
愛知県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

73 ・東海高等学校(普通科)

72 ・旭丘高等学校(普通科)・滝高等学校(普通科)・岡崎高等学校(普通科)

71 ・明和高等学校(普通科)・一宮高等学校(普通科)・名古屋市立向陽高等学校(国際科学科科)

70 ・刈谷高等学校(普通科)・時習館高等学校(普通科)

69 ・名古屋市立向陽高等学校(普通科)

68 ・半田高等学校(普通科)・名古屋市立菊里高等学校(普通科)・瑞陵高等学校(普通科)・千種高等学校(普通科)

67
・豊田西高等学校(普通科)・一宮西高等学校(普通科)・名古屋高等学校(普通科文理選抜コース)

・名城大学附属高等学校(普通科特別進学クラス/普通科スーパーサイエンスクラス)

66 ・中京大学附属中京高等学校(普通科特進コース)

65
・西春高等学校(普通科)・愛知工業大学名電高等学校(普通科特別進学コース/普通科選抜コース)・名古屋市立桜台高等学校(普通科)

・岡崎北高等学校(普通科)・愛知高等学校(普通科)・中京大学附属中京高等学校（普通科・国際コース）

64
・中部大学春日丘高等学校(普通科啓明コース)・西尾高等学校(普通科)・旭野高等学校(普通科)

・豊田工業高等専門学校(電気･電子システム工学科/機械工学科/情報工学科)・名古屋高等学校(普通科文理コース)

・名古屋市立名東高等学校(普通科)・五条高等学校(普通科)・千種高等学校(国際教養科)

63
・豊橋東高等学校(普通科)・横須賀高等学校(普通科)・豊田工業高等専門学校(建築学科/環境都市工学科)

・安城学園岡崎城西高等学校(普通科特進Zコース)・昭和高等学校(普通科)

62 ・天白高等学校(普通科)・星城高等学校(普通科仰星コース)・江南高等学校(普通科)・刈谷北高等学校(国際教養科)

61
・椙山女学園高等学校(普通科)・一宮興道高等学校(普通科)・中京大学附属中京高等学校(普通科進学コース)

・東邦高等学校(普通科文理特進コース)・名古屋市立名東高等学校(国際英語科)・名古屋大学教育学部附属高等学校(普通科)

・春日井高等学校(普通科)・名城大学附属高等学校(普通科一般進学クラス)・知立東高等学校(普通科)

60
・豊丘高等学校(普通科)・豊田北高等学校(普通科)・名古屋南高等学校(普通科)・松蔭高等学校(普通科)

・大成高等学校(普通科ラトナディアコース)・刈谷北高等学校(普通科)・国府高等学校(普通科)・津島高等学校(普通科)

59
・中部大学春日丘高等学校(普通科特進コース)・豊橋南高等学校(普通科)・愛知工業大学名電高等学校(普通科普通コース)

・安城東高等学校(普通科)・豊川高等学校(普通科特進コース特進選抜クラス)・愛知啓成高等学校(普通科サミッティアコース)

58
・中部大学春日丘高等学校(普通科国際コース)・旭丘高等学校(美術科)・名古屋西高等学校(普通科)・清林館高等学校(普通科文理特進コース)

・聖霊高等学校(普通科)・一宮南高等学校(普通科)・光ケ丘女子高等学校(国際教養科)・岡崎西高等学校(普通科)

・栄徳高等学校(普通科Super文理コース)・桜花学園高等学校(普通科特進コース)・高蔵寺高等学校(普通科) ・桜丘高等学校(普通科英数コース)

57
・杜若高等学校(普通科文理コース)・成章高等学校(普通科)・安城学園岡崎城西高等学校(普通科特進Yコース)

・小坂井高等学校(普通科)・新川高等学校(普通科)・星城高等学校(普通科アスリート特進コース)

56
・東海南高等学校(普通科)・豊田南高等学校(普通科)・名城大学附属高等学校(総合学科/普通科国際クラス)

・大成高等学校(普通科英語グローバルフューチャーコース)・小牧南高等学校(普通科) ・星城高等学校(普通科特進コース)

55
・春日井南高等学校(普通科)・半田東高等学校(普通科)・明和高等学校(音楽科)

・東海学園高等学校(普通科飛翔コース)・名古屋経済大学市邨高等学校(普通科特進コース)・名古屋経済大学高蔵高等学校(普通科特進コース)

・名古屋女子大学高等学校(普通科特別進学コース) ・熱田高等学校(普通科)

54

・阿久比高等学校(普通科)・西尾東高等学校(普通科)・愛知工業大学名電高等学校(科学技術科/情報科学科)・安城高等学校(普通科)

・至学館高等学校(普通科アドバンスコース) ・長久手高等学校(普通科)	・日進西高等学校(普通科)

・豊川高等学校(普通科特進コース特進クラス)・名古屋市立菊里高等学校(音楽科)

・大府高等学校(普通科)・木曽川高等学校(普通科)・愛知教育大学附属高等学校(普通科)

53

・桃陵高等学校(衛生看護科)・中村高等学校(普通科)・東海学園高等学校(普通科留学コース)・名古屋市立北高等学校(普通科)

・名古屋市立緑高等学校(普通科)・光ヶ丘女子高等学校(普通科文理･福祉コース)・藤ノ花女子高等学校(普通科特進コース)

・愛知啓成高等学校(普通科グローバルコース)・津島東高等学校(普通科)・清林館高等学校(普通科国際コース/普通科文理選抜コース)

・東邦高等学校(普通科普通コース)

52
・常滑高等学校(普通科)・中部大学春日丘高等学校(普通科進学コース)・丹羽高等学校(普通科)・尾北高等学校(国際教養科)

・至学館高等学校(普通科留学コース)・岡崎学園高等学校(普通科特進コースⅠ類，Ⅱ類)・岡崎東高等学校(総合学科)

・栄徳高等学校(普通科普通コース選抜クラス)

51
・豊田高等学校(普通科)・杜若高等学校(普通科特進コース)・豊田東高等学校(総合学科)・尾北高等学校(普通科)

・一宮高等学校(ファッション創造科)・名古屋女子大学高等学校(普通科総合進学コース)

・名古屋市立西陵高等学校(総合学科)・大成高等学校(普通科プラウディアコース)・瑞陵高等学校(食物科)

50
・愛知商業高等学校(商業全科)・名古屋市立工芸高等学校(情報科/インテリア科/デザイン科/電子機械科/グラフィックアーツ科)

・名古屋市立桜台高等学校(ファッション文化科) ・名古屋大谷高等学校(普通科特別進学コース)

49

・東郷高等学校(普通科)・豊橋西高等学校(普通科)・美和高等学校(普通科)・名古屋国際高等学校(普通科)

・名古屋経済大学高蔵高等学校(普通科進学コース)・名古屋市立工芸高等学校(建築システム科/都市システム科)

・名古屋市立山田高等学校(普通科)・鶴城丘高等学校(総合学科)・桜丘高等学校(普通科普通コース/音楽科)・春日井東高等学校(普通科)

・蒲郡東高等学校(普通科)・桜花学園高等学校(普通科進学コース)・国府高等学校(総合ビジネス科)

・瀬戸西高等学校(普通科)・東邦高等学校(普通科健康人間コース/美術科)

48

・成章高等学校(総合ビジネス科)・碧南高等学校(普通科)・亭栄高等学校(普通科特進飛翔コース)・御津高等学校(国際教養科)

・一宮北高等学校(普通科)・安城学園岡崎城西高等学校(普通科学習Xコース)・豊橋商業高等学校(商業全科)

・名古屋市立富田高等学校(普通科)・名古屋市立名古屋商業高等学校(商業全科)・名古屋国際高等学校(普通科)

・岩倉総合高等学校(総合学科)・日本福祉大学付属高等学校(普通科)・大府東高等学校(普通科)・岡崎商業高等学校(商業全科)

・愛知黎明高等学校(看護科)・愛知啓成高等学校（普通科・普通進学コース）

47

・豊明高等学校(普通科)・鳴海高等学校(普通科)・御津高等学校(普通科)・至学館高等学校(普通科進学コース/普通科スポーツサイエンスコース)

・聖カピタニオ女子高等学校(普通科普通コース/普通科英語コース)・東海学園高等学校(普通科明照コース)・同朋高等学校(普通科)

・名古屋経済大学市邨高等学校(普通科文理コース)・名古屋国際高等学校(国際教養科)

・栄徳高等学校(普通科普通コース進学クラス)・小牧高等学校(普通科)・愛知総合工科高等学校(全科)・知立高等学校(総合学科)

・津島北高等学校(普通科)・星城高等学校（普通科アスリート特進コース）

46

・桃陵高等学校(ヒューマンケア科)・豊野高等学校(普通科)・愛知みずほ大学瑞穂高等学校(普通科進学Aコース)・安城南高等学校(普通科)

・清林館高等学校(普通科進学総合コース)・大同大学大同高等学校(普通科特進エクセレントコース)・安城学園高等学校(普通科)

・名古屋大谷高等学校(普通科特別選抜コース)・春日井西高等学校(普通科)・知多翔洋高等学校(総合学科)

・豊田大谷高等学校(普通科特別選抜コース)

45
・東海商業高等学校(商業全科)・豊橋工業高等学校(機械科･電子機械科/電気科･電子工学科) ・杏和高等学校(総合学科)

