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ｱｲｵｲ 1078 兵庫県立相生高等学校 公立 兵庫県 相生市
ｱｲｵｲｶﾞｸｲﾝ 1452 私立相生学院高等学校 私立 兵庫県 相生市
ｱｲｵｲｻﾝｷﾞｮｳ 1118 兵庫県立相生産業高等学校 公立 兵庫県 相生市
ｱｲｺｳ 8426 私立愛光高等学校 私立 愛媛県
ｱｲﾄｸｶﾞｸｴﾝ 1436 私立愛徳学園高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｱｲﾉ 2499 私立藍野高等学校 私立 大阪府
ｱｲﾉｳｶﾞｸｴﾝﾉｳｷﾞｮｳ 5419 私立愛農学園農業高等学校 私立 三重県
ｱｲﾑｷﾝｷﾘﾖｳﾋﾞﾖｳｾﾝﾓﾝ 2600 私立アイム近畿理容美容専門学校 私立 大阪府
ｱｵﾓﾘﾔﾏﾀﾞ 6404 私立青森山田高等学校 私立 青森県
ｱｵﾔﾏ 5420 私立青山高等学校 私立 三重県
ｱｶｼ 1047 兵庫県立明石高等学校 公立 兵庫県 明石市
ｱｶｼｷﾀ 1049 兵庫県立明石北高等学校 公立 兵庫県 明石市
ｱｶｼｺｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｾﾝﾓﾝ 1300 国立明石工業高等専門学校 国立 兵庫県 明石市
ｱｶｼｼﾐｽﾞ 1051 兵庫県立明石清水高等学校 公立 兵庫県 明石市
ｱｶｼｼｮｳｷﾞｮｳ 1218 明石市立明石商業高等学校 公立 兵庫県 明石市
ｱｶｼｼﾞｮｳｻｲ 1052 兵庫県立明石城西高等学校 公立 兵庫県 明石市
ｱｶｼﾆｼ 1050 兵庫県立明石西高等学校 公立 兵庫県 明石市
ｱｶｼﾐﾅﾐ 1048 兵庫県立明石南高等学校 公立 兵庫県 明石市
ｱｶｼﾖｳｺﾞ 1236 明石市立明石養護学校 公立 兵庫県 明石市
ｱｺｳ 1082 兵庫県立赤穂高等学校 公立 兵庫県 赤穂市
ｱｺｳﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1151 兵庫県立赤穂特別支援学校 公立 兵庫県 赤穂市
ｱｻﾋｼﾞｭｸﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸ 4430 私立朝日塾中等教育学校 私立 岡山県
ｱｻﾝﾌﾟｼｮﾝｺｸｻｲ 2478 私立アサンプション国際高等学校 私立 大阪府
ｱｼﾔ 1029 兵庫県立芦屋高等学校 公立 兵庫県 芦屋市
ｱｼﾔｶﾞｸｴﾝ 1412 私立芦屋学園高等学校 私立 兵庫県 芦屋市
ｱｼﾔｺｸｻｲﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸ 1161 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 公立 兵庫県 芦屋市
ｱｼﾔﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1166 兵庫県立芦屋特別支援学校 公立 兵庫県 芦屋市
ｱｽｶﾐﾗｲ 2500 私立飛鳥未来高等学校 私立 大阪府
ｱｽｶﾐﾗｲｷｽﾞﾅ 6443 私立飛鳥未来きずな高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｱｯﾄﾏｰｸｺｸｻｲ 6407 私立アットマーク国際高等学校 私立 東京都
ｱﾅﾝｶﾞｸｴﾝ 2439 私立アナン学園高等学校 私立 大阪府
ｱﾅﾝｺｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｾﾝﾓﾝ 8302 国立阿南工業高等専門学校 国立 徳島県
ｱﾍﾞﾉｼｮｳｶﾞｸ 2459 私立あべの翔学高等学校 私立 大阪府
ｱﾎﾞｼ 1076 兵庫県立網干高等学校 公立 兵庫県 姫路市
ｱﾏｶﾞｻｷ 1018 兵庫県立尼崎高等学校 公立 兵庫県 尼崎市
ｱﾏｶﾞｻｷ 1209 尼崎市立尼崎高等学校 公立 兵庫県 尼崎市
ｱﾏｶﾞｻｷｲﾅｿﾞﾉ 1022 兵庫県立尼崎稲園高等学校 公立 兵庫県 尼崎市
ｱﾏｶﾞｻｷｵﾀﾞ 1021 兵庫県立尼崎小田高等学校 公立 兵庫県 尼崎市
ｱﾏｶﾞｻｷｷﾀ 1019 兵庫県立尼崎北高等学校 公立 兵庫県 尼崎市
ｱﾏｶﾞｻｷｺｳｷﾞｮｳ 1111 兵庫県立尼崎工業高等学校 公立 兵庫県 尼崎市
ｱﾏｶﾞｻｷｿｳｾｲ 1241 尼崎市立尼崎双星高等学校 公立 兵庫県 尼崎市
ｱﾏｶﾞｻｷﾆｼ 1020 兵庫県立尼崎西高等学校 公立 兵庫県 尼崎市
ｱﾏﾐ 8018 鹿児島県立奄美高等学校 公立 鹿児島
ｱﾏﾖｳﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1230 尼崎市立あまよう特別支援学校 公立 兵庫県 尼崎市
ｱﾔﾊ 5435 私立綾羽高等学校 私立 滋賀県
ｱﾘﾏ 1100 兵庫県立有馬高等学校 公立 兵庫県 三田市
ｱﾜｼﾞ 1107 兵庫県立淡路高等学校 公立 兵庫県 淡路市
ｱﾜｼﾞﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1136 兵庫県立あわじ特別支援学校 公立 兵庫県 洲本市
ｱﾜｼﾞﾐﾊﾗ 1163 兵庫県立淡路三原高等学校 公立 兵庫県 南あわじ市
ｱﾝｼﾞｮｳｶﾞｸｴﾝ 7409 私立安城学園高等学校 私立 愛知県
ｲｰｼｰｼｰｶﾞｸｴﾝ 5432 私立ＥＣＣ学園高等学校 私立 滋賀県
ｲｴｼﾏ 1077 兵庫県立家島高等学校 公立 兵庫県 姫路市
ｲｶﾜﾀﾞﾆ 1015 兵庫県立伊川谷高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ｲｶﾜﾀﾞﾆｷﾀ 1016 兵庫県立伊川谷北高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ｲｸｴｲ 1430 私立育英高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｲｸｴｲﾆｼ 5412 私立育英西高等学校 私立 奈良県
ｲｸﾉ 1095 兵庫県立生野高等学校 公立 兵庫県 朝来市
ｲｸﾉｶﾞｸｴﾝ 1451 私立生野学園高等学校 私立 兵庫県 朝来市
ｲｹｶﾞﾐｶﾞｸｴﾝ 6412 私立池上学院高等学校 私立 北海道
ｲｽﾞｵ 2002 大阪府立泉尾高等学校 公立 大阪府
ｲｽﾞｼ 1091 兵庫県立出石高等学校 公立 兵庫県 豊岡市
ｲｽﾞｼﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1153 兵庫県立出石特別支援学校 公立 兵庫県 豊岡市
ｲｽﾞﾐﾁｭｳｵｳ 8417 私立出水中央高等学校 私立 鹿児島
ｲﾀﾐ 1030 兵庫県立伊丹高等学校 公立 兵庫県 伊丹市
ｲﾀﾐ 1216 伊丹市立伊丹高等学校 公立 兵庫県 伊丹市
ｲﾀﾐｷﾀ 1031 兵庫県立伊丹北高等学校 公立 兵庫県 伊丹市
ｲﾀﾐﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1232 伊丹市立伊丹特別支援学校 公立 兵庫県 伊丹市
ｲﾀﾐﾆｼ 1032 兵庫県立伊丹西高等学校 公立 兵庫県 伊丹市
ｲﾁｵｶｼｮｳｷﾞｮｳ 2203 大阪市立市岡商業高等学校 公立 大阪府
ｲﾁｶﾜ 1445 私立市川高等学校 私立 兵庫県 神崎郡市
ｲｯﾄｳｴﾝ 3436 私立一燈園高等学校 私立 京都府
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ｲﾅｶﾞﾜ 1040 兵庫県立猪名川高等学校 公立 兵庫県 川辺郡猪名川町
ｲﾅﾐﾉﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1146 兵庫県立いなみ野特別支援学校 公立 兵庫県 加古郡稲美町
ｲﾌﾞｷﾒｲｾｲｼｴﾝ 1247 神戸市立いぶき明生支援学校 公立 兵庫県 神戸市
ｲﾌﾞｷﾒｲｾｲｼｴﾝ 9476 神戸市立いぶき明生支援学校 公立 兵庫県 神戸市
ｲﾏﾊﾞﾘﾒｲﾄｸ 8494 私立今治明徳高等学校 私立 愛媛県
ｲﾜ 1088 兵庫県立伊和高等学校 公立 兵庫県 宍粟市
ｲﾜｸﾗ 7433 私立岩倉高等学校 私立 東京都
ｲﾜﾀﾋｶﾞｼ 7438 私立磐田東高等学校 私立 静岡県
ｲﾜﾐ 4005 鳥取県立岩美高等学校 公立 鳥取県
ｲﾜﾐﾁｽｲｶﾝ 8406 私立石見智翠館高等学校 私立 島根県
ｳｨｻﾞｽ 7404 私立ウィザス高等学校 私立 茨城県
ｳｴﾉｶﾞﾊﾗﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1143 兵庫県立上野ヶ原特別支援学校 公立 兵庫県 三田市
ｳｴﾉﾐﾔ 2401 私立上宮高等学校 私立 大阪府
ｳｴﾉﾐﾔﾀｲｼ 2402 私立上宮太子高等学校 私立 大阪府
ｳﾞｪﾘﾀｽｼﾞｮｳｾｲ 2440 私立ヴェリタス城星学園高等学校 私立 大阪府
ｴｲｼﾝ 8491 私立盈進高等学校 私立 広島県
ｴｲｼﾝｶﾞｸｴﾝ 2488 私立英真学園高等学校 私立 大阪府
ｴｲｽｳｶﾞｯｶﾝ 8402 私立英数学館高等学校 私立 広島県
ｴｲﾌｳ 2504 私立英風高等学校 私立 大阪府
ｴｲﾌｳｼﾞｮｼｺｳﾄｳｾﾝｼｭｳ 2615 私立英風女子高等専修学校 私立 大阪府
ｴｲﾒｲ 8408 私立英明高等学校 私立 香川県
ｴｰｱｲｲｰｺｸｻｲ 1454 私立ＡＩＥ国際高等学校 私立 兵庫県 淡路市
ｴｽ 7458 私立Ｓ高等学校 私立 茨城県
ｴﾇ 8482 私立Ｎ高等学校 私立 沖縄県
ｴﾇｱｰﾙﾋﾞｰﾆﾎﾝﾘﾖｳﾋﾞﾖｳｾﾝﾓﾝ 2612 私立ＮＲＢ日本理容美容専門学校 私立 大阪府
ｴﾇｴｲﾁｹｰｶﾞｸｴﾝ 7403 私立ＮＨＫ学園高等学校 私立 東京都
ｴﾝｹﾞｲ 2000 大阪府立園芸高等学校 公立 大阪府
ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝ 2424 私立追手門学院高等学校 私立 大阪府
ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝｵｵﾃﾏｴ 2423 私立追手門学院大手前高等学校 私立 大阪府
ｵｳﾐ 5416 私立近江高等学校 私立 滋賀県
ｵｵｲﾀ 8483 私立大分高等学校 私立 大分県
ｵｵｵｶｶﾞｸｴﾝｺｳﾄｳｾﾝｼｭｳ 1603 私立大岡学園高等専修学校 私立 兵庫県 豊岡市
ｵｵｻｶ 2404 私立大阪高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶYMCAｺｸｻｲｾﾝﾓﾝ 2608 大阪ＹＭＣＡ国際専門学校（国際高等課程） 私立 大阪府
