200  大泉       
100508  高崎★

100201  桐生★
100600  高崎東          

100202  桐生南
100604  高崎北

100204  桐生西
100601  高崎女子☆

100205  桐生女子☆
100603  榛名

100306  伊勢崎
100607  松井田

100307  伊勢崎清明
100206  大間々

100310  玉村
100701  藤岡中央

100300  前橋★
100704  富岡

100301  前橋南～男★
100311  前橋南～女☆ 100706  下仁田

100303  前橋西～男★
100313  前橋西～女☆

100304  前橋女子☆

100305  前橋市立前橋       

      

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 群馬県公立高校志望校コード表（総合・専門学科）
高校入試問題研究会

 27 (2018年6月1日現在)  

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

104260  安中総合学園(総合学科) 104580  桐生(理数科) 104310  大泉(生物生産科)
104312  大泉(グリーンサイエンス科)

104333  伊勢崎興陽(総合学科) 104313  大泉(食品科学科)

104590  渋川青翠(総合学科) 104320  勢多農林(植物科学科)
       104322  勢多農林(バイオテクノロジー科)

104510  新田暁(総合学科) 104210  伊勢崎工業(機械科) 104323  勢多農林(動物科学科資源動物ｺｰｽ)
104211  伊勢崎工業(電子機械科) 104324  勢多農林(動物科学科応用動物ｺｰｽ)

100302  前橋東(総合学科) 104214  伊勢崎工業(電気科) 104325  勢多農林(緑地土木科土木工学ｺｰｽ)
104212  伊勢崎工業(工業化学科) 104326  勢多農林(緑地土木科

100702  吉井(総合学科)              緑地デザインｺｰｽ)
104160  太田工業(機械、電子機械科) 104327  勢多農林(食品文化科食品科学ｺｰｽ)
104161  太田工業(電気、情報技術科) 104328  勢多農林(食品文化科

          フードビジネスｺｰｽ)
104190  桐生工業(機械科) 104321  勢多農林(グリーンライフ科
104191  桐生工業(電気科)           フラワーデザインｺｰｽ)

104410  伊勢崎(グローバル 104192  桐生工業(建設科) 104329  勢多農林(グリーンライフ科
          コミュニケーション科) 104194  桐生工業(染織デザイン科) 　     　 グリーンライフｺｰｽ)

     
104420  前橋西(国際科) 104230  渋川工業(機械科) 104350  利根実業(生物生産、

104231  渋川工業(自動車科)  　　　　 グリーンライフ科)
104232  渋川工業(電気科)
104233  渋川工業(情報システム科) 104390  富岡実業(生物生産科)

     104393  富岡実業(地域産業科
104050  伊勢崎商業(商業、情報処理、 104250  高崎工業(機械科)           園芸デザインｺｰｽ)

            会計科) 104251  高崎工業(電気科) 104391  富岡実業(地域産業科
104255  高崎工業(情報技術科)           食品開発ｺｰｽ)

104000  太田市立太田(商業科) 104256  高崎工業(建築科)
104253  高崎工業(土木科) 104360  吾妻中央(生物生産科)

104020  桐生市立商業(商業科) 104254  高崎工業(工業化学科) 104362  吾妻中央(環境工学科)
104023  桐生市立商業(情報処理科)

104172  館林商工(生産システム、 104380  藤岡北(生物生産、環境土木、
104120  高崎商業(流通ビジネス、           建築科)  　　　 ヒューマンサービス科)

          情報ビジネス、
          国際ビジネス科)～男★ 104150  利根実業(機械システム、

104121  高崎商業(流通ビジネス、           環境技術科)
          情報ビジネス、
          国際ビジネス科)～女☆ 104280  富岡実業(電子機械科)

104091  吾妻中央(福祉科)
104010  館林商工(総合ビジネス、 104270  藤岡工業(機械、電気、

          情報ビジネス科)           電子機械科)

104070  利根商業(地域経済、情報経済、 104200  前橋工業(機械科)
　　      普通科)～男★ 104203  前橋工業(電子機械科)

104071  利根商業(地域経済、情報経済、 104201  前橋工業(電気科) 104601  西邑楽(芸術科音楽ｺｰｽ)③
　        普通科)～女☆ 104206  前橋工業(電子科) 104602  西邑楽(芸術科美術ｺｰｽ)③

104207  前橋工業(建築科)
104030  前橋商業(ビジネス総合科)～男★ 104202  前橋工業(土木科)
104033  前橋商業(ビジネス総合科)～女☆
104031  前橋商業(システム情報科)

104600  西邑楽(スポーツ科)③

104520  尾瀬(自然環境科)

グローバル・国 際 科

自然環境科

福 祉 科

芸 術 科

スポーツ科

商 業 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

総合学科

工 業 科

理 数 科 農林業科
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コード 学 校 (学 科・コース) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名

 (カ行)  (ナ行)

106000  関東学園大学附属(普通科) 106070  新島学園(普通科)③

106012  共愛学園(普通科進学ｺｰｽ)  (マ行)

106010  共愛学園(普通科特進ｺｰｽ) 106080  前橋育英(普通科Ⅲ類総合進学ｺｰｽ)③

106011  共愛学園(英語科進学ｺｰｽ) 106084  前橋育英(普通科Ⅱ類特進ｺｰｽ)

106014  共愛学園(英語科特進ｺｰｽ) 106082  前橋育英(普通科Ⅳ類スポーツ科学ｺｰｽ)③

106083  前橋育英(保育科)☆③

106020  桐生第一(普通科総合ｺｰｽ)

106021  桐生第一(普通科特別進学ｺｰｽ) 106110  明和県央(普通科)③

106026  桐生第一(調理科)

109900  群馬工業高等専門学校(機械工学科)

109901  群馬工業高等専門学校(電子メディア工学科)

109902  群馬工業高等専門学校(電子情報工学科)

109903  群馬工業高等専門学校(物質工学科)

109904  群馬工業高等専門学校(環境都市工学科)

 (サ行)

106050  樹徳(Ｊ組・一般)

106055  樹徳(Ｊ組・学業奨学生)

106053  樹徳(Ｓ組・一般)

106056  樹徳(Ｓ組・学業奨学生)

106054  樹徳(Ｋ組・一般)

106057  樹徳(Ｋ組・学業奨学生)

 (タ行)

106030  高崎健康福祉大学高崎(進学ｺｰｽ)③

106031  高崎健康福祉大学高崎(特進ｺｰｽ)③

106032  高崎健康福祉大学高崎(アスリートｺｰｽ)③

106040  高崎商科大学附属(普通科進学ｺｰｽ)③

106041  高崎商科大学附属(普通科特別進学国際ｺｰｽ)③

106042  高崎商科大学附属(総合ビジネス科)③

106090  東京農業大学第二(普通科)～男★

106091  東京農業大学第二(普通科)～女☆

106060  常磐(普通科総合ｺｰｽ)③

106061  常磐(普通科特別進学ｺｰｽ)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
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