・愛知工業大学名電高等学校(普通科スポーツコース)・一宮工業高等学校(電気科/機械科/建築科･土木科)・一宮商業高等学校(商業全科)

・犬山高等学校(普通科)・名古屋市立工業高等学校(自動車科)・藤ノ花女子高等学校(食物科)・木曽川高等学校(総合ビジネス科)

44

・豊田工業高等学校(工業全科)・豊橋工業高等学校(建築科･土木科)・豊橋南高等学校(生活デザイン科)・武豊高等学校(普通科)

・成章高等学校(生活文化科)・半田商業高等学校(商業全科)・碧南工業高等学校(機械科)・亭栄高等学校(普通科躍進選抜コース)

・惟信高等学校(普通科)・至学館高等学校(家政科/商業科)・修文女子高等学校(普通科/情報会計科)・星城高等学校(普通科普通コース)

・大同大学大同高等学校(普通科大同大学進学コース)・中部大第一高等学校(普通科特進コース)・安城学園高等学校(商業科)

・豊川高等学校(普通科総合進学コース/普通科スポーツ選抜コース)・名古屋経済大学市邨高等学校(普通科キャリアデザインコース)

・名古屋市立工業高等学校(情報技術科)・藤ノ花女子高等学校(普通科/生活情報科)・豊丘高等学校(生活文化科)

43

・常滑高等学校(デザイン科)・中川商業高等学校(商業全科)・中部大学第一高等学校(普通科一貫コース)

・碧南工業高等学校(電子工学科/建築科/環境工学科)・修文女子高等学校(家政科/食物調理科)

・同朋高等学校(商業科/音楽科)・名古屋市立工業高等学校(機械科)・名古屋経済大学高蔵高等学校(商業科)

・名古屋大谷高等学校(普通科文理進学コース/普通科福祉医療進学コース)・名古屋市立若宮商業高等学校(商業全科)

・岡崎学園高等学校(普通科ベーシック進学コース/普通科スポーツ進学コース)・誉高等学校(普通科進学コース)

・蒲郡高等学校(総合学科)・吉良高等学校(普通科)・幸田高等学校(普通科)・瀬戸高等学校(普通科)

・津島北高等学校(総合ビジネス科)

42

・菊華高等学校(情報ビジネス科)・福江高等学校(普通科)・三好高等学校(普通科)・緑丘高等学校(総合学科)

・愛知産業大学三河高等学校(普通科)・安城高等学校(生活文化科)	・宝陵高等学校(衛生看護科)

・大同大学大同高等学校(機械科･電子情報デザイン科/普通科文理進学コース)

・稲沢東高等学校(普通科)・犬山高等学校(総合ビジネス科)・犬山南高等学校(普通科)・岩津高等学校(調理国際科)

・豊田大谷高等学校(普通科情報メディアコース/普通科人間福祉コース/普通科生活文化コース)

・名古屋市立工業高等学校(環境技術科/電子機械科/電気科)・誉高等学校(普通科総合オフィスコース)

・刈谷工業高等学校(電気科/機械科･自動車科)・起工業高等学校(機械科･電子機械科/電子工学科/化学工業科/デザイン科)

・古知野高等学校(総合ビジネス科)・猿投農林高等学校(環境デザイン科/農業科/林産工芸科/生活科学科)	・杜若高等学校(普通科創造コース)

・新城有教館高等学校（総合学科「文理系」）

41

・常滑高等学校(セラミックアーツ科)・豊川工業高等学校(工業全科)・菊華高等学校(普通科総合進学コース)・尾西高等学校(普通科)

・名南工業高等学校(機械科/電気科･エネルギーシステム･エネルギー化学科)・愛知産業大学工業高等学校(電気科･電子科/機械科)

・愛知産業大学三河高等学校(電気科/情報処理科)・愛知みずほ大学瑞穂高等学校(普通科進学Bコース)

・安城農林高等学校(農業科･園芸科/フラワーサイエンス科/食品科学科/動物科学科/森林環境科)・一色高等学校(普通科)

・稲沢高等学校(園芸科/農業土木科/環境デザイン科)・豊橋中央高等学校(普通科)・名古屋大谷高等学校(商業科)・大府高等学校(生活文化科)

・愛知黎明高等学校(衛生看護科)・岡崎工業高等学校(機械デザイン科/電気科･情報技術科/化学工業科/機械科/土木科)

・春日井商業高等学校(商業全科)・古知野高等学校(生活文化科/福祉科)・佐織工業高等学校(機械科･電子機械科/建築科/電子工学科)

・瀬戸北総合高等学校(総合学科)・愛知啓成高等学校(生活文化科[ライフクリエータ]/商業科[ビジネスコンピュータ])

・碧南高等学校（総合ビジネス科）

40

・南陽高等学校(総合学科)・半田工業高等学校(電子機械科/電気科/土木科･建築科)・足助高等学校(普通科)・東浦高等学校(普通科)

・松平高等学校(普通科)・三好高等学校(スポーツ科学科)・守山高等学校(普通科)・誠信高等学校(普通科)・稲沢高等学校(生活科学科)

・愛知みずほ大学瑞穂高等学校(普通科生活インフォメーション/商業科)・豊田大谷高等学校(普通科文理コース)

・海翔高等学校(普通科/福祉科)・田口高等学校（普通科）

・名古屋工業高等学校(電気科/情報技術科/機械科/建築科)・岩津高等学校(普通科/生活デザイン科)・愛知黎明高等学校(普通科)

・春日井工業高等学校(工業全科)・小牧工業高等学校(機械科･航空産業科･自動車科/電気科･情技術科/化学工業科)・衣台高等学校(普通科)

・佐屋高等学校(生物生産科･園芸科学科/生活文化科)・瀬戸窯業高等学校(総合ビジネス科)・高浜高等学校(普通科/福祉科)

・新城有教館高等学校(総合学科[専門系])	・中部大学第一高等学校(普通科進学コース)

39

・菊華高等学校(普通科保育･福祉コース/普通科アクトコース/普通科スポーツコース)・宝陵高等学校(福祉科)・日進高等学校(普通科)

・半田農業高等学校(食品科学科/農業科学科/施設園芸科/生活科学科)・亭栄高等学校(普通科栄進文理コース/商業科/機械科)

・松平高等学校(ライフコーディネート科)・渥美農業高等学校(食品科学科)・中部大学第一高等学校(機械電気システム科)

・豊橋中央高等学校(家政科)・名古屋工業高等学校(土木科)・内海高等学校(普通科)

・加茂丘高等学校(普通科)・吉良高等学校(生活文化科)・佐屋高等学校(ライフコーディネート科)

・瀬戸窯業高等学校(電子機械科･新素材工学科/デザイン科)

38
・三谷水産高等学校(海洋科学科/海洋資源科/情報通信科/水産食品科)

・渥美農業高等学校(農業･施設園芸科/生活科学科)・一色高等学校(生活デザイン科)

37 ・新城東高等学校作手校舎(人と自然科)

36 ・啓明学館高等学校(普通科/商業科)

35 ・田口高等学校(林業科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



青森県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

71 ・青森高等学校(普通科)

70 ・八戸高等学校(普通科)

69 ・弘前高等学校(普通科)

64
・八戸工業高等専門学校(機械工学科/電気情報工学科/物質工学科/設備環境科)

・八戸北高等学校(普通科)・八戸工業大学第二高等学校(普通科スーパーカレッジコース)

63 ・青森東高等学校(普通科)

62 ・青森南高等学校(普通科)・八戸東高等学校(普通科) ・五所川原高等学校(普通科･理数科)

61 ・弘前中央高等学校(普通科)

60 ・三本木高等学校(普通科)・八戸東高等学校(表現科)・弘前南高等学校(普通科)

59 ・青森南高等学校(外国語科)・八戸西高等学校(普通科)

57 ・八戸聖ウルスラ学院高等学校(普通科SAコース)

56 ・弘前工業高等学校(情報技術科)・青森山田高等学校(普通科特進コース)

55
・青森北高等学校(普通科)・木造高等学校(総合学科)・八戸工業大学第二高等学校(普通科アクティブカレッジコース)

・弘前実業高等学校(商業科/情報処理科)

54
・青森工業高等学校(情報技術科)・八戸工業高等学校(電子科/情報技術科)・弘前工業高等学校(建築科)

・三沢高等学校(普通科)・八戸工業大学第二高等学校(普通科カレッジコース)・八戸聖ウルスラ学院高等学校(英語科)

53
・青森西高等学校(普通科)・田名部高等学校(普通科)・弘前実業高等学校(スポーツ科学科)・千葉学園高等学校(看護科)

・八戸工業高等学校(機械科/電子機械科)

・青森北高等学校(スポーツ科学科)・青森工業高等学校(電子機械科)・八戸聖ウルスラ学院高等学校(普通科LAコース)

52 ・八戸工業高等学校(電気科/土木建築科土木コース/土木建築科建築コース)・弘前工業高等学校(機械科/電気科/電子科)

・八戸西高等学校(スポーツ科学科) ・弘前実業高等学校(服飾デザイン科)

51 ・青森工業高等学校(機械科)・八戸商業高等学校(情報処理科)

50
・青森工業高等学校(電気科)・青森中央高等学校(総合学科)・黒石高等学校(看護科)・八戸工業高等学校(材料技術科)