ｵｵｻｶｶｲｾｲｶﾞｸｴﾝ 2434 私立大阪偕星学園高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 2403 私立大阪学院大学高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶｶﾞｸｹﾞｲ 2444 私立大阪学芸高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶｶﾞｸｹﾞｲﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸ 2497 私立大阪学芸中等教育学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶｷﾞﾉｳｾﾝﾓﾝ 2613 私立大阪技能専門学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 2300 国立大阪教育大学附属高等学校 国立 大阪府
ｵｵｻｶｸﾝｴｲｼﾞｮｶﾞｸｲﾝ 2430 私立大阪薫英女学院高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶｺｸｻｲ 2506 私立大阪国際中学校高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶｺﾝｺﾞｳｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 2491 私立大阪金剛インターナショナル高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 2406 私立大阪産業大学附属高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶｼｮｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 2455 私立大阪商業大学高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶｼｮｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸｻｶｲ 2449 私立大阪商業大学堺高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶｼﾞｮｳﾎｳｺﾝﾋﾟｭｰﾀｺｳﾄｳｾﾝｼｭｳ 2603 私立大阪情報コンピュータ高等専修学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶｼﾞｮｶﾞｸｲﾝ 2411 私立大阪女学院高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶｼﾝｱｲｼﾞｮｶﾞｸｲﾝ 2409 私立大阪信愛女学院高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶｽｸｰﾙｵﾌﾞﾐｭｰｼﾞｯｸｺｳﾄｳｾﾝｼｭｳ 2601 私立大阪スクールｵﾌﾞミュージック高等専修学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶｾｲｹｲｼﾞｮｼ 2412 私立大阪成蹊女子高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶｾｲｺｳｶﾞｸｲﾝ 2413 私立大阪星光学院高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶｾｲﾘｮｳ 2474 私立大阪青凌高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸﾅﾐｼｮｳ 2473 私立大阪体育大学浪商高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶﾁｭｳｵｳ 2201 大阪市立中央高等学校 公立 大阪府
ｵｵｻｶﾁｭｳｵｳﾘﾖｳﾋﾞﾖｳｾﾝﾓﾝ 2605 私立大阪中央理容美容専門学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶﾂｸﾊﾞｶｲｾｲ 2505 私立大阪つくば開成高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶﾃﾞﾝｷﾂｳｼﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 2415 私立大阪電気通信大学高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶﾄｳｲﾝ 2407 私立大阪桐蔭高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶﾍﾞﾙｪﾍﾞﾙﾋﾞﾖｳｾﾝﾓﾝ 2609 私立大阪ベルェベル美容専門学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶﾕｳﾋｵｶｶﾞｸｴﾝ 2410 私立大阪夕陽丘学園高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｶﾘｮｸﾘｮｳ 2456 私立大阪緑涼高等学校 私立 大阪府
ｵｵｻｷﾁｭｳｵｳ 6410 私立大崎中央高等学校 私立 宮城県
ｵｵｼﾏｼｮｳｾﾝｺｳﾄｳｾﾝﾓﾝｶﾞｯｺｳ 8305 国立大島商船高等専門学校 国立 山口県
ｵｵﾀﾆ 2421 私立大谷高等学校 私立 大阪府
ｵｵﾀﾆ 3413 私立大谷高等学校 私立 京都府
ｵｵﾂ 8004 熊本県立大津高等学校 公立 熊本県
ｵｵﾂｶ 2009 大阪府立大塚高等学校 公立 大阪府
ｵｵﾄﾘｶﾞｸｴﾝ 6442 私立鵬学園高等学校 私立 石川県
ｵｵﾐﾔﾁｭｳｵｳ 7001 埼玉県立大宮中央高等学校 公立 埼玉県
ｵｵﾖﾄﾞ 5004 奈良県立大淀高等学校 公立 奈良県
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ｵｶﾔﾏ 4401 私立岡山高等学校 私立 岡山県
ｵｶﾔﾏｶﾞｸｹﾞｲｶﾝ 4411 私立岡山学芸館高等学校 私立 岡山県
ｵｶﾔﾏｹﾝｷｮｳｾｲ 4418 私立岡山県共生高等学校 私立 岡山県
ｵｶﾔﾏｹﾝｻｸﾖｳ 4416 私立岡山県作陽高等学校 私立 岡山県
ｵｶﾔﾏｹﾝﾀｶﾊｼﾆｯｼﾝ 4414 私立岡山県高梁日新高等学校 私立 岡山県
ｵｶﾔﾏｹﾝﾐﾏｻｶ 4415 私立岡山県美作高等学校 私立 岡山県
ｵｶﾔﾏｻﾝﾖｳ 4412 私立おかやま山陽高等学校 私立 岡山県
ｵｶﾔﾏｼｮｳｶﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 4402 私立岡山商科大学附属高等学校 私立 岡山県
ｵｶﾔﾏﾊｸﾘｮｳ 4419 私立岡山白陵高等学校 私立 岡山県
ｵｶﾔﾏﾘｶﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 4409 私立岡山理科大学附属高等学校 私立 岡山県
ｵｶﾔﾏﾘｭｳｺｸ 4420 私立岡山龍谷高等学校 私立 岡山県
ｵｷｽｲｻﾝ 8009 島根県立隠岐水産高等学校 公立 島根県
ｵｷﾅﾜｽｲｻﾝ 8007 沖縄県立沖縄水産高等学校 公立 沖縄県
ｵﾄｸﾆ 3004 京都府立乙訓高等学校 公立 京都府
ｵﾉ 1067 兵庫県立小野高等学校 公立 兵庫県 小野市
ｵﾉｺｳｷﾞｮｳ 1115 兵庫県立小野工業高等学校 公立 兵庫県 小野市
ｵﾉﾐﾁ 8458 私立尾道高等学校 私立 広島県
ｵﾊﾞﾔｼｾｲｼﾝｼﾞｮｼｶﾞｸｲﾝ 1401 私立小林聖心女子学院高等学校 私立 兵庫県 宝塚市
ｶｲｼｶﾞｸｴﾝ 6413 私立開志学園高等学校 私立 新潟県
ｶｲｼｺｸｻｲ 6444 私立開志国際高等学校 私立 新潟県
ｶｲｾｲ 8438 私立開星高等学校 私立 島根県
ｶｲﾁ 5426 私立開智高等学校 私立 和歌山
ｶｲﾊﾞﾗ 1044 兵庫県立柏原高等学校 公立 兵庫県 丹波市
ｶｲﾖｳ 3002 京都府立海洋高等学校 公立 京都府
ｶｵﾘｶﾞｵｶﾘﾍﾞﾙﾃ 2400 私立香ヶ丘リベルテ高等学校 私立 大阪府
ｶｶﾞｸｷﾞｼﾞｭﾂ 1206 神戸市立科学技術高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ｶｶﾞｸｷﾞｼﾞｭﾂｶﾞｸｴﾝ 7401 私立科学技術学園高等学校 私立 大阪府
ｶｶﾞﾜｾｲﾘｮｳ 8451 私立香川誠陵高等学校 私立 香川県
ｶｺｶﾞﾜｷﾀ 1053 兵庫県立加古川北高等学校 公立 兵庫県 加古川市
ｶｺｶﾞﾜﾆｼ 1055 兵庫県立加古川西高等学校 公立 兵庫県 加古川市
ｶｺｶﾞﾜﾋｶﾞｼ 1054 兵庫県立加古川東高等学校 公立 兵庫県 加古川市
ｶｺｶﾞﾜﾐﾅﾐ 1056 兵庫県立加古川南高等学校 公立 兵庫県 加古川市
ｶｺｶﾞﾜﾖｳｺﾞ 1237 加古川市立加古川養護学校 公立 兵庫県 加古川市
ｶｺﾞｼﾏｼﾞﾂｷﾞｮｳ 8443 私立鹿児島実業高等学校 私立 鹿児島
ｶｺﾞｼﾏｼﾞｮｳｻｲ 8490 私立鹿児島城西高等学校 私立 鹿児島
ｶｺﾞｼﾏｼﾞｮｳﾎｳ 8463 私立鹿児島情報高等学校 私立 鹿児島
ｶｻｲﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1238 加西市立加西特別支援学校 公立 兵庫県 加西市
ｶｼﾊﾗｶﾞｸｲﾝ 5407 私立橿原学院高等学校 私立 奈良県
ｶｼﾏｱｻﾋ 4431 私立鹿島朝日高等学校 私立 岡山県
ｶｼﾏｶﾞｸｴﾝ 7432 私立鹿島学園高等学校 私立 茨城県
ｶｽﾐ 1109 兵庫県立香住高等学校 公立 兵庫県 美方郡香美町
ｶﾁｮｳｼﾞｮｼ 3414 私立華頂女子高等学校 私立 京都府
ｶﾄﾞﾏﾆｼ 2013 大阪府立門真西高等学校 公立 大阪府
ｶﾅｻﾞﾜｶﾞｸｲﾝ 6417 私立金沢学院高等学校 私立 石川県
ｶﾅｻﾞﾜﾘｭｳｺｸ 6446 私立金沢龍谷高等学校 私立 石川県
ｶﾉﾔﾁｭｳｵｳ 8444 私立鹿屋中央高等学校 私立 鹿児島
ｶﾐｺﾞｵﾘ 1104 兵庫県立上郡高等学校 公立 兵庫県 赤穂郡上郡町
ｶﾐﾑﾗｶﾞｸｴﾝ 8418 私立神村学園高等学校 私立 鹿児島
ｶﾐﾑﾗｶﾞｸｴﾝ ｷｮｳﾄｾﾝﾀｰ 3442 私立神村学園高等学校（京都センター） 私立 京都府
ｶﾗﾂｶｲｼﾞｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 8304 国立唐津海上技術学校 国立 佐賀県
ｶﾜｻｷｲｶﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 4417 私立川崎医科大学附属高等学校 私立 岡山県
ｶﾜﾆｼﾎｸﾘｮｳ 1039 兵庫県立川西北陵高等学校 公立 兵庫県 川西市
ｶﾜﾆｼﾐﾄﾞﾘﾀﾞｲ 1037 兵庫県立川西緑台高等学校 公立 兵庫県 川西市
ｶﾜﾆｼﾒｲﾎｳ 1038 兵庫県立川西明峰高等学校 公立 兵庫県 川西市
ｶﾜﾆｼﾖｳｺﾞ 1234 川西市立川西養護学校 公立 兵庫県 川西市
ｶﾝｻｲｵｵｸﾗ 2425 私立関西大倉高等学校 私立 大阪府
ｶﾝｻｲｶﾞｲｺﾞｾﾝﾓﾝ 2611 私立関西外語専門学校 私立 大阪府
ｶﾝｻｲｿｳｶ 2453 私立関西創価高等学校 私立 大阪府
ｶﾝｻｲﾀﾞｲｶﾞｸｺｳﾄｳﾌﾞ 2501 私立関西大学高等部 私立 大阪府
ｶﾝｻｲﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲｲﾁ 2426 私立関西大学第一高等学校 私立 大阪府