・八戸商業高等学校(商業科)・弘前学院聖愛高等学校(普通科特進コース)

49
・青森明の星高等学校(英語科)・青森工業高等学校(都市環境科)・弘前工業高等学校(土木科)

・三沢商業高等学校(商業科･情報科)・東奥学園高等学校(普通科特進コース)・東奥義塾高等学校(普通科)

48
・黒石高等学校(普通科)・五所川原工業高等学校(機械科/電子機械科/電気科/情報技術科)・十和田西高等学校(普通科)・青森工業高等学校(電子科)

・弘前実業高等学校(家庭科学科)

47
・青森工業高等学校(建築科)・青森商業高等学校(商業科･情報処理科)・三戸高等学校(普通科)

・五所川原第一高等学校(普通科特別進学コース)・弘前学園聖愛高等学校(普通科一般コース)

46 ・八戸学院光星高等学校(普通科特別進学コース)

45 ・黒石商業高等学校(商業科･情報処理科)・松風塾高等学校(普通科特別進学コース)　・弘前実業高等学校(農業経営科)

44 ・大湊高等学校(総合学科) ・青森明の星高等学校(普通科) 　　

43
・鰺ヶ沢高等学校(普通科)・黒石商業高等学校(情報デザイン科)・五戸高等学校(普通科)・十和田西高等学校(観光科)・中里高等学校(普通科)

・百石高等学校(普通科)・六戸高等学校(普通科)・青森北高等学校今別校舎(普通科)・七戸高等学校(総合学科)

・三本木農業高等学校(植物科学科/動物科学科/農業機械科/環境土木科/農業経済科)・八戸水産高等学校(海洋生産科/水産食品科/水産工学科)

42 ・十和田工業高等学校(機械･エネルギー科/電子機械科/電気科/電子科/建築科)・浪岡高等学校(普通科)

・青森山田高等学校(普通科吹奏楽コース/普通科美術コース/普通科演劇コース) ・松風塾高等学校(普通科総合進学コース)

・八戸工業大学第二高等学校(普通科情報ビジネスコース/普通科美術コース)

41 ・八戸学院光星高等学校(普通科進学コース)・鶴田高等学校(普通科)・むつ工業高等学校(機械科/電気科/電子科/設備･エネルギー科)

40
・千葉学園高等学校(総合ビジネス科)・五所川原第一高等学校(普通科進学コース/普通科情報ビジネスコース)・百石高等学校(食物調理科)

・五所川原商業高等学校(商業科)・八戸工業大学第一高等学校(普通科/工業科)・八戸聖ウルスラ学院高等学校(音楽科)・板柳高等学校(普通科)

39
・八戸学院光星高等学校(保育福祉科保育コース)・田子高等学校(普通科)・名久井農業高等学校(生物生産科/園芸科学科/環境システム科)

・青森山田高等学校(普通科キャリアアップコース/普通科スポーツコース)・千葉学園高等学校(生活文化科/調理科)

・木造高等学校深浦校舎(総合学科)

38

・八戸学院光星高等学校(普通科総合学習コース/保育福祉科福祉コース)

・柏木農業高等学校(生物生産科/環境工学科/食品科学科/生活科学科)・金木高等学校(普通科)・向陵高等学校(普通科)　

・野辺地高等学校(普通科)・六ケ所高等学校(普通科)・弘前東高等学校(電子科/情報科/自動車科/普通科)

・東奥学園高等学校(普通科/調理科/福祉科/情報科学科)・五所川原農林高等学校(森林科学科/食品科学科/生物生産科/環境土木科)

37 ・大間高等学校(普通科)・柴田学園高等学校(普通科/家政科/情報科)

36 ・青森山田高等学校(情報処理科/自動車科/調理科)・八戸学院野辺地西高等学校(総合学科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



秋田県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

71 ・秋田高等学校(普通科･理数科)

67 ・秋田南高等学校(普通科)

62 ・秋田北高等学校(普通科)・秋田中央高等学校(普通科)・横手高等学校(普通科･理数科)

60
・明桜高等学校(普通科特別進学コース)

・秋田工業高等専門学校(機械工学科/電気情報工学科/物質工学科/環境都市工学科)

59 ・大館鳳鳴高等学校(普通科･理数科)・本荘高等学校(普通科)

58 ・大曲高等学校(普通科)・能代高等学校(普通科･理数科)・湯沢高等学校(普通科･理数科)

57 ・聖霊女子短期大学付属高等学校(普通科特進コース)

56 ・明桜高等学校(普通科文理コース)

54
・秋田工業高等学校(機械科/電気エネルギー科/土木科/建築科/工業化学科)

・新屋高等学校(普通科)・聖霊女子短期大学付属高等学校(普通科国際コース)

53 ・秋田西高等学校(普通科)・秋田市立秋田商業高等学校(商業科)

52 ・大曲高等学校(商業科)

51 ・大館国際情報学院高等学校(普通科)・角館高等学校(普通科)・増田高等学校(総合学科)・聖霊女子短期大学付属高等学校(普通科普通コース)

50 ・由利高等学校(普通科･国際科･理数科)・秋田市立御所野学院高等学校・明桜高等学校(普通科総合研究コース)

49
・大館国際情報学院高等学校(国際情報科)・大曲工業高等学校(電気科)・秋田北鷹高等学校(普通科) ・横手青陵学院高等学校(普通科)

・湯沢翔北高等学校(普通科/総合ビジネス科/工業技術科)・能代松陽高等学校(普通科･国際コミュニケーション科)

48 ・大曲工業高等学校(機械科/土木･建築科)・横手青陵学院高等学校(総合技術科)・横手城南高等学校(普通科)

47
・金足農業高等学校(生物資源科/環境土木科/食品流通科/造園緑地科/生活科学科)・西目高等学校(総合学科)・花輪高等学校(普通科)

・国学館高等学校(普通科特進コース)

46 ・能代工業高等学校(機械科/電気科/建築科)・平成高等学校(普通科) 

45
・大曲農業高等学校(農業科学科/生活科学科/食品科学科/園芸科学科)・能代松陽高等学校(情報ビジネス科)

・大館佳桜高等学校(普通科・生活科学科) ・国学館高等学校(普通科進学コース)

44 ・由利工業高等学校(機械科/電気科/設備システム科/建築科) 

43
・男鹿工業高等学校(機械科/電子電気科/設備システム科)

・西仙北高等学校(普通科)・平成高等学校(総合ビジネス科)・増田高等学校(農業科学科)・大館桂桜高等学校(電気科/機械科/土木･建築科)

42 ・秋田北鷹高等学校(生物資源科/緑地環境科)・仁賀保高等学校(普通科)・国学館高等学校(普通科総合コース)

41
・雄物川高等学校(普通科)・仁賀保高等学校(情報メディア科)・六郷高等学校(普通科･福祉科)

・秋田修英高等学校(総合学科)・国学館高等学校(調理科/普通科福祉コース)

40 ・五城目高等学校(普通科)・十和田高等学校(普通科)・秋田令和高等学校(普通科)

39
・湯沢翔北高等学校雄勝校(普通科)・羽後高等学校(普通科)・男鹿海洋高等学校(普通科)

・小坂高等学校(普通科/環境技術科)・能代西高等学校(生物資源科･生活福祉課)

38 ・男鹿海洋高等学校(海洋科/食品科学科)・大曲農業高等学校太田分校(普通科)

37 ・矢島高等学校(普通科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



石川県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

73 ・金沢大学附属高等学校(普通科)・金沢泉丘高等学校(理数科)

71 ・金沢泉丘高等学校(普通科)

69 ・小松高等学校(理数科)

68 ・小松高等学校(普通科)

67 ・星稜高等学校(普通科Ａコース)・金沢二水高等学校(普通科)

66 ・七尾高等学校(理数科)・石川工業高等専門学校(機械工学科/電気工学科/電子情報工学科/環境都市工学科/建築学科)

65 ・金沢桜丘高等学校(普通科)

64 ・金沢高等学校(普通科Ｓコース)

63 ・金沢錦丘高等学校(普通科)

62 ・七尾高等学校(普通科普通コース/普通科文系フロンティアコース)

60 ・金沢高等学校(普通科特進コース)

58 ・星稜高等学校(普通科Ｂコース)

57
・金沢学院高等学校(普通科特別進学コース)・金沢西高等学校(普通科)・小松明峰高等学校(普通科)

・羽咋高等学校(普通科)・北陸学院高等学校(普通科特別進学コース)

55 ・星稜高等学校(普通科Pコース)

54 ・小松大谷高等学校(普通科特進コース)・野々市明倫高等学校(普通科)

52
・飯田高等学校(普通科)・鹿西高等学校(普通科)・輪島高等学校(普通科)

・石川工業高等学校(機械システム科/電気科/電子情報科/材料化学科/工芸科/テキスタイル科/デザイン科)

51 ・大聖寺高等学校(普通科)

50
・金沢高等学校(普通科進学コース)・金沢市立工業高等学校(機械科/電気科/電子情報科/建築科/土木科)

・小松市立高等学校(普通科)・金沢伏見高等学校(普通科)・鵬学園高等学校(普通科)

49 ・金沢商業高等学校(総合情報ビジネス科)・田鶴浜高等学校(衛生看護科)

48
・金沢龍谷高等学校(普通科特進Ⅰコース)・金沢高等学校(普通科スポーツコース)・鵬学園高等学校(調理科)

・羽咋工業高等学校(電子機械科/電気科/建設造形科)

47
・小松市立高等学校(普通科芸術コース)・北陸学院高等学校(普通科総合進学コース)・遊学館高等学校(普通科特別進学コース)

・国際高等専門学校(国際理工学科)

45 ・小松工業高等学校(機械科/電気科/建設科/材料科学科)

44 ・金沢龍谷高等学校(普通科特進Ⅱコース)・小松商業高等学校(商業科)

43
・金沢辰巳丘高等学校(普通科普通コース/普通科芸術コース)・金沢北陵高等学校(総合学科)

・七尾東雲高等学校(電子機械科/総合経営学科)・遊学館高等学校(普通科一般進学コース)

42
・飯田高等学校(総合学科)・日本航空高等学校石川(航空科航空工学コース/航空科普通科コース)

・田鶴浜高等学校(健康福祉科)・門前高等学校(普通科)・輪島高等学校(総合学科)・遊学館高等学校(普通科金城大学コース)

41
・小松大谷高等学校(普通科進学コース)・大聖寺実業高等学校(電子機械科/情報ビジネス科)

・寺井高等学校(総合学科)・松任高等学校(総合学科)

40
・金沢学院高等学校(普通科スポーツコース)・小松大谷高等学校(普通科教養ビジネスコース)

・翠星高等学校(総合グリーン科学科)・松任高等学校(普通科)・能登高等学校(普通科)

39
・金沢龍谷高等学校(普通科普通コース)

・金沢学院高等学校(普通科総合進学コース/普通科芸術デザインコース)

38
・穴水高等学校(普通科)・志賀高等学校(普通科)・津幡高等学校(スポーツ健康科)

・鶴来高等学校(普通科普通コース/普通科スポーツ科学コース) ・七尾東雲高等学校(演劇科)

37 ・小松大谷高等学校(体育科)・志賀高等学校(総合学科)・津幡高等学校(総合学科)・能登高等学校(地域創造科)

36 ・内灘高等学校(普通科)・加賀高等学校(総合学科)・金沢向陽高等学校(普通科)・宝達高等学校(普通科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



茨城県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

74 ・江戸川学園取手高等学校(医科)

73 ・水戸第一高等学校(普通科) 

72 ・土浦第一高等学校（普通科）

71 ・土浦日本大学高等学校(普通科特別進学コーススーパーハイ)・江戸川学園取手高等学校（普通科）

70 ・竹園高等学校（普通科）・茨城高等学校（普通科）

68 ・常総学院高等学校(普通科特進選抜αコース) ・竜ケ崎第一高等学校(普通科)

67 ・水城高等学校(普通科SZコース）・緑岡高等学校(理数科/普通科）・茗溪学園高等学校(普通科）

66 ・土浦第二高等学校(普通科)・日立第一高等学校(普通科)

65 ・水戸第二高等学校(普通科) ・土浦日本大学高校(普通科グローバルスタディコース)

64 ・牛久栄進高等学校(普通科）・茨城工業高等専門学校(国際創造工学科）・清真学園高等学校（普通科）

63 ・土浦日本大学高等学校（普通科特別進学コース特進クラス）

62 ・下妻第一高等学校（普通科）・水海道第一高等学校(普通科)・水戸桜ノ牧高等学校(普通科)

61 ・東洋大附牛久高校(普通科特別進学コース）・茨城キリスト教学園高等学校（普通科特進SGクラス）

60 ・岩瀬日本大学高等学校(普通科国立コース) ・つくば秀英高校（普通科特進Sクラス）

59
・霞ヶ浦高等学校(普通科特進選抜コース)・明秀学園日立高校(普通科特進STコース) ・下館第一高等学校（普通科）

・日立北高等学校(普通科)・藤代高等学校(普通科）

58
・土浦日本大学高等学校(普通科総合進学コース進学クラス）・東洋大附牛久高等学校(普通科グローバルコース）

・水城高等学校(普通科SSコース）

57
・太田第一高等学校(普通科) ・古河第三高等学校（普通科）・常盤大学高等学校(普通科特進選抜コース）

・水戸第三高等学校(家政科/普通科）・東洋大附牛久高等学校(普通科スポーツコース）・水戸葵陵高等学校(普通科医歯薬コース）

56
・牛久高等学校(普通科)・土浦第三高等学校(普通科)・鉾田第一高等学校（普通科）

・聖徳大附取手聖徳女子高等学校(普通科特別進学コース) ・東洋大附牛久高等学校（普通科特進コース）

55 ・水戸啓明高等学校(普通科サイエンスフロンティア）・水戸商業高等学校(商業科/情報ビジネス科/国際ビジネス科）

54 ・勝田高等学校(普通科) ・霞ヶ浦高等学校(普通科特進コースZクラス）

53 ・つくば秀英高等学校(普通科進学ABクラス)・常総学院高等学校(普通科特進コースβ7) ・大成女子高等学校(看護科)

52
・つくば国際大学東風高校(普通科特別進学コース)・下館第二高等学校(普通科)・下妻第二高等学校（普通科）・常盤大学高等学校（普通科特進コース）

・取手松陽高等学校(美術科)

51 ・水戸啓明高等学校(普通科グローバルフロンティア)・石岡第一高等学校(普通科) ・明秀学園日立高等学校(普通科特進Sコース)

50

・茨城キリスト教学園高等学校(普通科SGクラス)・佐和高等学校(普通科)・水戸第三高等学校(音楽科)

・水戸工業高等学校(情報技術科/機械科)・岩瀬日本大学高等学校(普通科日大コース) ・水城高等学校(普通科SAコース）

・岩瀬高等学校(衛星看護科)・土浦第三高等学校(商業科系全科)・取手第一高等学校(総合学科)

49

・水戸葵陵高等学校(普通科特進ⅰコース) ・伊奈高等学校(普通科)・多賀高等学校(普通科)

・土浦湖北高等学校(普通科)・水戸工業高等学校(工業化学科/電気科/土木科/建築科)・霞ヶ浦高等学校(普通科特進コースSクラス) 

・土浦日本大学高等学校(普通科総合進学コーススポーツ) ・水海道第二高等学校(普通科) ・日立商業高等学校（情報処理科）

48
・鹿島高等学校(普通科医療・理工コース/普通科国際コース/普通科普通クラス)・取手松陽高等学校(音楽科)

・日立第二高等学校(普通科英語コミュニケーションコース)

47
・古河第一高等学校(普通科)・境高等学校(普通科) 鹿島学園高等学校(普通科進学コース) ・水城高等学校(普通科ＳＢコース)

・取手松陽高等学校(普通科)・那珂高等学校(普通科)・常磐大学高等学校(普通科進学コース)・常総学院高等学校(普通科特進βコース)

46
・鹿島学園高等学校(普通科グローバルコース)・日立商業高等学校(商業科）・麻生高等学校(普通科)

・水海道第二高等学校(商業科）

45
・鹿島学園高等学校(普通科芸術コース)・中央高等学校(普通科）・日立工業高等学校(機械科/電気科/情報電子科/工業化学科)

・聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校(普通科総合進学コース/音楽科) 

44 ・鉾田第二高等学校(総合学科)・霞ヶ浦高等学校(普通科総合進学コース)・勝田工業高等学校(総合工学科)・古河第一高等学校(商業科)

43

・太田西山高等学校(普通科)・下館工業高等学校(機械科/電気科/建設工学科/電子科)・中央高等学校(普通科スポーツ科学コース)

・東海高等学校(普通科)・土浦工業高等学校(機械科/電気科/情報技術科/建設科/土木科) ・水海道第二高等学校(家政科)

・藤代紫水高等学校(普通科)・大成女子高等学校(普通科/家政科) ・波崎柳川高等学校(普通科)

・つくば国際大学東風高等学校(普通科進学コース

42

・つくば国際大学東風高等学校(/普通科医療・看護進学コース）・守谷高等学校(普通科)

・石岡商業高等学校(商業科/情報処理科) ・取手第二高等学校(普通科/家政科) ・水戸葵陵高等学校(普通科進学Ⅴコース)

・水戸啓明高等学校(普通科特進文　水戸啓明高等学校(普通科特進文理コース) ・鬼怒商業高等学校(商業系全科)

41

・石岡第二高等学校(普通科/生活デザイン科)・磯原郷英高等学校(普通科)・竜ケ崎第二高等学校(普通科)

・つくば工科高等学校(電子電気科/機械科/建築技術科)・那珂湊高等学校(普通科/商業に関する学科）・水戸啓明高等学校(商業科人間経済コース) 

・明秀学園日立高等学校(普通科特進Ａコース) ・波崎高等学校（工業化学・情報科）

・水戸農業高等学校(農業科/園芸科/畜産科/農業土木科/食品化学科/農業経済科/生活科学科)・八千代高等学校(総合学科)

・つくば工科高等学校（電子電気科/機械科/建築技術科) 

40

・友部高等学校(普通科)・竜ケ崎南高等学校(普通科）・石岡第一高等学校(園芸科/造園科)・石下紫峰高等学校(普通科)・岩瀬高等学校(普通科)