ｶﾝｻｲﾀﾞｲｶﾞｸﾎｸﾖｳ 2479 私立関西大学北陽高等学校 私立 大阪府
ｶﾝｻｲﾁｭｳｵｳ 5406 私立関西中央高等学校 私立 奈良県
ｶﾝｻｲﾃﾚﾋﾞﾃﾞﾝｷｾﾝﾓﾝ 2610 私立関西テレビ電気専門学校 私立 大阪府
ｶﾝｻｲﾌｸｼｶｶﾞｸﾀﾞｲｶﾞｸ 2457 私立関西福祉科学大学高等学校 私立 大阪府
ｶﾝｻｲﾌﾞﾝｶｹﾞｲｼﾞｭﾂ 5436 私立関西文化芸術高等学校 私立 奈良県
ｶﾝｻﾞｷ 1084 兵庫県立神崎高等学校 公立 兵庫県 神崎郡神河町
ｶﾝｻﾞｷｺｳｷﾞｮｳ 1131 兵庫県立神崎工業高等学校 公立 兵庫県 尼崎市
ｶﾝｾﾞｲ 4400 私立関西高等学校 私立 岡山県
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝ 1405 私立関西学院高等部 私立 兵庫県 西宮市
ｷｸｶﾞﾜﾅﾝﾘｮｳ 7423 私立菊川南陵高等学校 私立 静岡県
ｷｸﾁｼﾞｮｼ 8441 私立菊池女子高等学校 私立 熊本県
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ｷﾀｸﾜﾀﾞ 3001 京都府立北桑田高等学校 公立 京都府
ｷﾀｽﾏ 1011 兵庫県立北須磨高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ｷﾀﾊﾘﾏﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1147 兵庫県立北はりま特別支援学校 公立 兵庫県 多可郡多可町
ｷﾀﾖﾄﾞ 2003 大阪府立北淀高等学校 公立 大阪府
ｷﾉｸﾆｺｸｻｲｺｳﾄｳｾﾝｼｭｳ 5602 私立きのくに国際高等専修学校 私立 和歌山
ｷﾋﾞｺｳｹﾞﾝｶﾞｸｴﾝ 4423 私立吉備高原学園高等学校 私立 岡山県
ｷﾞﾌﾀﾞｲｲﾁ 7447 私立岐阜第一高等学校 私立 岐阜県
ｷﾎﾞｳｶﾞｵｶ 8475 私立希望が丘高等学校 私立 福岡県
ｷｬｯﾄﾐｭｰｼﾞｯｸｶﾚｯｼﾞｾﾝﾓﾝ 2602 私立キャットミュージックカレッジ専門学校 私立 大阪府
ｷｭｳｼｭｳｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｷｭｳｼｭｳ 8433 私立九州産業大学付属九州高等学校 私立 福岡県
ｷｭｳｼｭｳﾌﾞﾝｶｶﾞｸｴﾝ 8461 私立九州文化学園高等学校 私立 長崎県
ｷｮｳﾄｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 3422 私立京都外大西高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄｷｮｳｴｲｶﾞｸｴﾝ 3432 私立京都共栄学園高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄｷﾞｮｳｾｲ 3434 私立京都暁星高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄｹﾞｲｼﾞｭﾂ 3439 私立京都芸術高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄｺｳｶ 3421 私立京都光華高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄｺｳｶﾞｯｶﾝ 3427 私立京都廣学館高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄｺｸｻｲ 3440 私立京都国際高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 3443 私立京都産業大学附属高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄｼｮｳｴｲ 3438 私立京都翔英高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄｼﾞｮｼ 3415 私立京都女子高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄｾｲｱﾝ 3404 私立京都成安高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄｾｲｶｼﾞｮｼ 3409 私立京都精華女子高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄｾｲｶﾀﾘﾅ 3428 私立京都聖カタリナ高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄｾｲｼｮｳ 3437 私立京都成章高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄｾﾝﾀﾝｶｶﾞｸﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 3419 私立京都先端科学大学附属高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅ 3405 私立京都橘高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄﾂｸﾊﾞｶｲｾｲ 3441 私立京都つくば開成高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄﾆｼﾔﾏ 3424 私立京都西山高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄﾊﾞﾚｴｾﾝﾓﾝ 3601 私立京都バレエ専門学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷｮｳ 3407 私立京都文教高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄﾐﾔﾏ 3435 私立京都美山高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄﾒｲﾄｸ 3417 私立京都明徳高等学校 私立 京都府
ｷｮｳﾄﾘｮｳﾖｳ 3411 私立京都両洋高等学校 私立 京都府
ｷﾘｽﾄｷｮｳｱｲｼﾝ 8421 私立キリスト教愛真高等学校 私立 島根県
ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｾﾝﾓﾝ 5423 私立近畿大学工業高等専門学校 私立 三重県
ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸｾﾝｼｭｳ 2450 私立近畿大学泉州高等学校 私立 大阪府
ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 2427 私立近畿大学附属高等学校 私立 大阪府
ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｼﾝｸﾞｳ 5414 私立近畿大学附属新宮高等学校 私立 和歌山
ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾋﾛｼﾏ ﾌｸﾔﾏｺｳ 8401 私立近畿大学附属広島高等学校福山校 私立 広島県
ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾌｸｵｶ 8455 私立近畿大学附属福岡高等学校　 私立 福岡県
ｷﾝｼﾞｮｳ 1127 兵庫県立錦城高等学校 公立 兵庫県 明石市
ｷﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾄﾖｵｶ 1447 私立近畿大学附属豊岡高等学校 私立 兵庫県 豊岡市
ｷﾝﾗﾝｶｲ 2428 私立金蘭会高等学校 私立 大阪府
ｷﾝﾗﾝｾﾝﾘ 2429 私立金蘭千里高等学校 私立 大阪府
ｸｽﾉｷ 1208 神戸市立楠高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ｸﾆｼﾞﾏ 2005 大阪府立柴島高等学校 公立 大阪府
ｸﾆﾐ 8006 長崎県立国見高等学校 公立 長崎県
ｸﾏﾓﾄｺｸﾌ 8468 私立熊本国府高等学校 私立 熊本県
ｸﾏﾓﾄｼﾝｱｲｼﾞｮｶﾞｸｲﾝ 8431 私立熊本信愛女学院高等学校 私立 熊本県
ｸﾗｰｸｷﾈﾝｺｸｻｲ 6400 私立クラーク記念国際高等学校 私立 兵庫県 芦屋市
ｸﾗｼｷ 4408 私立倉敷高等学校 私立 岡山県
ｸﾗｼｷｽｲｼｮｳ 4410 私立倉敷翠松高等学校 私立 岡山県
ｸﾗﾖｼｷﾀ 4427 私立倉吉北高等学校 私立 鳥取県
ｸﾞﾙﾉｰﾌﾞﾙﾋﾞﾖｳｾﾝﾓﾝ 7602 私立グルノーブル美容専門学校 私立 埼玉県
ｹｲｱｲ 2485 私立東大阪大学敬愛高等学校 私立 大阪府
ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸ 7420 私立慶應義塾高等学校 私立 神奈川
ｹｲﾒｲｶﾞｸｲﾝ 1422 私立啓明学院高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｹｲﾜｶﾞｸｴﾝ 6406 私立敬和学園高等学校 私立 新潟県
ｹﾝｺｸ 2475 私立建国高等学校 私立 大阪府
ｹﾝﾒｲｶﾞｸｲﾝ 2432 私立賢明学院高等学校 私立 大阪府
ｹﾝﾒｲｼﾞｮｼｶﾞｸｲﾝ 1441 私立賢明女子学院高等学校 私立 兵庫県 姫路市
ｹﾝﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 1157 兵庫県立大学附属高等学校 公立 兵庫県 赤穂郡上郡町
ｺｲﾃﾞﾋﾞﾖｳｾﾝﾓﾝ 2614 私立小出美容専門学校 私立 大阪府
ｺｳｷﾞｮｳ 3003 京都府立工業高等学校 公立 京都府
ｺｳｺｸ 2433 私立興國高等学校 私立 大阪府
ｺｳｼｴﾝｶﾞｸｲﾝ 1408 私立甲子園学院高等学校 私立 兵庫県 西宮市
ｺｳｼﾞｮｳｶﾝ 4413 私立興譲館高等学校 私立 岡山県
ｺｳｾﾝｶﾄﾘｯｸ 5434 私立光泉カトリック高等学校 私立 滋賀県
ｺｳﾁ 8411 私立高知高等学校 私立 高知県
ｺｳﾁｶｲﾖｳ 8008 高知県立高知海洋高等学校 公立 高知県
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ｺｳﾁﾁｭｳｵｳ 8412 私立高知中央高等学校 私立 高知県
ｺｳﾃﾞﾗ 1085 兵庫県立香寺高等学校 公立 兵庫県 姫路市
ｺｳﾄｳﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1144 兵庫県立高等特別支援学校 公立 兵庫県 三田市
ｺｳﾅﾝ 1413 私立甲南高等学校 私立 兵庫県 芦屋市
ｺｳﾅﾝｼﾞｮｼ 1414 私立甲南女子高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾉｲｹｶﾞｸｴﾝｺｳﾄｳｾﾝｼｭｳ 2604 私立鴻池学園高等専修学校 私立 大阪府