・大子清流高等学校(総合学科)・波崎高等学校(普通科/機械科/電気科）・竜ケ崎第二高等学校(人間文化科)・つくば工科高等学校（ロボット工学科）

・水戸女子高等学校(普通科選抜進学コース/普通進学コース・福祉コース/商業科会計情報・ビジネス教養)

39

・愛国学園大附属龍ヶ崎高等学校(普通科)・つくば国際大学高等学校(普通科/家政科)・潮来高等学校(普通科/地域ビジネス科)

・茨城東高等学校(普通科)・岩井高等学校(普通科)・江戸崎総合高等学校(総合学科)・笠間高等学校(普通科/美術科/メディア芸術科)

・神栖高等学校(普通科)・高萩清松高等学校(総合学科)・筑波高等学校(普通科）・常陸大宮高等学校(普通科)・竜ケ崎第二高等学校(商業科）

38
・古河第二高等学校(普通科/福祉科）・玉造工業高等学校(工業科)・常陸大宮高等学校(商業科/機械科/情報技術科)

・真壁高等学校(普通科)・三和高等学校高校(普通科/普通科ヒューマンサービスコース)

37

・明野高等学校(普通科)・潮来高等学校(人間科学科)・大洗高等学校（普通科/音楽科音楽コース）

・海洋高等学校(海洋技術科/海洋食品科/海洋産業科)・総和工業高等学校(機械科/電子機械科/電気科）

・波崎柳川高等学校(普通科体育コース）・結城第一高等学校(普通科）

36
・小瀬高等学校(普通科)・茎崎高等学校定時制(普通科)・大子清流高等学校(農林科学科）・坂東総合高等学校(総合学科）

・水戸桜ノ牧高等学校常北校(普通科）・結城第二高等学校(普通科）

35 ・真壁高等学校(農業科/環境緑地科/食品化学科)

※偏差値のデータは、調査の方法や学校の対策で数値に違いが出る場合があります。1つの目安として参考にご覧下さい。



岩手県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

69 ・盛岡第一高等学校(普通科･理数科)

67 ・盛岡中央高等学校(普通科特罰選抜SZコース)

64 ・盛岡第三高等学校(普通科)

60 ・盛岡中央高等学校(普通科特進Zコース)・一関工業高等専門学校(未来創造工学科)

59 ・盛岡白百合学園高等学校(普通科MEアドバンス[特別選抜進学]コース)

58 ・花巻北高等学校(普通科)・盛岡第四高等学校(普通科)

57 ・一関第一高等学校(普通科･理数科)

56 ・水沢高等学校(普通科･理数科)・盛岡北高等学校(普通科)

55 ・岩手高等学校(普通科特別進学コース)・盛岡白百合学園高等学校(普通科ME [特別進学]コース)・盛岡市立高等学校(普通科特別進学コース)

54 ・黒沢尻北高等学校(普通科)

53 ・釜石高等学校(普通科･理数科)・不来方高等学校(普通科人文･理数学系)

52 ・大船渡高等学校(普通科)・宮古高等学校(普通科)・盛岡第二高等学校(普通科)・盛岡大学附属高等学校(普通科特別進学コース)

51 ・一関学院高等学校(普通科特別進学コース)・盛岡市立高等学校(普通科)・盛岡中央高等学校(普通科進学選抜Ａコース)

50 ・不来方高等学校(普通科外国語学系)・花巻南高等学校(普通科人文科学学系･自然科学学系)・盛岡南高等学校(普通科)・福岡高等学校(普通科)

49
・久慈高等学校(普通科)・不来方高等学校(普通科芸術学系)・高田高等学校(普通科)・花巻南高等学校(普通科国際科学学系)

・花巻東高等学校(普通科特進コース)・盛岡中央高等学校(普通科進学留学Ｒコース)

・盛岡商業高等学校(流通ビジネス科/会計ビジネス科/情報ビジネス科)

48 ・岩手女子高等学校(看護科)

47
・盛岡市立高等学校(商業科)・花北青雲高等学校(情報工学科/ビジネス情報科/総合生活科)

・盛岡工業高等学校(建築･デザイン科)・盛岡南高等学校(普通科体育コース)

46
・金ヶ崎高等学校(普通科)・不来方高等学校(普通科体育学系)・千厩高等学校(普通科)・遠野高等学校(普通科)・一関第二高等学校(総合学科)

・花巻南高等学校(普通科スポーツ健康科学学系)・水沢商業高等学校(商業科/会計ビジネス科/情報ビジネス科)・盛岡南高等学校(体育科)

・宮古商業高等学校(商業科/会計科/流通経済科/情報科)・盛岡工業高等学校(機械科/電気科/電子情報科/電気機械科/工業化学科/土木科)

45 ・北上翔南高等学校(総合学科)

44
・一関修紅高等学校(普通科特別進学コース)・盛岡大学附属高等学校(普通科教育系大学進学コース)・岩谷堂高等学校(総合学科)

・久慈東高等学校(総合学科)・黒沢尻工業高等学校(機械科/電気科/電子科/電子機械科/土木科/材料技術科)・大東高等学校(普通科)

・花巻東高等学校(普通科スポーツコース)

43 ・一関修紅高等学校(普通科看護進学コース)・岩泉高等学校(普通科)・大槌高等学校(普通科)・大東高等学校(情報ビジネス科)

42

・専修大学北上高等学校(普通科)・花巻東高等学校(普通科進学コース)・一関学院高等学校(普通科普通コース)

・盛岡白百合学園高等学校(普通科MI[選択進学]コース)・岩手高等学校(普通科総合進学コース)・岩手女子高等学校(普通科)

・一関工業高等学校(電気科/電子科/電子機械科/土木科)・大船渡東高等学校(情報処理科)・雫石高等学校(普通科)

・紫波総合高等学校(総合学科)・千厩高等学校(生産技術科/産業技術科)・種市高等学校(普通科)・山田高等学校(普通科)

・西和賀高等学校(普通科普通コース)・花泉高等学校(普通科)・岩手県立福岡工業高等学校(機械システム科/電気情報システム科)

41

・協和学院水沢第一高等学校(普通科)・一関修紅高等学校(普通科総合コース)・盛岡誠桜高等学校(全科一括)

・盛岡大学附属高等学校(普通科進学コース)・盛岡中央高等学校(普通科進学総合Ｂコース)・一戸高等学校(総合学科)

・釜石商工高等学校(機械科/電気電子科/総合情報科)・久慈工業高等学校(電子機械科/建設環境科)・遠野緑峰高等学校(情報処理科)

・沼宮内高等学校(普通科)・前沢高等学校(普通科)・水沢工業高等学校(機械科/電気科/設備システム科/インテリア科)

・盛岡農業高等学校(動物科学科/植物科学科/食品科学科/人間科学科/環境科学科)

40
・一関修紅高等学校(普通科幼児教育コース)・平舘高等学校(普通科)・遠野緑峰高等学校(生産技術科)

・花巻農業高等学校(生物科学科/環境科学科/食農科学科)・宮古北高等学校(普通科)・大船渡東高等学校(食物文化科)

39
・一関修紅高等学校(普通科ライフデザインコース)・盛岡スコーレ高等学校(総合学科)・大野高等学校(普通科)・岩手女子高等学校(福祉教養科)

・大船渡東高等学校(農芸科学科/機械電子科)・軽米高等学校(普通科)・住田高等学校(普通科)・平舘高等学校(家政科学科)

・種市高等学校(海洋開発科)・宮古工業高等学校(機械科/電気電子科/建設設備科)・伊保内高等学校(普通科)・大迫高等学校(普通科)

38
・専修大学北上高等学校(商業科)・葛巻高等学校(普通科)・水沢農業高等学校(農業科学科/食品科学科)

・宮古水産高等学校(食物科/海洋生産科)

37
・協和学院水沢第一高等学校(調理科)・江南義塾盛岡高等学校(普通科/情報処理科)

・専修大学北上高等学校(自動車科)・高田高等学校(海洋システム科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



愛媛県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

75 ・愛光高等学校(普通科)

69 ・松山東高等学校(普通科)

66 ・今治西高等学校(普通科)・松山南高等学校(普通科/理数科)

64 ・新田高等学校(普通科スーパー特進コース)

63 ・八幡浜高等学校(普通科)

62 ・松山北高等学校(普通科)

61
・新居浜西高等学校(普通科)・愛媛大学附属高等学校(総合学科)

・新居浜工業高等専門学校(機械工学/電気情報工学科/電子制御工学科/生物応用化学科/環境材料工学科)

58
・大洲高等学校（普通科)・西条高等学校（国際文理科）・帝京富士高等学校（普通科）

・済美高等学校（普通科特進Eコース/普通科特進国際コース）

57 ・宇和島東高等学校(普通科/理数科)・西条高等学校(普通科)

56
・松山中央高等学校(普通科)・今治北高等学校(普通科)

・新田高等学校(普通科特進コース) 

55 ・今治明徳高等学校矢田分校（普通科）・今治北高等学校(商業科/商業ビジネス科)

54 ・松山商業高等学校(商業科/国際経済科) 

53 ・八幡浜高等学校(商業科) 

52 ・松山工業高等学校（建築科)・済美高等学校（普通科特進Sコース)

51

・伊予高等学校（普通科)・宇和島東高等学校(商業科)

・松山工業高等学校（機械科/情報電子科)・松山商業高等学校（情報ビジネス科）

・松山聖陵高等学校（普通科特進コース)

・弓削商船高等専門学校（商船学科/電子機械工学/情報工学科)

50
・宇和島東高等学校(情報ビジネス科)

・南宇和島高等学校（普通科）

49
・松山工業高等学校（電気科/電子機械科/工業化学科）・三島高等学校（普通科）

・松山商業高等学校（流通経済科）

48
・新居浜東高等学校（普通科）・松山工業高等学校（繊維科)

・聖カタリナ学園高等学校（看護科/普通科特進アカデミックコース)

・済美高等学校（普通科特進スポーツ科学コース)

47 ・松山工業高等学校（土木科)

46
・東温高等学校（普通科）・大洲高等学校（商業科）

・帝京第五高等学校（普通科/看護科）

45
・帝京第五高等学校（総合学科) ・済美高等学校（普通科情報コース/普通科食物科学コース)

・済美高等学校（普通科総合進学コース）・川之江高等学校（普通科）・丹原高等学校（普通科）

44

・今治南高等学校（普通科）・新田高等学校（普通科総合進学コース）

・伊予農業高等学校(生物工学科/園芸流通科/食品化学科/生活科学/環境開発科/特用林産科)

・聖カタリナ学園高等学校（普通科スポーツ進学コース/普通科ベイシック進学コース)

・松山東雲高等学校（普通科特進コース）

43 ・東温高等学校(商業科)・松山南高等学校(デザイン科)・松山東雲高等学校（普通科進学コース）

42
・小松高等学校（普通科）・西条高等学校（商業科)・松山城南高等学校（看護科)

・済美高等学校（美術科) 

41
・内子高等学校（普通科)・小松高等学校（ライフデザイン科)

・新居浜工業高等学校（電子機械科/電気科/情報電子科)・新田高等学校（工業技術科）

40

・今治工業高等学校（電気科/情報技術科/機械造船科/環境化学科/繊維デザイン科）

・北条高等学校（総合学科）・宇和高等学校（普通科）

・新居浜工業高等学校（機械科/環境化学科）・新居浜商業高等学校（商業科/情報ビジネス科）

・新居浜南高等学校（総合学科)

39

・今治精華高等学校（普通科Ⅰ）・宇和高等学校（生物工学科）

・大洲農業高等学校（生産科学科/食品デザイン科）

・川之石高等学校（総合学科）・東予高等学校（電気システム科）

・三島高等学校（商業科）・八幡浜工業高等学校（機械土木工学科/電気技術科）

・吉田高等学校（機械建設科/電気電子科）・聖カタリナ学園高等学校（総合学科) 

38
・野村高等学校（普通科）・今治精華高等学校（調理科）・今治明徳高等学校（普通科）

・東予高等学校（機械科/建設工学科)・松山聖陵高等学校（普通科進学コース/普通科スポーツコース）

・野村高等学校（畜産科）

37

・小田高等学校（普通科）・上浮穴高等学校（普通科）

・北宇和高等学校（生産食品科）・西条農業高等学校（食農科学科/生活デザイン科）

・三間高等学校（普通科/農業機械科）・長浜高等学校（普通科）

・三瓶高等学校（普通科）・吉田高等学校（普通科）・北宇和高等学校（普通科）

・松山聖陵高等学校（普通科情報コース/自動車工学科/機械科/建築科）

・松山城南高等学校（普通科/調理科/商業科/福祉科）・今治北高等学校大三島分校（普通科）

36

・今治西高等学校伯方分校（普通科）・今治南高等学校（園芸クリエイト科）

・宇和島水産高等学校（水産食品科/水産増殖科/海洋技術科)・上浮穴高等学校（森林環境科)

・西条農業高等学校（環境工学科）・丹原高等学校（園芸科学科）

・津島高等学校（普通科)・土居高等学校（普通科）・三崎高等学校（普通科）

・南宇和高等学校（農業科)・弓削高等学校（普通科）・松山北高等学校中島分校（普通科）

※偏差値のデータは、調査の方法や学校の対策で数値に違いが出る場合があります。1つの目安として参考にご覧下さい。



大分県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

71 ・大分上野丘高等学校（普通科）

68 ・大分舞鶴高等学校（普通科・理数科)

67
・大分工業高等専門学校（機械工学/電気電子工学科）

・大分工業高等専門学校（情報工学科/都市・環境工学科)

65 ・大分東明高等学校（普通科特別進学コース)

64 ・大分高等学校（普通科選抜コース)・中津南高等学校（普通科）

62 ・大分西高等学校（総合学科)・大分農府高等学校（普通科）

61 ・東九州龍谷高等学校（普通科特別進学コース）

60 ・岩田高等学校（普通科APU・立命館コース)

59 ・別府鶴見丘高等学校（普通科)

58 ・大分雄城台高等学校（普通科）・大分高等学校（普通科特進コース）

57 ・佐伯鶴城高等学校（普通科)・日田高等学校（普通科）

55 ・大分鶴崎高等学校（普通科)

54 ・別府翔青高等学校（普通科)

53
・臼杵高等学校（普通科）・大分商業高等学校（情報処理科)・杵築高等学校（普通科）・大分東明高等学校（普通科準特コース）

・昭和学園高等学校（普通科特別進学コース）

52 ・大分商業高等学校（商業科/国際経済科)・国東高等学校（普通科）・竹田高等学校（普通科）・中津北高等学校（普通科）

51
・宇佐高等学校（普通科）・情報科学高等学校（情報管理科/情報経営科）・大分南高等学校（普通科）

・別府翔青高等学校（グローバルコミュニケーション科）

50 ・昭和学園高等学校（看護学科）・別府翔青高等学校（商業科）・明豊高等学校（普通科選抜進学クラス）

49 ・大分高等学校（普通科特進個性コース）・大分東明高等学校（看護科）・藤蔭高等学校（普通科特別進学コース）

48
・大分工業高等学校（機械科/電気科）・大分工業高等学校（電子科/建築科）・大分工業高等学校（土木科/工業化学科）

・別府溝部学園高等学校（看護科）

47

・芸術緑丘高等学校（美術科）・情報科学高等学校（情報電子科）・高田高等学校（普通科）・鶴崎工業高等学校（機械科/電気科/建築科）

・鶴崎工業高等学校（化学工業科/産業デザイン科）・中津東高等学校（電気科/土木科）

・中津東高等学校（生産システム科/ビジネス会計科/ビジネス情報科）

・日田林工高等学校（電気科/建築科）・佐伯豊南高等学校（総合学科）

46
・大分南高等学校（福祉科）・大分東明高等学校（商業科情報処理コース）・玖珠美山高等学校（普通科）・藤蔭高等学校（普通科進学コース)

・芸術緑丘高等学校（音楽科）・津久見高等学校（普通科）・中津東高等学校（機械科）・日田林工高等学校（機械科）

・東九州龍谷高等学校（衛生看護科）・津久見高等学校（総合ビジネス科）

45
・安心院高等学校（普通科）・大分国際情報高等学校（普通科）・津久見高等学校（生産機械科/電気電子科）・大分高等学校（普通科普通コース）

・柳ヶ浦高等学校（看護学科)・大分東明高等学校（普通科国際コース）

・楊志館高等学校（普通科医療系特進コース医療技術系）・楊志館高等学校（普通科医療系特進コース系医療事務系）

44
・日田三隈高等学校（総合学科）・楊志館高等学校（工業科マルチエンジニアコース）・大分東明高等学校（普通科歯科衛生コース）

・藤蔭高等学校（普通科保育コース) ・佐伯豊南高等学校（工業技術科/福祉科）・日本文理大学附属高等学校（普通科特別進学コース）

・東九州龍谷高等学校（普通科総合選択コース）

43

・津久見高等学校（会計システム科)・大分東明高等学校（普通科普通コース/商業科商業・介護福祉コース)

・明豊高等学校（看護科/普通科総合進学クラス)

・楊志館高等学校（普通科エステテックコース/普通科造形文化コース)

・楊志館高等学校（福祉科保育福祉コース/商業科デジタルデザインコース）

・楊志館高等学校（調理科調理師コース)

・日出総合高等学校（総合学科)・大分高等学校（商業科/自動車工業科）

42
・国東高等学校（電子工業化）・大分国際情報高等学校（情報通信科/情報電子科）・藤蔭高等学校（情報経済科）

・柳ヶ浦高等学校（普通科）

41

・宇佐産業科学高等学校（電子機械科)・大分東高等学校（普通科）・日田林工高等学校（林業科)

・日本文理大学附属高等学校（普通科進学コース/商業科マルチメディアコース）

・日本文理大学附属高等学校（商業科福祉コース/情報技術科情報コース）

・日本文理大学附属高等学校（機械科機械コース）

40
・大分東高等学校（園芸ビジネス科/園芸デザイン科）・国東高等学校双国校（総合ビジネス科）・由布高等学校（普通科）

・東九州龍谷高等学校（食物科）・別府溝部学園高等学校（普通科）

39

・宇佐美産業科学高等学校（ビジネス管理科)

・福徳学院高等学校（普通科スポーツ強化コース/普通科ITライセンスコース)