ｺｳﾌｸﾉｶｶﾞｸｶﾞｸｴﾝ 7430 私立幸福の科学学園高等学校 私立 栃木県
ｺｳﾌｸﾉｶｶﾞｸｶﾞｸｴﾝｶﾝｻｲ 5430 私立幸福の科学学園関西高等学校 私立 滋賀県
ｺｳﾌﾞﾝｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼ 2418 私立好文学園女子高等学校 私立 大阪府
ｺｳﾍﾞ 1002 兵庫県立神戸高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞｲﾁﾘﾂﾓｳ 1224 神戸市立盲学校 公立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞｶｲｾｲｼﾞｮｼｶﾞｸｲﾝ 1417 私立神戸海星女子学院高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 1425 私立神戸学院大学附属高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞｶﾚﾂｼﾞ･ｵﾌﾞ･ﾌｧｯｼｮﾝ 1608 私立専門学校神戸カレッジ・オブ・ファッション 私立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞｷﾀ 1007 兵庫県立神戸北高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞｺｳｶ 1222 神戸市立神戸工科高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞｺｳｷﾞｮｳ 1130 兵庫県立神戸工業高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞｺｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｾﾝﾓﾝ 1223 神戸市立工業高等専門学校 公立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞｺｳﾎｸ 1008 兵庫県立神戸甲北高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞｺｳﾖｳｵﾝｶﾞｸﾀﾞﾝｽｱｰﾄｺｳﾄｳｾﾝｼｭｳ 1620 私立神戸・甲陽音楽ﾀﾞﾝｽ&ｱｰﾄ高等専修学校 私立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞｺｳﾘｮｳｶﾞｸｴﾝ 1449 私立神戸弘陵学園高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞｺｸｻｲ 1435 私立神戸国際高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞｺｸｻｲﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 1437 私立神戸国際大学附属高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞｼｮｳｷﾞｮｳ 1121 兵庫県立神戸商業高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞｼﾞｮｶﾞｸｲﾝ 1406 私立神戸女学院高等学部 私立 兵庫県 西宮市
ｺｳﾍﾞｼﾞｮｼﾖｳｻｲｾﾝﾓﾝ 1604 私立神戸女子洋裁専門学校 私立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞｼﾘｮｸｼｮｳｶﾞｲｾﾝﾀｰ 1301 国立神戸視力障害センター 国立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞｽｽﾞﾗﾝﾀﾞｲ 1162 兵庫県立神戸鈴蘭台高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞｾｲｼﾞｮｳ 1428 私立神戸星城高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞﾀﾞｲｲﾁ 1420 私立神戸第一高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸ 1302 国立神戸大学附属中等教育学校 国立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1303 国立神戸大学附属特別支援学校 国立 兵庫県 明石市
ｺｳﾍﾞﾀｶﾂｶ 1017 兵庫県立神戸高塚高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞﾁｮｳｶｸﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1137 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 公立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞﾄﾞｳｼｮｸﾌﾞﾂｶﾝｷｮｳｾﾝﾓﾝ 1616 私立神戸動植物環境専門学校 私立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞﾄｷﾜｼﾞｮｼ 1427 私立神戸常盤女子高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1139 兵庫県立神戸特別支援学校 公立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞﾉﾀﾞ 1429 私立神戸野田高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞﾑﾗﾉｺｳｷﾞｮｳ 1426 私立神戸村野工業高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞﾔﾏﾃｼﾞｮｼ 1423 私立神戸山手女子高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞﾘｭｳｺｸ 1419 私立神戸龍谷高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾍﾞﾘﾖｳﾋﾞﾖｳｾﾝﾓﾝ 1605 私立神戸理容美容専門学校 私立 兵庫県 神戸市
ｺｳﾎｳ 6438 私立高朋高等学校 私立 富山県
ｺｳﾔｻﾝ 5415 私立高野山高等学校 私立 和歌山
ｺｳﾖｳｶﾞｸｲﾝ 1409 私立甲陽学院高等学校 私立 兵庫県 西宮市
ｺｳﾖｳﾀﾞｲ 2493 私立向陽台高等学校 私立 大阪府
ｺｳﾘｮｳ 8423 私立広陵高等学校 私立 広島県
ｺｸｻｲ 1158 兵庫県立国際高等学校 公立 兵庫県 芦屋市
ｺｸｼｶﾝ 7444 私立国士舘高等学校 私立 東京都
ｺﾞｾｼﾞﾂｷﾞｮｳ 5005 奈良県立御所実業高等学校 公立 奈良県
ｺﾞﾄｳ 8002 長崎県立五島高等学校 公立 長崎県
ｺﾄｶﾞｵｶ 1220 姫路市立琴丘高等学校 公立 兵庫県 姫路市
ｺﾄﾉｳﾗ 1242 尼崎市立琴ノ浦高等学校 公立 兵庫県 尼崎市
ｺﾊﾞﾔｼﾆｼ 8467 私立小林西高等学校 私立 宮崎県
ｺﾏﾂ 8010 愛媛県立小松高等学校 公立 愛媛県
ｺﾔﾉｻﾄﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1142 兵庫県立こやの里特別支援学校 公立 兵庫県 伊丹市
ｺﾝｺｳｵｵｻｶ 2470 私立金光大阪高等学校 私立 大阪府
ｺﾝｺｳｶﾞｸｴﾝ 4421 私立金光学園高等学校 私立 岡山県
ｺﾝｺｳﾄｳｲﾝ 2472 私立金光藤蔭高等学校 私立 大阪府
ｺﾝｺｳﾔｵ 2471 私立金光八尾高等学校 私立 大阪府
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 7426 私立埼玉栄高等学校 私立 埼玉県
ｻｴｷ 8013 広島県立佐伯高等学校 公立 広島県
ｻｶｲﾘﾍﾞﾗﾙ 2503 私立堺リベラル高等学校 私立 大阪府
ｻｶﾞｶﾞｸｴﾝ 8448 私立佐賀学園高等学校 私立 佐賀県
ｻｸﾁｮｳｾｲ 6439 私立佐久長聖高等学校 私立 長野県
ｻｸﾗｶﾞｵｶ 5421 私立桜丘高等学校 私立 三重県
ｻｸﾗｺｸｻｲ 6441 私立さくら国際高等学校 私立 長野県
ｻｸﾗﾂﾞｶ 2001 大阪府立桜塚高等学校 公立 大阪府
ｻｻﾔﾏｻﾝｷﾞｮｳ 1112 兵庫県立篠山産業高等学校 公立 兵庫県 丹波篠山市
ｻｻﾔﾏｼﾉﾉﾒ 1167 兵庫県立篠山東雲高等学校 公立 兵庫県 丹波篠山市
ｻｻﾔﾏﾎｳﾒｲ 1046 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 公立 兵庫県 丹波篠山市
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ｻｻﾔﾏﾖｳｺﾞ 1235 丹波篠山市立篠山養護学校 公立 兵庫県 丹波篠山市
ｻｯﾎﾟﾛﾔﾏﾉﾃ 6430 私立札幌山の手高等学校 私立 北海道
ｻﾖｳ 1105 兵庫県立佐用高等学校 公立 兵庫県 佐用郡佐用町
ｻﾝﾀﾞｶﾞｸｴﾝ 1438 私立三田学園高等学校 私立 兵庫県 三田市
ｻﾝﾀﾞｼｮｳｳﾝｶﾝ 1043 兵庫県立三田祥雲館高等学校 公立 兵庫県 三田市
ｻﾝﾀﾞｼｮｳｾｲ 1439 私立三田松聖高等学校 私立 兵庫県 三田市
ｻﾝﾀﾞｾｲﾘｮｳ 1042 兵庫県立三田西陵高等学校 公立 兵庫県 三田市
ｻﾝﾀﾞﾓｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾓﾝ 1606 私立三田ﾓｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 私立 兵庫県 三田市
ｻﾝﾖｳ 8434 私立山陽高等学校 私立 広島県
ｻﾝﾖｳｶﾞｸｴﾝ 4403 私立山陽学園高等学校 私立 岡山県
ｼｶﾞｶﾞｸｴﾝ 5418 私立滋賀学園高等学校 私立 滋賀県
ｼｶｸﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1134 兵庫県立視覚特別支援学校 公立 兵庫県 神戸市
ｼｶﾞﾀﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 5438 私立滋賀短期大学付属高等学校 私立 滋賀県
ｼｶﾏ 1221 姫路市立飾磨高等学校 公立 兵庫県 姫路市
ｼｶﾏｺｳｷﾞｮｳ 1116 兵庫県立飾磨工業高等学校 公立 兵庫県 姫路市
ｼｶﾞﾗｷ 5002 滋賀県立信楽高等学校 公立 滋賀県
ｼｺｸｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸｶｶﾞﾜﾆｼ 8409 私立四国学院大学香川西高等学校 私立 香川県
ｼｼﾞｮｳﾅﾜﾃｶﾞｸｴﾝ 2435 私立四條畷学園高等学校 私立 大阪府