・福徳学院高等学校（健康調理科/こども教育科/トータルビューティ科）

・別府溝部学園高等学校（食物科)・日出総合高等学校（機械電子科）

・昭和学園高等学校（普通科キャリアデザインコース/普通科製菓衛生士コース/調理科/福祉科）

・佐伯豊南高等学校（食農ビジネス科）

38
・宇佐美産業科学高等学校（グリーン環境科/生活デザイン科)

・日出総合高等学校（農業経営科）・玖珠美山高等学校（地域産業科）

・中津南高等学校耶馬渓校（普通科）・国東高等学校（園芸ビジネス科）

37 ・久住高原農業高等学校（農業科）・海洋科学高等学校（海洋科）・竹田南高等学校（普通科普通コース/普通科片ケ瀬まなびやコース）

※偏差値のデータは、調査の方法や学校の対策で数値に違いが出る場合があります。1つの目安として参考にご覧下さい。



大阪府高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

76 ・北野高等学校(文理学科)・大阪星光学院高等学校(普通科)

75 ・天王寺高等学校(文理学科)

74 ・四天王寺高等学校(普通科理数コース)・清風海南高等学校(普通科３か年特進コース)

73
・三国丘高等学校(文理学科)・関西大倉高等学校(普通科特進Sコース)・清教学園高等学校(普通科S特進理系コース)

・桃山学院高等学校(普通科S英数コース)

72 ・大阪教育大学附属高等学校 池田校舎(普通科)・大阪教育大学附属高等学校 天王寺校舎(普通科)・茨木高等学校(文理学科)・大手前高等学校(文理学科)

71
・近畿大学附属高等学校(文理コースSuper文理コース)・清風高等学校(理Ⅲコース[６か年編入])・高津高等学校(文理学科)

・明星高等学校(普通科文理選抜クラス)

70
・四天王寺高等学校(普通科英数コース)・桃山学院高等学校(普通科英数コース)・大阪桐蔭高等学校(普通科Ⅰ類)

・生野高等学校(文理学科)・四條畷高等学校(文理学科) ・豊中高等学校(文理学科)

69 ・関西大倉高等学校(普通科特進コース)・大阪教育大学附属高等学校 平野校舎(普通科) ・岸和田高等学校(文理学科)

68
・関西創価高等学校(普通科)・関西大学第一高等学校(普通科)・近畿大学附属高等学校(文理コース特進文理コースⅠ)・清風高等学校(理数科)

・追手門学院高等学校(普通科特選SSコース)・春日丘高等学校(普通科)・千里高等学校(国際文化科/総合科学科)

67
・大阪女学院高等学校(普通科理系コース/英語科)・泉陽高等学校(普通科)・開明高等学校(普通科[６年文理編入])・関西大学高等部(普通科)

・帝塚山学院泉ケ丘高等学校(普通科S特進コース)・初芝富田林高等学校(普通科Ⅲ類[文･理･医進選抜])

66
・大阪青凌高等学校(普通科特進Sコース)・和泉高等学校(グローバル科)・寝屋川高等学校(普通科)・箕面高等学校(グローバル科)

・近畿大学附属高等学校(文理コース特進文理コースⅡ)・常翔学園高等学校(普通科スーパーコース)

・同志社香里高等学校(普通科)・浪速高等学校(普通科文系S1コース)

65
・上宮高等学校(普通科パワーコース)・追手門学院高等学校(普通科Ⅰ類コース)・大阪桐蔭高等学校(普通科Ⅱ類)・住吉高等学校(国際文化科)

・関西大学北陽高等学校(普通科特進コース)・清教学園高等学校(普通科S特進文系コース)・金光八尾高等学校(普通科S特進コース)

・初芝立命館高等学校(普通科アドバンスト英数コースａ･ℬ)・明星高等学校(普通科文理クラス)

64
・大阪学芸高等学校(普通科選抜特進コース)・鳳高等学校(普通科)・住吉高等学校(総合科学科)・富田林高等学校(普通科)

・大阪府立大学工業高等専門(総合工学科)・帝塚山学院泉ヶ丘高等学校(普通科特進コース)・初芝富田林高等学校(普通科Ⅱ類)

・桃山学院高等学校(普通科国際コースB)・履正社高等学校(普通科集約文理コース[Ⅰ類])

63
・大阪市立東高等学校(英語科/理数科) ・池田高等学校(普通科)・和泉高等学校(普通科)・箕面自由学園高等学校(普通科Ⅰ類スーパー特進コース)

・近畿大学附属高等学校(普通科英語特化コース/普通科進学コース)・常翔啓光学園高等学校(普通科特進コースⅠ類)・八尾高等学校(普通科)

・東海大学付属仰星高等学校(普通科英数特進コース)・関西大学北陽高等学校(普通科文理コース)・初芝立命館高等学校(普通科立命館コース)

62
・桃山学院高等学校(普通科文理コース/普通科国際コースA)・上宮高等学校(普通科英数コース)

・大阪女学院高等学校(普通科文系コース)・今宮高等学校(総合学科)・清水谷高等学校(普通科)・三島高等学校(普通科) ・早稲田摂陵高等学校(普通科B)

61
・追手門学院大学大手前高等学校(普通科スーパー選抜[ＳＳ]クラス)・大阪市立高等学校(英語科/理数科)・北千里高等学校(普通科)・箕面高等学校(普通科)

・関西大倉高等学校(普通科総合コース)・金光八尾高等学校(普通科特進コース)・常翔学園高等学校(普通科特進コース)・清風高等学校(文理コース)

・帝塚山学院高等学校(普通科関学コース/普通科ヴェルジェコースエトワール)・浪速高等学校(普通科Ⅰ類)・プール学院高等学校(普通科S特進コース)

60
・大阪市立東高等学校(普通科)・市岡高等学校(普通科)・佐野高等学校(国際教養科)・泉北高等学校(総合科学科/国際文化科)

・槻の木高等学校(普通科)・牧野高等学校(普通科)・東大谷高等学校(普通科特進コース)・夕陽丘高等学校(普通科)・四天王寺学園高等学校(普通科Ⅲコース)

59
・大阪学芸高等学校(普通科特進理数コース)・大阪市立南高等学校(英語科)・桜塚高等学校(普通科)・東住吉高等学校(普通科)

・賢明学院高等学校(普通科関西学院大学特進サイエンスコース)・常翔学園高等学校(普通科薬学･医療系進学コース)

・常翔啓光学園高等学校(普通科特進コースⅡ類)・早稲田摂陵高等学校(普通科A)

58

・追手門学院高等学校(普通科Ⅱ類コース)・大阪薫英女学院高等学校(国際科スーパーアドバンスト)・大阪市立高等学校(普通科)・旭高等学校(国際教養科)

・大阪青凌高等学校(普通科特進コース)・大阪信愛女学院高等学校(普通科文理コース)・佐野高等学校(普通科)・山田高等学校(普通科) 

・金光大阪高等学校(普通科特進Ⅰ類コース)・羽衣学園高等学校(普通科文理特進Ⅰ類コース)・初芝富田林高等学校(普通科Ⅰ類)

・東大谷高等学校(普通科国際コース)・箕面自由学園高等学校(普通科Ⅰ類特別進学コースⅠ)・水都国際高等学校(グローバル探究科)

・香里ヌヴェール学院高等学校(普通科グローバルサイエンスコース/普通科スーパーイングリッシュコース)

・初芝立命館高校(普通科グローバル特進コースａ)

57
・追手門学院大手前高等学校(普通科特進クラス)・登美丘高等学校(普通科)・枚方高等学校(国際教養科)・布施高等学校(普通科)・浪速高等学校(普通科Ⅱ類)

・関西学院千里国際学園高等部(普通科)・東海大学付属仰星高等学校(普通科総合進学コース)・プール学院高等学校(普通科特進コース)

56

・上宮高等学校(普通科プレップコース)・大阪成蹊女子高等学校(普通科キャリア特進コース)・河南高等学校(普通科)・刀根山高等学校(普通科)

・枚方高等学校(普通科)・興國高等学校(普通科スーパーアドバンスコース)・金光八尾高等学校(普通科総合進学コース)

・香里ヌヴェール学院高等学校(普通科スーパーアカデミーコース)・城南学園高等学校(普通科特進コース∞[インフィニティ])

・梅花高等学校(普通科アドバンスコース特進Sコース)・阪南大学高等学校(普通科S特進文系コース)

・アサンプション国際高等学校(アサンプション･イングリッシュコース/アサンプション･アカデミックコース)

55

・大阪学芸高等学校(普通科特進看護コース/普通科特進コース)・大阪薫英女学院高等学校(国際科スーパーイングリッシュ/普通科文理特進コース)

・大阪市立工芸高等学校(ビジュアルデザイン科/美術科)・大阪市立咲くやこの花高等学校(食物文化科)・大阪市立桜宮高等学校(人間スポーツ科学科)

・大阪体育大学浪商高等学校(普通科[Ⅰ類]国公立コース)・阿倍野高等学校(普通科)・久米田高等学校(普通科)

・堺東高等学校(総合学科)・狭山高等学校(普通科)・履正社高等学校(普通科集約文理コース[Ⅱ類])

・花園高等学校(国際教養科)・近畿大学泉州高等学校(普通科英数特進コース)・四條畷学園高等学校(普通科特進文理コース[特進S])

・樟蔭高等学校(普通科国際教養コース)・常翔学園高等学校(普通科文理進学コース)・上宮太子高等学校(普通科特進Ⅰ[国公立大学]コース)