ｼｽﾞｵｶｶﾞｸｴﾝ 7410 私立静岡学園高等学校 私立 静岡県
ｼﾃﾝﾉｳｼﾞ 2436 私立四天王寺高等学校 私立 大阪府
ｼﾃﾝﾉｳｼﾞﾊﾋﾞｷｶﾞｵｶ 2437 私立四天王寺羽曳丘高等学校 私立 大阪府
ｼﾌﾞﾀﾆ 2011 大阪府立渋谷高等学校 公立 大阪府
ｼﾏﾈﾁｭｳｵｳ 8015 島根県立島根中央高等学校 公立 島根県
ｼﾏﾓﾄ 2012 大阪府立島本高等学校 公立 大阪府
ｼﾐｽﾞｶﾞｵｶ 8485 私立清水ヶ丘高等学校 私立 広島県
ｼﾞﾕｳｶﾞｸｴﾝ 7400 私立自由学園 私立 東京都
ｼｭｳｶﾞｸｶﾝ 8454 私立秀岳館高等学校 私立 熊本県
ｼｭｳｼﾞﾂ 4405 私立就実高等学校 私立 岡山県
ｼﾕｳｼﾞｭｸ ｺｳﾍﾞｶﾞｸｼｭｳｾﾝﾀｰ 8446 私立師友塾高等学校　神戸学習センター 私立 兵庫県 神戸市
ｼｭｸｶﾞﾜ 1410 私立夙川高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｼﾞｭﾝｼﾝｶﾞｸｲﾝ 1442 私立淳心学院高等学校 私立 兵庫県 姫路市
ｼｮｳｲﾝ 1418 私立松蔭高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｼｮｳｲﾝ 2438 私立樟蔭高等学校 私立 大阪府
ｼｮｳｲﾝ 8487 私立松陰高等学校 私立 山口県
ｼｮｳｲﾝｶﾞｸｴﾝﾌｸｼﾏ 6427 私立松韻学園福島高等学校 私立 福島県
ｼﾞｮｳｼｮｳｶﾞｸｴﾝ 2405 私立常翔学園高等学校 私立 大阪府
ｼﾞｮｳｼｮｳｹｲｺｳｶﾞｸｴﾝ 2431 私立常翔啓光学園高等学校 私立 大阪府
ｼﾞｮｳｾｲ 8019 徳島県立城西高等学校 公立 徳島県
ｼﾞｮｳｿｳｶﾞｸｲﾝ 7437 私立常総学院高等学校 私立 茨城県
ｼｮｳﾅﾝ 8437 私立樟南高等学校 私立 鹿児島
ｼﾞｮｳﾅﾝｶﾞｸｴﾝ 2441 私立城南学園高等学校 私立 大阪府
ｼｮｳﾅﾝﾀﾞｲﾆ 8419 私立樟南第二高等学校 私立 鹿児島
ｼｮｳﾖｳ 1064 兵庫県立松陽高等学校 公立 兵庫県 高砂市
ｼｮｳﾖｳ 2489 私立昇陽高等学校 私立 大阪府
ｼｮｳﾜｶﾞｸｲﾝ 7453 私立昭和学院高等学校 私立 千葉県
ｼｮｳﾜﾃﾂﾄﾞｳ 7402 私立昭和鉄道高等学校 私立 東京都
ｼｮｼｬﾖｳｺﾞ 1239 姫路市立書写養護学校 公立 兵庫県 姫路市
ｼﾞｮｽｲｶﾝ 8480 私立如水館高等学校 私立 広島県
ｼﾗｶﾊﾞｶﾞｸｴﾝ 6423 私立白樺学園高等学校 私立 北海道
ｼﾞﾝｱｲｼﾞｮｼ 6411 私立仁愛女子高等学校 私立 福井県
ｼﾝｺｳｶﾞｸｴﾝ 1421 私立神港学園高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｼﾝｺｳﾀﾁﾊﾞﾅ 1244 神戸市立神港橘高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ｼﾞﾝｾｲｶﾞｸｴﾝ 8424 私立尽誠学園高等学校 私立 香川県
ｼﾝｿｳｶﾝ 8488 私立真颯館高等学校 私立 福岡県
ｼﾝﾜｼﾞｮｼ 1424 私立親和女子高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｽｲｻﾝ 8000 徳島県立水産高等学校 公立 徳島県
ｽﾅｶﾞﾜ 2004 大阪府立砂川高等学校 公立 大阪府
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 1431 私立須磨学園高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ｽﾏｼｮｳﾌｳ 1240 神戸市立須磨翔風高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ｽﾏﾄﾓｶﾞｵｶ 1012 兵庫県立須磨友が丘高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ｽﾏﾋｶﾞｼ 1010 兵庫県立須磨東高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ｽﾓﾄ 1096 兵庫県立洲本高等学校 公立 兵庫県 洲本市
ｽﾓﾄｼﾞﾂｷﾞｮｳ 1120 兵庫県立洲本実業高等学校 公立 兵庫県 洲本市
ｽﾝﾀﾞｲｺｳﾌ 7406 私立駿台甲府高等学校 私立 山梨県
ｾｲｳﾝ 1133 兵庫県立青雲高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ｾｲｶ 2443 私立精華高等学校 私立 大阪府
ｾｲｶｶﾞｸｴﾝ 8452 私立精華学園高等学校 私立 山口県
ｾｲｶﾀﾘﾅｶﾞｸｴﾝ 8497 私立聖カタリナ学園高等学校 私立 愛媛県
ｾｲｷｮｳｶﾞｸｴﾝ 2445 私立清教学園高等学校 私立 大阪府
ｾｲｺｳｶﾞｸｴﾝ 6416 私立聖光学院高等学校 私立 福島県
ｾｲｺｳｶﾞｸｴﾝ 8414 私立生光学園高等学校 私立 徳島県
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ｾｲｻｺｸｻｲ 6401 私立星槎国際高等学校 私立 大阪府
ｾｲｼｮｳ 2468 私立星翔高等学校 私立 大阪府
ｾｲｼﾝｼﾞｮｼ 4404 私立清心女子高等学校 私立 岡山県
ｾｲﾌｳ 2446 私立清風高等学校 私立 大阪府
ｾｲﾌｳﾅﾝｶｲ 2447 私立清風南海高等学校 私立 大阪府
ｾｲﾎﾞｶﾞｸｲﾝ 3423 私立聖母学院高等学校 私立 京都府
ｾｲﾎﾞｼﾞｮｶﾞｸｲﾝ 2448 私立大阪聖母女学院高等学校 私立 大阪府
ｾｲﾒｲｶﾞｸｲﾝ 2442 私立清明学院高等学校 私立 大阪府
ｾｲﾖｳｽﾏｼｴﾝ 1228 神戸市立青陽須磨支援学校 公立 兵庫県 神戸市
ｾｲﾖｳﾅﾀﾞｺｳﾄｳﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1245 神戸市立青陽灘高等特別支援学校 公立 兵庫県 神戸市
ｾｲﾖｳﾆｼﾖｳｺﾞ 1227 神戸市立青陽西養護学校 公立 兵庫県 神戸市
ｾｲﾖｳﾋｶﾞｼﾖｳｺﾞ 1226 神戸市立青陽東養護学校 公立 兵庫県 神戸市
ｾｲﾘｮｳ 1013 兵庫県立星陵高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ｾｲﾘｮｳ 6436 私立星稜高等学校 私立 石川県
ｾｲﾚｲｸﾘｽﾄﾌｧｰ 7448 私立聖隷クリストファー高等学校 私立 静岡県
ｾｲﾜｶﾞｸｴﾝ 6431 私立私立聖和学園高等学校 私立 宮城県
ｾｲﾜｶﾞｸｴﾝ 7454 私立清和学園高等学校 私立 埼玉県
ｾﾀｺｳｷﾞｮｳ 5000 滋賀県立瀬田工業高等学校 公立 滋賀県
ｾﾝｼﾝ 2451 私立宣真高等学校 私立 大阪府
ｾﾝﾓﾝｶﾞｯｺｳｱｰﾄｶﾚｯｼﾞｺｳﾍﾞ 1617 私立専門学校アートカレッジ神戸 私立 兵庫県 神戸市
ｾﾝﾘｺｸｻｲｶﾞｸｴﾝ 2492 私立関西学院千里国際高等部 私立 大阪府
ｾﾞﾝﾘﾝｶﾞｸｴﾝ 8478 私立禅林学園高等学校 私立 香川県
ｿｳｱｲ 2452 私立相愛高等学校 私立 大阪府
ｿｳｶ 7412 私立創価高等学校 私立 東京都
ｿｳｶｲ 1448 私立蒼開高等学校 私立 兵庫県 洲本市
ｿｳｼｶﾞｸｴﾝ 4407 私立創志学園高等学校 私立 岡山県
ｿｳｾｲｶﾝ 8479 私立創成館高等学校 私立 長崎県
ｿｳﾄｸ 8465 私立崇徳高等学校 私立 広島県
ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝ 1402 私立園田学園高等学校 私立 兵庫県 尼崎市
ﾀﾞｲｲﾁｶﾞｸｲﾝ 1453 私立第一学院高等学校 私立 兵庫県 養父市
ﾀﾞｲｲﾁｶﾞｸｲﾝ ﾀｶﾊｷﾞｺｳ 7450 私立第一学院高等学校（高萩校） 私立 茨城県
ﾀｲｼ 1081 兵庫県立太子高等学校 公立 兵庫県 揖保郡太子町
ﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｸｴﾝ 2408 私立大商学園高等学校 私立 大阪府
ﾀｲｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶｸ 2465 私立太成学院大学高等学校 私立 大阪府
ﾀｶ 1058 兵庫県立多可高等学校 公立 兵庫県 多可郡多可町
ﾀｶｵｶｺｳﾘｮｳ 6448 私立高岡向陵高等学校 私立 富山県
ﾀｶｵｶﾀﾞｲｲﾁ 6428 私立高岡第一高等学校 私立 富山県
ﾀｶｶﾞﾜｶﾞｸｴﾝ 8486 私立高川学園高等学校 私立 山口県
ﾀｶｻｷｹﾝｺｳﾌｸｼﾀﾞｲｶﾞｸﾀｶｻｷ 7446 私立高崎健康福祉大学高崎高等学校 私立 群馬県
ﾀｶｻｺﾞ 1062 兵庫県立高砂高等学校 公立 兵庫県 高砂市
ﾀｶｻｺﾞﾐﾅﾐ 1063 兵庫県立高砂南高等学校 公立 兵庫県 高砂市
ﾀｶﾂｷ 2454 私立高槻高等学校 私立 大阪府
ﾀｶﾏﾂｼｲｼｶｲｶﾝｺﾞｾﾝﾓﾝ 8602 私立高松市医師会看護専門学校 私立 香川県
ﾀｶﾏﾂﾁｭｳｵｳ 8470 私立高松中央高等学校 私立 香川県
ﾀｶﾔﾏﾆｼ 7414 私立高山西高等学校 私立 岐阜県
ﾀｶﾗﾂﾞｶ 1033 兵庫県立宝塚高等学校 公立 兵庫県 宝塚市
ﾀｶﾗﾂﾞｶｷﾀ 1036 兵庫県立宝塚北高等学校 公立 兵庫県 宝塚市
ﾀｶﾗﾂﾞｶｼﾘﾂﾖｳｺﾞ 1233 宝塚市立養護学校 公立 兵庫県 宝塚市
ﾀｶﾗﾂﾞｶﾆｼ 1035 兵庫県立宝塚西高等学校 公立 兵庫県 宝塚市
ﾀｶﾗﾂﾞｶﾋｶﾞｼ 1034 兵庫県立宝塚東高等学校 公立 兵庫県 宝塚市
ﾀｷｶﾞﾜ 1432 私立滝川高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ﾀｷｶﾞﾜﾀﾞｲﾆ 1433 私立滝川第二高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ﾀｹﾀﾞﾐﾅﾐ 8430 私立竹田南高等学校 私立 大分県
ﾀｼﾞﾏﾉｳｷﾞｮｳ 1106 兵庫県立但馬農業高等学校 公立 兵庫県 養父市
ﾀｼﾞﾐｺｳｷﾞｮｳ 7003 岐阜県立多治見工業高等学校 公立 岐阜県
ﾀﾂﾉ 1079 兵庫県立龍野高等学校 公立 兵庫県 たつの市
ﾀﾂﾉｷﾀ 1164 兵庫県立龍野北高等学校 公立 兵庫県 たつの市
ﾀﾏﾅｼﾞｮｼ 8474 私立玉名女子高等学校 私立 熊本県
ﾀﾙﾐﾖｳｺﾞ 1229 神戸市立垂水養護学校 公立 兵庫県 神戸市
ﾁｷｭｳｶﾝｷｮｳ 6409 私立地球環境高等学校 私立 長野県
ﾁｸｻ 1087 兵庫県立千種高等学校 公立 兵庫県 宍粟市
ﾁｽﾞﾉｳﾘﾝ 4001 鳥取県立智頭農林高等学校 公立 鳥取県
ﾁﾍﾞﾝｶﾞｸｴﾝ 5408 私立智辯学園高等学校 私立 奈良県
ﾁｭｳｵｳｶﾞｸｲﾝ 7424 私立中央学院高等学校 私立 千葉県
ﾁｭｳｷｮｳ 7408 私立中京高等学校 私立 岐阜県
ﾁｭｳﾌﾞﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲｲﾁ 7427 私立中部大学第一高等学校 私立 愛知県
ﾁﾖﾀﾞ 2460 私立千代田高等学校 私立 大阪府
ﾂｸﾊﾞｶｲｾｲ 7416 私立つくば開成高等学校 私立 茨城県
ﾂｸﾊﾞｼｭｳｴｲ 7442 私立つくば秀英高等学校 私立 茨城県
ﾂｹﾞﾉ 7417 私立黄柳野高等学校 私立 愛知県
ﾂﾀﾞｶﾞｸｴﾝ 5433 私立津田学園高等学校 私立 三重県
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ﾂﾅ 1097 兵庫県立津名高等学校 公立 兵庫県 淡路市
ﾂﾔﾏｺｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｾﾝﾓﾝ 4301 国立津山工業高等専門学校 国立 岡山県
ﾂﾙｶﾞｹﾋ 6432 私立敦賀気比高等学校 私立 福井県
ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸｶﾆ 7445 私立帝京大学可児高等学校 私立 岐阜県
ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｺﾞ 8449 私立帝京第五高等学校 私立 愛媛県
ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｻﾝ 7440 私立帝京第三高等学校 私立 山梨県
ﾃｲｷｮｳﾅｶﾞｵｶ 6445 私立帝京長岡高等学校 私立 新潟県
ﾃｲｷｮｳﾌｼﾞ 8429 私立帝京冨士高等学校 私立 愛媛県
ﾃﾂﾞｶﾔﾏ 5401 私立帝塚山高等学校 私立 奈良県
ﾃﾂﾞｶﾔﾏｶﾞｸｲﾝ 2463 私立帝塚山学院高等学校 私立 大阪府
ﾃﾂﾞｶﾔﾏｶﾞｸｲﾝｲｽﾞﾐｶﾞｵｶ 2464 私立帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 私立 大阪府
ﾃﾝﾉｳｼﾞｶﾞｯｶﾝ 2498 私立天王寺学館高等学校 私立 大阪府
ﾃﾝﾘ 5402 私立天理高等学校 私立 奈良県
ﾃﾝﾘｷｮｳｺｳｶﾞｸｴﾝ 5410 私立天理教校学園高等学校 私立 奈良県
ﾄｳｱｶﾞｸｴﾝｼｮｳｷﾞｮｳｼﾞﾂﾑｾﾝﾓﾝ 1607 私立東亜学園商業実務専門学校 私立 兵庫県 神戸市
ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ ﾎﾞｳｾｲ 7434 私立東海大学付属望星高等学校 私立 東京都
ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｵｵｻｶｷﾞｮｳｾｲ 2466 私立東海大学附属大阪仰星高等学校 私立 大阪府
ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｼｽﾞｵｶｼｮｳﾖｳ 7411 私立東海大学付属静岡翔洋高等学校 私立 静岡県
ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｽﾜ 6429 私立東海大学付属諏訪高等学校 私立 長野県
ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾔﾏｶﾞﾀ 6418 私立東海大学山形高等学校 私立 山形県
ﾄｳｷｮｳﾉｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲﾆ 7452 私立東京農業大学第二高等学校 私立 群馬県
ﾄﾞｳｼｼｬ 3406 私立同志社高等学校 私立 京都府
ﾄﾞｳｼｼｬｺｳﾘ 2467 私立同志社香里高等学校 私立 大阪府
ﾄﾞｳｼｼｬｺｸｻｲ 3426 私立同志社国際高等学校 私立 京都府
ﾄﾞｳｼｼｬｼﾞｮｼ 3402 私立同志社女子高等学校 私立 京都府
ﾄｳﾀﾞｲｼﾞｶﾞｸｴﾝ 5405 私立東大寺学園高等学校 私立 奈良県
ﾄｳﾊﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 1113 兵庫県立東播工業高等学校 公立 兵庫県 加古川市
ﾄｳﾎｳｶﾞｸｴﾝｺｳﾄｳｾﾝｼｭｳ 7419 私立東放学園高等専修学校 私立 東京都
ﾄｳﾎｳｺｳﾄｳｾﾝｼｭｳ 2607 私立東朋高等専修学校 私立 大阪府
ﾄｳﾎｸ 6447 私立東北高等学校 私立 宮城県
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾋﾒｼﾞ 1444 私立東洋大学附属姫路高等学校 私立 兵庫県 姫路市
ﾄｳﾘﾝｶﾝ 8476 私立東林館高等学校 私立 広島県
ﾄｷﾜｷﾞｶﾞｸｴﾝ 6420 私立常盤木学園高等学校 私立 宮城県
ﾄｸｼﾏﾌﾞﾝﾘ 8439 私立徳島文理高等学校 私立 徳島県
ﾄｸﾌｳ 5429 私立徳風高等学校 私立 三重県
ﾄｺﾊｶﾞｸｴﾝｷｸｶﾜ 7418 私立常葉学園菊川高等学校 私立 静岡県
ﾄｻ 8460 私立土佐高等学校 私立 高知県
ﾄｯﾄﾘｹｲｱｲ 4424 私立鳥取敬愛高等学校 私立 鳥取県
ﾄｯﾄﾘｹﾝﾘﾖｳﾋﾞﾖｳｺｳﾄｳｾﾝｼｭｳ 4600 私立鳥取県理容美容高等専修学校 私立 鳥取県
ﾄｯﾄﾘｺｳｷﾞｮｳ 4003 鳥取県立鳥取工業高等学校 公立 鳥取県
ﾄｯﾄﾘｼｮｳｷﾞｮｳ 4004 鳥取県立鳥取商業高等学校 公立 鳥取県
ﾄｯﾄﾘｼﾞｮｳﾎｸ 4425 私立鳥取城北高等学校 私立 鳥取県
ﾄｯﾄﾘﾁｭｳｵｳｲｸｴｲ 4002 鳥取県立鳥取中央育英高等学校 公立 鳥取県
ﾄﾊﾞｼｮｳｾﾝｺｳﾄｳｾﾝﾓﾝｶﾞｯｺｳ 5300 国立鳥羽商船高等専門学校 国立 三重県
ﾄﾐｵｶﾋｶﾞｼ 8011 徳島県立富岡東高等学校 公立 徳島県
ﾄﾖｵｶ 1089 兵庫県立豊岡高等学校 公立 兵庫県 豊岡市
ﾄﾖｵｶｿｳｺﾞｳ 1160 兵庫県立豊岡総合高等学校 公立 兵庫県 豊岡市
ﾄﾖﾀｵｵﾀﾆ 7422 私立豊田大谷高等学校 私立 愛知県
ﾄﾜﾉﾓﾘｻﾝｱｲ 6419 私立とわの森三愛高等学校 私立 北海道
ﾅｶ 8016 徳島県立那賀高等学校 公立 徳島県
ﾅｶﾞｵﾀﾞﾆ 2496 私立長尾谷高等学校 私立 大阪府
ﾅｶﾞｻｷﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾁｭｳｶﾞｸ 8462 私立長崎日本大学中学・高等学校 私立 長崎県
ﾅｶﾞｻｷﾐﾅﾐ 8001 長崎県立長崎南高等学校 公立 長崎県
ﾅｶﾞﾀ 1009 兵庫県立長田高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ﾅｶﾞﾀｼｮｳｷﾞｮｳ 1132 兵庫県立長田商業高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ﾅｶﾞﾄ 8428 私立長門高等学校 私立 山口県
ﾅｺﾞﾔｵｵﾀﾆ 7431 私立名古屋大谷高等学校 私立 愛知県
ﾅｺﾞﾔｺｳｷﾞｮｳ 7449 私立名古屋工業高等学校 私立 愛知県
ﾅﾀﾞ 1415 私立灘高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ﾅﾀﾞｻｸﾗｼｴﾝ 1246 神戸市立灘さくら支援学校 公立 兵庫県 神戸市
ﾅﾆﾜ 2469 私立浪速高等学校 私立 大阪府
ﾅﾐｷｶﾞｸｲﾝ 8404 私立並木学院高等学校 私立 広島県
ﾅﾒﾘｶﾜ 6001 富山県立滑川高等学校 公立 富山県
ﾅﾗｲｸｴｲ 5400 私立奈良育英高等学校 私立 奈良県
ﾅﾗｶﾞｸｴﾝ 5411 私立奈良学園高等学校 私立 奈良県
ﾅﾗｼﾞｮｼ 5403 私立奈良女子高等学校 私立 奈良県
ﾅﾗﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 5404 私立奈良大学附属高等学校 私立 奈良県
ﾅﾗﾌﾞﾝｶ 5409 私立奈良文化高等学校 私立 奈良県
ﾅﾙｵ 1024 兵庫県立鳴尾高等学校 公立 兵庫県 西宮市
ﾅﾙﾄｳｽﾞｼｵ 8200 徳島県立鳴門渦潮高等学校 公立 徳島県
ﾅﾝﾖｳ 3000 京都府立南陽高等学校 公立 京都府
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ﾆｶﾞﾜｶﾞｸｲﾝ 1411 私立仁川学院高等学校 私立 兵庫県 西宮市
ﾆｼｺｳﾍﾞｺｳﾄｳﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1171 兵庫県立西神戸高等特別支援学校 公立 兵庫県 神戸市
ﾆｼﾉﾐﾔ 1023 兵庫県立西宮高等学校 公立 兵庫県 西宮市
ﾆｼﾉﾐﾔ 1214 西宮市立西宮高等学校 公立 兵庫県 西宮市
ﾆｼﾉﾐﾔｲﾏﾂﾞ 1027 兵庫県立西宮今津高等学校 公立 兵庫県 西宮市
ﾆｼﾉﾐﾔｶﾌﾞﾄﾔﾏ 1028 兵庫県立西宮甲山高等学校 公立 兵庫県 西宮市
ﾆｼﾉﾐﾔｷﾀ 1025 兵庫県立西宮北高等学校 公立 兵庫県 西宮市
ﾆｼﾉﾐﾔｺｳﾌｳ 1125 兵庫県立西宮香風高等学校 公立 兵庫県 西宮市
ﾆｼﾉﾐﾔｼｲｼｶｲｶﾝｺﾞｾﾝﾓﾝ 1610 私立西宮市医師会看護専門学校 私立 兵庫県 西宮市
ﾆｼﾉﾐﾔﾋｶﾞｼ 1215 西宮市立西宮東高等学校 公立 兵庫県 西宮市
ﾆｼﾉﾐﾔﾐﾅﾐ 1026 兵庫県立西宮南高等学校 公立 兵庫県 西宮市
ﾆｼﾉﾐﾔﾖｳｺﾞ 1231 西宮市立西宮養護学校 公立 兵庫県 西宮市
ﾆｼﾊﾘﾏﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1156 兵庫県立西はりま特別支援学校 公立 兵庫県 たつの市
ﾆｼﾔﾏｶﾞｸｲﾝ 6424 私立西山学院高等学校 私立 宮城県
ﾆｼﾔﾏﾄｶﾞｸｴﾝ 5413 私立西大和学園高等学校 私立 奈良県
ﾆｼﾖｼﾉﾉｳｷﾞｮｳ 5200 五條市立西吉野農業高等学校 公立 奈良県
ﾆｼﾜｷ 1057 兵庫県立西脇高等学校 公立 兵庫県 西脇市
ﾆｼﾜｷｷﾀ 1128 兵庫県立西脇北高等学校 公立 兵庫県 西脇市
ﾆｼﾜｷｺｳｷﾞｮｳ 1114 兵庫県立西脇工業高等学校 公立 兵庫県 西脇市
ﾆﾁﾅﾝｶﾞｸｴﾝ 8469 私立日南学園高等学校 私立 宮崎県
ﾆｯｺｳﾒｲﾎｳ 7002 栃木県立日光明峰高等学校 公立 栃木県
ﾆｯｾｲ 3433 私立日星高等学校 私立 京都府
ﾆｯﾀ 8432 私立新田高等学校 私立 愛媛県
ﾆﾎﾝｳｪﾙﾈｽ 8456 私立日本ウェルネス高等学校 私立 東京都
ﾆﾎﾝｷｮｳｲｸｶﾞﾞｸｲﾝ 5437 私立日本教育学院高等学校 私立 奈良県
ﾆﾎﾝｹﾞｲｼﾞｭﾂｺｳﾄｳｶﾞｸｴﾝ 7601 私立日本芸術高等学園 私立 東京都
ﾆﾎﾝｺｳｸｳ 7413 私立日本航空高等学校 私立 山梨県
ﾆﾎﾝｺｳｸｳｲｼｶﾜ 6408 私立日本航空高等学校石川 私立 石川県
ﾆﾎﾝﾁｮｳﾘｾｲｶｾﾝﾓﾝ 1619 私立日本調理製菓専門学校 私立 兵庫県 姫路市
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 6415 私立日本文理高等学校 私立 新潟県
ﾉｳｷﾞｮｳ 1102 兵庫県立農業高等学校 公立 兵庫県 加古川市
ﾉｰｽｱｼﾞｱﾀﾞｲｶﾞｸﾒｲｵｳ 6440 私立ノースアジア大学明桜高等学校 私立 秋田県
ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑｼﾞｮｶﾞｸｲﾝ 3410 私立ノートルダム女学院高等学校 私立 京都府
ﾉｼﾞｷﾞｸﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1138 兵庫県立のじぎく特別支援学校 公立 兵庫県 神戸市
ﾉｾ 2006 大阪府立豊中高等学校能勢分校 公立 大阪府
ﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝ 8493 私立野田学園高等学校 私立 山口県
ﾉﾍﾞｵｶｶﾞｸｴﾝ 8464 私立延岡学園高等学校 私立 宮崎県
ﾊﾞｲｶ 2477 私立梅花高等学校 私立 大阪府
ﾊｸﾘｮｳ 1440 私立白陵高等学校 私立 兵庫県 高砂市
ﾊｸﾞﾛ 6414 私立羽黒高等学校 私立 山形県
ﾊｺﾞﾛﾓｶﾞｸｴﾝ 2476 私立羽衣学園高等学校 私立 大阪府
ﾊﾁﾉﾍｶﾞｸｲﾝｺｳｾｲ 6421 私立八戸学院光星高等学校 私立 青森県
ﾊﾂｼﾊﾞﾄﾝﾀﾞﾊﾞﾔｼ 2417 私立初芝富田林高等学校 私立 大阪府
ﾊﾂｼﾊﾞﾊｼﾓﾄ 5428 私立初芝橋本高等学校 私立 和歌山
ﾊﾂｼﾊﾞﾘﾂﾒｲｶﾝ 2416 私立初芝立命館高等学校 私立 大阪府
ﾊﾅｿﾞﾉ 3420 私立花園高等学校 私立 京都府
ﾊﾏｻｶ 1092 兵庫県立浜坂高等学校 公立 兵庫県 美方郡新温泉町
ﾊﾏﾀﾞｽｲｻﾝ 8003 島根県立浜田水産高等学校 公立 島根県
ﾊﾘﾏﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1150 兵庫県立播磨特別支援学校 公立 兵庫県 たつの市
ﾊﾘﾏﾉｳｷﾞｮｳ 1103 兵庫県立播磨農業高等学校 公立 兵庫県 加西市
ﾊﾘﾏﾐﾅﾐ 1066 兵庫県立播磨南高等学校 公立 兵庫県 加古郡播磨町
ﾊﾝｱｲ 2200 大阪市立汎愛高等学校 公立 大阪府
ﾊﾝｼﾝｺﾔ 1168 兵庫県立阪神昆陽高等学校 公立 兵庫県 伊丹市
ﾊﾝｼﾝｺﾔﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1169 兵庫県立阪神昆陽特別支援学校 公立 兵庫県 伊丹市
ﾊﾝｼﾝﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1141 兵庫県立阪神特別支援学校 公立 兵庫県 西宮市
ﾊﾝﾅﾁｭｳｵｳｶﾝｺﾞｾﾝﾓﾝ 5601 私立阪奈中央看護専門学校 私立 奈良県
ﾊﾝﾅﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 2458 私立阪南大学高等学校 私立 大阪府
ﾋﾟｰｴﾙｶﾞｸｴﾝ 2480 私立ＰＬ学園高等学校 私立 大阪府
ﾋｴｲｻﾞﾝ 5425 私立比叡山高等学校 私立 滋賀県
ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲｶﾞｸｶｼﾜﾗ 2486 私立東大阪大学柏原高等学校 私立 大阪府
ﾋｶﾞｼｵｵﾀﾆ 2422 私立東大谷高等学校 私立 大阪府
ﾋｶﾞｼﾅﾀﾞ 1001 兵庫県立東灘高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ﾋｶﾞｼﾊﾘﾏ 1065 兵庫県立東播磨高等学校 公立 兵庫県 加古郡稲美町
ﾋｶﾞｼﾊﾘﾏﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1165 兵庫県立東はりま特別支援学校 公立 兵庫県 加古郡播磨町
ﾋｶﾞｼﾌｸｵｶ 8442 私立東福岡高等学校 私立 福岡県
ﾋｶﾞｼﾔﾏ 3408 私立東山高等学校 私立 京都府
ﾋｶﾐ 1101 兵庫県立氷上高等学校 公立 兵庫県 丹波市
ﾋｶﾐﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1145 兵庫県立氷上特別支援学校 公立 兵庫県 丹波市
ﾋｶﾐﾆｼ 1045 兵庫県立氷上西高等学校 公立 兵庫県 丹波市
ﾋｺﾈｿｳｺﾞｳ 5417 私立彦根総合高等学校 私立 滋賀県
ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝｼｭｳｶﾞｯｺｳｺｸｻｲｼﾞﾕｳｶﾞｸｴﾝ 1611 私立ﾋﾞｼﾞﾈｽ専修学校国際自由学園 私立 兵庫県 芦屋市

9/13



PDF
学校名カナ 学校番号 学校名 設立区分 都道府県 市郡(兵庫県のみ)

(2022.8.1時点)

ﾋﾀﾞｶ 1090 兵庫県立日高高等学校 公立 兵庫県 豊岡市
ﾋﾀﾞｼﾞｭﾝｶﾝｺﾞｶﾞｸｲﾝ 8600 私立日田准看護学院 私立 大分県
ﾋﾄﾂﾊﾞ 8495 私立一ツ葉高等学校 私立 熊本県
ﾋﾉﾓﾄｶﾞｸｴﾝ 1446 私立日ノ本学園高等学校 私立 兵庫県 姫路市
ﾋﾊﾞﾘｶﾞｵｶｶﾞｸｴﾝ 1400 私立雲雀丘学園高等学校 私立 兵庫県 宝塚市
ﾋﾏﾜﾘﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1243 三田市立ひまわり特別支援学校 公立 兵庫県 三田市
ﾋﾒｼﾞ 1219 姫路市立姫路高等学校 公立 兵庫県 姫路市
ﾋﾒｼﾞｷﾀ 1129 兵庫県立姫路北高等学校 公立 兵庫県 姫路市
ﾋﾒｼﾞｹｲｴｲｲﾘｮｳｾﾝﾓﾝ 1612 私立姫路経営医療専門学校 私立 兵庫県 姫路市
ﾋﾒｼﾞｺｳｷﾞｮｳ 1117 兵庫県立姫路工業高等学校 公立 兵庫県 姫路市
ﾋﾒｼﾞｼｷｻｲ 1075 兵庫県立姫路飾西高等学校 公立 兵庫県 姫路市
ﾋﾒｼﾞｼｮｳｷﾞｮｳ 1122 兵庫県立姫路商業高等学校 公立 兵庫県 姫路市
ﾋﾒｼﾞｼﾞｮｶﾞｸｲﾝ 1443 私立姫路女学院高等学校 私立 兵庫県 姫路市
ﾋﾒｼﾞｼﾗｻｷﾞﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1170 兵庫県立姫路しらさぎ特別支援学校 公立 兵庫県 姫路市
ﾋﾒｼﾞﾁｮｳｶｸﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1148 兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 公立 兵庫県 姫路市
ﾋﾒｼﾞﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1149 兵庫県立姫路特別支援学校 公立 兵庫県 姫路市
ﾋﾒｼﾞﾆｼ 1073 兵庫県立姫路西高等学校 公立 兵庫県 姫路市
ﾋﾒｼﾞﾋｶﾞｼ 1071 兵庫県立姫路東高等学校 公立 兵庫県 姫路市
ﾋﾒｼﾞﾍﾞｯｼｮ 1072 兵庫県立姫路別所高等学校 公立 兵庫県 姫路市
ﾋﾒｼﾞﾐﾅﾐ 1074 兵庫県立姫路南高等学校 公立 兵庫県 姫路市
ﾋﾒｼﾞﾘﾖｳﾋﾞﾖｳｾﾝﾓﾝ 1613 私立姫路理容美容専門学校 私立 兵庫県 姫路市
ﾋﾞｭｰﾃｨｰｱｰﾂｺｳﾍﾞﾆﾎﾝｺｳﾄｳﾋﾞﾖｳｾﾝﾓﾝ 1614 BEAUTY ARTS KOBE日本高等美容専門学校 私立 兵庫県 神戸市
ﾋｭｰﾏﾝｷｬﾝﾊﾟｽ 8472 私立ヒューマンキャンパス高等学校 私立 沖縄県
ﾋｭｰﾏﾝｷｬﾝﾊﾟｽﾉｿﾞﾐｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 7459 私立ヒューマンキャンパスのぞみ高等学校 私立 千葉県
ﾋｮｳｺﾞ 1004 兵庫県立兵庫高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ﾋｮｳｺﾞｺｳｷﾞｮｳ 1110 兵庫県立兵庫工業高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ﾋｮｳｺﾞﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｽﾏﾉｳﾗ 1434 私立兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ﾋﾖｼｶﾞｵｶ 3200 京都市立日吉ヶ丘高等学校 公立 京都府
ﾋﾗﾀﾁｮｳﾘｾﾝﾓﾝ 1615 私立平田調理専門学校 私立 兵庫県 赤穂郡上郡町
ﾋﾘｭｳ 7421 私立飛龍高等学校 私立 静岡県
ﾋﾛｼﾏｵﾝｶﾞｸ 8440 私立広島音楽高等学校 私立 広島県
ﾋﾛｼﾏｻﾝｲｸｶﾞｸｲﾝ 8403 私立広島三育学院高等学校 私立 広島県
ﾋﾛｼﾏｼｮｳｾﾝｺｳﾄｳｾﾝﾓﾝ 8303 国立広島商船高等専門学校 国立 広島県
ﾋﾛｼﾏｼｮｳﾖｳ 8400 私立広島翔洋高等学校 私立 広島県
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾌｸﾔﾏ 8300 国立広島大学附属福山高等学校 国立 広島県
ﾌﾟｰﾙｶﾞｸｲﾝ 2481 私立プール学院高等学校 私立 大阪府
ﾌｶｻﾜ 7000 東京都立深沢高等学校 公立 東京都
ﾌｷｱｲ 1201 神戸市立葺合高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ﾌｸｲｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾌｸｲ 6434 私立福井工業大学附属福井高等学校 私立 福井県
ﾌｸｵｶﾀﾞｲｲﾁ 8422 私立福岡第一高等学校 私立 福岡県
ﾌｸｻｷ 1083 兵庫県立福崎高等学校 公立 兵庫県 神崎郡福崎町
ﾌｸﾁﾔﾏｲｼｶｲｶﾝｺﾞｺｳﾄｳｾﾝｼｭｳ 3600 私立福知山医師会看護高等専修学校 私立 京都府
ﾌｸﾁﾔﾏｼｭｸﾄｸ 3431 私立福知山淑徳高等学校 私立 京都府
ﾌｸﾁﾔﾏｾｲﾋﾞ 3429 私立福知山成美高等学校 私立 京都府
ﾌｸﾄｸ 8492 私立福徳学院高等学校 私立 大分県
ﾌｼﾞｲｶﾞｸｴﾝｻﾝｶﾞﾜ 8410 私立藤井学園寒川高等学校 私立 香川県
ﾌｼﾞｲﾃﾞﾗｺｳｶ 2007 大阪府立藤井寺工科高等学校 公立 大阪府
ﾌｼﾞｴﾀﾞｼﾞｭﾝｼﾝ 7441 私立藤枝順心高等学校 私立 静岡県
ﾌｼﾞｴﾀﾞﾒｲｾｲ 7429 私立藤枝明誠高等学校 私立 静岡県
ﾌｼﾞｶﾞｸｴﾝ 7451 私立富士学苑高等学校 私立 山梨県
ﾌﾁｭｳﾋｶﾞｼ 8005 広島県立府中東高等学校 公立 広島県
ﾌﾞﾝﾄｸ 8457 私立文徳高等学校 私立 熊本県
ﾍｲｱﾝｼﾞｮｶﾞｸｲﾝ 3403 私立平安女学院高等学校 私立 京都府
ﾍﾝﾄﾅ 8012 沖縄県立辺土名高等学校 公立 沖縄県
ﾎｳｵｳ 8416 私立鳳凰高等学校 私立 鹿児島
ﾎｳｼﾞｮｳ 1070 兵庫県立北条高等学校 公立 兵庫県 加西市
ﾎｳﾄｸｶﾞｸｴﾝ 1404 私立報徳学園高等学校 私立 兵庫県 西宮市
ﾎｸｾｲｶﾞｸｴﾝﾖｲﾁ 6402 私立北星学園余市高等学校 私立 北海道
ﾎｸｾﾂｻﾝﾀﾞ 1041 兵庫県立北摂三田高等学校 公立 兵庫県 三田市
ﾎｸﾘｸ 6426 私立北陸高等学校 私立 福井県
ﾎｯｶｲﾄﾞｳｵﾀﾙｽｲｻﾝ 6003 北海道立北海道小樽水産高等学校 公立 北海道
ﾎｯｶｲﾄﾞｳｻｶｴ 6403 私立北海道栄高等学校 私立 北海道
ﾎｯｶｲﾄﾞｳｼｽﾞﾅｲﾉｳｷﾞｮｳ 6000 北海道立北海道静内農業高等学校 公立 北海道
ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾅﾖﾛｻﾝｷﾞｮｳ 6002 北海道立北海道名寄産業高等学校 公立 北海道
ﾎﾏﾚ 7457 私立誉高等学校 私立 愛知県
ﾏｲｺ 1014 兵庫県立舞子高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ﾏｲﾂﾞﾙｺｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｾﾝﾓﾝ 3300 国立舞鶴工業高等専門学校 国立 京都府
ﾏｽﾀﾞﾋｶﾞｼ 8407 私立益田東高等学校 私立 島根県
ﾏｯﾀ 2010 大阪府立茨田高等学校 公立 大阪府
ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ 6437 私立松本国際高等学校 私立 長野県
ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲｲﾁ 6422 私立松本第一高等学校 私立 長野県
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ﾏﾂﾔﾏｶﾞｸｲﾝ 8496 私立松山学院高等学校 私立 愛媛県
ﾏﾂﾔﾏｾｲﾘｮｳ 8415 私立松山聖陵高等学校 私立 愛媛県
ﾏﾔﾋｮｳｺﾞ 1207 神戸市立摩耶兵庫高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ﾐｶｹﾞ 1000 兵庫県立御影高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ﾐｷ 1059 兵庫県立三木高等学校 公立 兵庫県 三木市
ﾐｷｷﾀ 1060 兵庫県立三木北高等学校 公立 兵庫県 三木市
ﾐｷﾋｶﾞｼ 1061 兵庫県立三木東高等学校 公立 兵庫県 三木市
ﾐﾅﾄｶﾞﾜ 1124 兵庫県立湊川高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ﾐﾅﾐｳﾜ 8017 愛媛県立南宇和高等学校 公立 愛媛県
ﾐﾅﾐｵｵｽﾐ 8014 鹿児島県立南大隅高等学校 公立 鹿児島
ﾐﾉｵｶﾞｸｴﾝ 2482 私立箕面学園高等学校 私立 大阪府
ﾐﾉｵｼﾞﾕｳｶﾞｸｴﾝ 2483 私立箕面自由学園高等学校 私立 大阪府
ﾐﾉｼﾏ 5001 和歌山県立箕島高等学校 公立 和歌山
ﾐﾎﾋﾞｶﾞｸｲﾝﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸ 5431 私立ＭＩＨＯ美学院中等教育学校 私立 滋賀県
ﾐﾔｺﾉｼﾞｮｳ 8489 私立都城高等学校 私立 宮崎県
ﾐﾔｻﾞｷｶﾞｸｴﾝ 8450 私立宮崎学園高等学校 私立 宮崎県
ﾐﾔｻﾞｷﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 8471 私立宮崎日本大学高等学校 私立 宮崎県
ﾐｮｳｼﾞｮｳ 2420 私立明星高等学校 私立 大阪府
ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 1407 私立武庫川女子大学附属高等学校 私立 兵庫県 西宮市
ﾑｺｶﾞﾜﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1172 兵庫県立むこがわ特別支援学校 公立 兵庫県 西宮市
ﾑｺﾉｿｳｿｳｺﾞｳ 1159 兵庫県立武庫荘総合高等学校 公立 兵庫県 尼崎市
ﾑﾗｵｶ 1093 兵庫県立村岡高等学校 公立 兵庫県 美方郡香美町
ﾒｲｺｳｶﾞｸｴﾝ 8481 私立明光学園高等学校 私立 福岡県
ﾒｲｼｭｳｶﾞｸｴﾝﾋﾀﾁ 7443 私立明秀学園日立高等学校 私立 茨城県
ﾒｲｼﾞｮｳｶﾞｸｲﾝ 2484 私立明浄学院高等学校 私立 大阪府
ﾒｲｾｲ 2419 私立開明高等学校 私立 大阪府
ﾒｲｾｲ 7456 私立明聖高等学校 私立 千葉県
ﾒｲｾｲｶﾞｸｲﾝ 4406 私立明誠学院高等学校 私立 岡山県
ﾒｲﾄｸｷﾞｼﾞｭｸ 8413 私立明徳義塾高等学校 私立 高知県
ﾒｲﾎｳｶﾝ 8447 私立明蓬館高等学校 私立 東京都
ﾒｸﾞﾛﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 7428 私立目黒日本大学高等学校 私立 東京都
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲﾝ 2487 私立桃山学院高等学校 私立 大阪府
ﾓﾘｵｶﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 6435 私立盛岡大学附属高等学校 私立 岩手県
ﾓﾘｵｶﾁｭｳｵｳ 6405 私立盛岡中央高等学校 私立 岩手県
ﾔｶﾐ 8020 島根県立矢上高等学校 公立 島根県
ﾔｸｼﾏｵｵｿﾞﾗ 8420 私立屋久島おおぞら高等学校 私立 愛知県
ﾔｼﾏｶﾞｸｴﾝ 2494 私立八洲学園高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ﾔｼﾏｶﾞｸｴﾝﾀﾞｲｶﾞｸｺｸｻｲ 8436 私立八洲学園大学国際高等学校 私立 沖縄県
ﾔｼﾛ 1069 兵庫県立社高等学校 公立 兵庫県 加東市
ﾔｽﾞ 4000 鳥取県立八頭高等学校 公立 鳥取県
ﾔﾅｲｶﾞｸｴﾝ 8459 私立柳井学園高等学校 私立 山口県
ﾔﾅｶﾞﾜ 8484 私立柳川高等学校 私立 福岡県
ﾔﾅｷﾞｶﾞｳﾗ 8427 私立柳ヶ浦高等学校 私立 大分県
ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝｺｳｼﾞｮｳ 8466 私立山口県鴻城高等学校 私立 山口県
ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝｻｸﾗｶﾞｵｶ 8477 私立山口県桜ヶ丘高等学校 私立 山口県
ﾔﾏｻｷ 1108 兵庫県立山崎高等学校 公立 兵庫県 宍粟市
ﾔﾏｻｷﾌﾞﾝｶｾﾝﾓﾝ 1618 私立山崎文化専門学校 私立 兵庫県 宍粟市
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 7439 私立山梨学院大学附属高等学校 私立 山梨県
ﾔﾏﾍﾞ 5003 奈良県立山辺高等学校 公立 奈良県
ﾕｳｼｺｸｻｲ 8445 私立勇志国際高等学校 私立 熊本県
ﾕｳｾｲ 8473 私立祐誠高等学校 私立 福岡県
ﾕｳｾｲｼｴﾝ 1225 神戸市立友生支援学校 公立 兵庫県 神戸市
ﾕｹﾞｼｮｳｾﾝｺｳﾄｳｾﾝﾓﾝｶﾞｯｺｳ 8301 国立弓削商船高等専門学校 国立 愛媛県
ﾕﾒｻｷ 1086 兵庫県立夢前高等学校 公立 兵庫県 姫路市
ﾕﾒﾉﾀﾞｲ 1003 兵庫県立夢野台高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ﾕﾘｶﾞｸｲﾝ 1403 私立百合学院高等学校 私立 兵庫県 尼崎市
ﾖｳｶ 1094 兵庫県立八鹿高等学校 公立 兵庫県 養父市
ﾖｳｼｶﾝ 8435 私立楊志館高等学校 私立 大分県
ﾖｶﾜ 1068 兵庫県立吉川高等学校 公立 兵庫県 三木市
ﾖﾄﾞｶﾞﾜｸｲｼｶｲｶﾝｺﾞｾﾝﾓﾝ 2616 私立淀川区医師会看護専門学校 私立 大阪府
ﾖﾄﾞｼｮｳｷﾞｮｳ 2202 大阪市立淀商業高等学校 公立 大阪府
ﾖﾅｺﾞｷﾀ 4426 私立米子北高等学校 私立 鳥取県
ﾖﾅｺﾞｺｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｾﾝﾓﾝ 4300 国立米子工業高等専門学校 国立 鳥取県
ﾖﾅｺﾞｼｮｳｲﾝ 4428 私立米子松蔭高等学校 私立 鳥取県
ﾖﾅｺﾞﾎｸﾄ 4429 私立米子北斗高等学校 私立 鳥取県
ﾖﾖｷﾞ 7425 私立代々木高等学校 私立 三重県
ﾗｸｾｲ 3401 私立洛星高等学校 私立 京都府
ﾗｸﾅﾝ 3418 私立洛南高等学校 私立 京都府
ﾗｸﾖｳｿｳｺﾞｳ 3412 私立洛陽総合高等学校 私立 京都府
ﾘｾｲｼｬ 2490 私立履正社高等学校 私立 大阪府
ﾘｯｼｮｳﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝ 8405 私立立正大学淞南高等学校 私立 島根県
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ﾘﾂﾒｲｶﾝ 3400 私立立命館高等学校 私立 京都府
ﾘﾂﾒｲｶﾝｳｼﾞ 3425 私立立命館宇治高等学校 私立 京都府
ﾘﾂﾒｲｶﾝｹｲｼｮｳ 6433 私立立命館慶祥高等学校 私立 北海道
ﾘﾂﾒｲｶﾝﾓﾘﾔﾏ 5422 私立立命館守山高等学校 私立 滋賀県
ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸﾍｲｱﾝ 3416 私立龍谷大学付属平安高等学校 私立 京都府
ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｶｼﾜ 7455 私立流通経済大学付属柏高等学校 私立 千葉県
ﾘﾗｿｳｿﾞｳｹﾞｲｼﾞｭﾂ 5603 私立りら創造芸術高等学校 私立 和歌山
ﾙｰﾃﾙｶﾞｸｲﾝ 8453 私立ルーテル学院高等学校 私立 熊本県
ﾙﾈｻﾝｽ 7415 私立ルネサンス高等学校 私立 茨城県
ﾙﾈｻﾝｽｵｵｻｶ 2502 私立ルネサンス大阪高等学校 私立 大阪府
ﾙﾈｻﾝｽﾄﾖﾀ 7436 私立ルネサンス豊田高等学校 私立 愛知県
ﾚｲﾀｸ 7405 私立麗澤高等学校 私立 千葉県
ﾚｲﾀｸﾐｽﾞﾅﾐ 7407 私立麗澤瑞浪高等学校 私立 岐阜県
ﾛｯｺｳｱｲﾗﾝﾄﾞ 1200 神戸市立六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ高等学校 公立 兵庫県 神戸市
ﾛｯｺｳｶﾞｸｲﾝ 1416 私立六甲学院高等学校 私立 兵庫県 神戸市
ﾜｲｴﾑｼｰｴｰｶﾞｸｲﾝ 2495 私立ＹＭＣＡ学院高等学校 私立 大阪府
ﾜｵｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 4432 私立ワオ高等学校 私立 岡山県
ﾜｶﾔﾏﾅﾝﾘｮｳ 5439 私立和歌山南陵高等学校 私立 和歌山
ﾜｹｼｽﾞﾀﾆ 4006 岡山県立和気閑谷高等学校 公立 岡山県
ﾜｾｶﾞｸ 7435 私立わせがく高等学校 私立 東京都
ﾜｾﾀﾞｾﾂﾘｮｳ 2414 私立早稲田摂陵高等学校 私立 大阪府
ﾜﾀﾞﾔﾏ 1123 兵庫県立和田山高等学校 公立 兵庫県 朝来市
ﾜﾀﾞﾔﾏﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ 1154 兵庫県立和田山特別支援学校 公立 兵庫県 朝来市
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