・箕面自由学園高等学校(普通科Ⅰ類特別進学コースⅡ)・初芝立命館高等学校(普通科グローバル特進コースℬ)

54

・旭高等学校(普通科)・香里丘高等学校(総合学科)・千里青雲高等学校(総合学科)・高槻北高等学校(普通科)・金蘭会高等学校(普通科Ⅱ類特別進学コース)

・城南学園高等学校(普通科特進コースⅠ類)・羽衣学園高等学校(普通科文理特進Ⅱ類コース)・東大谷高等学校(普通科進学コース)

・早稲田摂陵高等学校(普通科吹奏楽コース)・ヴェリスタ城星学園高等学校(普通科Vivaceコース)・大阪夕陽丘学園高等学校(普通科特進コースⅠ類)

・大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校(グローバルビジネス科)

53

・大阪学院大学高等学校(普通科特進コース)・大阪学芸高等学校(普通科国際コース)・大阪薫英女学院高等学校(普通科英語進学コース)

・大阪商業大学堺高等学校(普通科特進エキスパートコース)・大阪市立咲くやこの花高等学校(演劇科)・大阪市立都島工業高等学校(理数工学科)

・長野高等学校(国際教養科)・花園高等学校(普通科)・東住吉高等学校(芸能文化科)・山本高等学校(普通科)・PL学園高等学校(普通科国公立コース)

・金蘭会高等学校(普通科Ⅱ類看護医療コース)・常翔啓光学園高等学校(普通科特進コース)・相愛高等学校(普通科特進コース/音楽科)

・阪南大学高等学校(普通科文理特進コースⅡ類)・賢明学院高等学校(普通科特進文理コース) 

52

・大阪産業大学附属高等学校(普通科特進コースI)・大阪市立南高等学校(国語科)・大阪市立都島工業高等学校(電気電子工学科)

・大坂体育大学浪高等学校(普通科進学グローバルコース)・大阪桐蔭高等学校(普通科Ⅲ類[体育･芸術コース])・芦間高等学校(総合学科)

・吹田東高等学校(普通科)・阪南高等学校(普通科)・大阪夕陽丘学園高等学校(普通科英語国際コース)

・帝塚山学院高等学校(普通科ヴェルジェコースプルミエ)・関西福祉科大学高等学校(普通科特別進学Ⅰコース)・金光大阪高等学校(普通科特進Ⅱコース)

・四條畷学園高等学校(普通科特進文理コース[特進])・上宮太子高等学校(普通科特進Ⅱ[難関私立大学]コース)

・帝塚山学院高等学校(普通科ヴェルジェコース音楽系)・梅花高等学校(普通科リベラルアーツコース国際教養専攻)・四天王寺学園高等学校(普通科Ⅱコース)

51

・追手門学院大手前高等学校(普通科進学クラス)・大阪薫英女学院高校(普通科総合進学コース)・大阪市立工芸高等学校(映像デザイン科)

・大阪市立咲くやこの花高等学校(総合学科)・大阪市立都島工業高等学校(機械科･機械電気科/建築科･都市工学科)・摂津高等学校(体育科) 

・大阪信愛学院高等学校(普通科進学ソレイユコース/普通科看護医療コース)・高石高等学校(普通科)・日根野高等学校(普通科) 

・大阪夕陽丘学園高等学校(普通科特進コースⅡ類)・帝塚山学院高等学校(普通科ヴェルジェコース美術系)

・箕輪自由学園高等学校(普通科Ⅱ類文理進学コース)・堺リベラル高等学校(表現教育科)

50

・大阪学院大学高等学校(普通科国際コース)・大阪学芸高等学校(普通科進学コース) ・大阪商業大学高等学校(普通科文理進学コース)

・芥川高等学校(普通科)・交野高等学校(普通科) ・金岡高等学校(普通科) ・柴島高等学校(総合学科)・摂津高等学校(普通科) 

・PL学園高等学校(普通科文理撰修コース)・近畿大学泉州高等学校(普通科進学Ⅰ類コース)・四天王寺高等学校(普通科スポーツ･芸術コース)

・樟蔭高等学校(普通科フードスタディコース)・ヴェリタス城星学園高等学校(普通科Allegroコース)・浪速高等学校(普通科Ⅲ類)

・梅花高等学校(普通科リベラルアーツコース調理･製菓専攻/普通科アドバンスコース医療看護専攻/普通科リベラルアーツコース舞台芸術専攻)

・桃山学院高等学校(普通科文理コース[アスリート])・豊島高等学校(普通科)

49

・大商学園高等学校(普通科特進Ⅰコース)・大阪産業大学附属高等学校(普通科特進コース)・大阪市立汎愛高等学校(体育科)

 ・大阪青凌高等学校(普通科進学コース)・大阪市立工芸高等学校(インテリアデザイン科/プロダクトデザイン学科)・大塚高等学校(体育科) 

・大阪電気通信大学高等学校(工業科理数コース)・大阪信愛学院高等学校(普通科進学エトワールコース/普通科子ども教育コース)

・金剛高等学校(普通科)・大阪夕陽丘学園高等学校(普通科音楽コース/普通科美術コース)・金蘭会高等学校(普通科Ⅰ類文理進学コース)

・樟蔭高等学校(普通科キャリア進学コース/普通科看護系進学コース/普通科児童教育コース)・上宮太子高等学校(普通科総合進学[有名私立大学]コース)

・梅花高等学校(普通科リベラルアーツコース総合進学専攻/普通科リベラルアーツコース子ども保育専攻)

・羽衣学園高等学校(普通科進学コース)・好文学園女子高等学校(普通科特別進学コース)・履正社高等学校(普通科普通コース[Ⅲ類])

48

・大商学園高等学校(普通科特進Ⅱコース)・大阪高等学校(普通科文理特進コース)・大阪産業大学附属高校(国際科グローバルコース)

・大阪商業大学堺高等学校(普通科特進アドバンスコース)・大阪市立扇町総合高等学校(総合学科)・大阪市立工芸高等学校(建築デザイン科)

・大阪市立桜宮高等学校(普通科)・今宮工科高等学校(工学系･大学進学専科)・門真なみはや高等学校(総合学科)・長野高等学校(普通科)

・みどり清朋高等学校(普通科)・八尾翠翔高等学校(普通科)・関西福祉科大学高等学校(普通科特別進学Ⅱコース)・岸和田市立産業高等学校(商業科/情報科)

・岸和田市立産業高等学校(デザインシステム科)・金蘭会高等学校(普通科Ⅰ類保育児童コース/普通科Ⅰ類スポーツ･特技コース)

・賢明学院高等学校(普通科進学コース)・興國高等学校(普通科アドバンスコース/普通科アスリートアドバンスコース)

・堺市立堺高等学校(マネジメント創造科/サイエンス創造科)・樟蔭高等学校(普通科アートスポーツコース) ・宣真高等学校(普通科看護系進学コース)

・清明学院高等学校(普通科文系特進コース/普通科理系特進コース/普通科看護医療系特別進学コース)・相愛高等学校(普通科専攻選択コース)

・城南学園高等学校(普通科特進コースⅡ類)・大阪暁光高等学校(看護科)・阪南大学高等学校(普通科総合進学コース)・明浄学院高等学校(普通科特進コース)

・四天王寺東高等学校(普通科Ⅰコース)・大阪成蹊女子高等学校(普通科看護医療進学コース)

47

・近畿大学泉州高等学校(普通科進学Ⅱ類コース)・藍野高等学校(衛生看護科)・大阪商業大学高等学校(普通科デザイン美術コース)

・大阪緑涼高等学校(普通科文理ハイレベルコース)・大阪市立西高等学校(教育情報科)・大阪偕星学園高等学校(普通科特進コース)

・堺市立堺高等学校(建築インテリア創造科)・城南学園高等学校(普通科特進コース看護系)・大阪暁光高等学校(普通科教育探究コース)

・港南造形高等学校(総合造形科)・東淀川高等学校(普通科)・長尾高等学校(普通科) ・北かわち皐が丘高等学校(普通科)・港高等学校(普通科)

・大阪成蹊女子高等学校(普通科音楽コース/普通科キャリア進学コース/美術科アート･イラスト･アニメーションコース)

・藤井寺高等学校(普通科)・淀川工科高等学校(工学系･大学進学専科)

46

・大阪学院大学高等学校(普通科普通コース/普通科スポーツ科学コース)・大阪薫英女学院高等学校(普通科スポーツ･特技コース)

・大阪商業大学高等学校(普通科グローバル商大コース)・あべの翔学高等学校(普通科文理特進コース)・大阪市立汎愛高等学校(普通科)

・大阪成蹊女子高等学校(普通科幼児教育コース)・大阪電気通信大学高等学校(工業科工学連携コース)・貝塚南高等学校(普通科)

・渋谷高等学校(普通科)・東百舌鳥高等学校(普通科)・大阪府教育センター付属高等学校(普通科)・堺西高等学校(普通科)

・大阪夕陽丘学園高等学校(普通科文理進学コース)・太成学院大学高等学校(普通科特進セレクトコース)

・初芝立命館高等学校(体育科)・東大阪市立日新高等学校(英語科)・堺市立堺高等学校(機械材料創造科)

45

・大商学園高等学校(普通科情報コース)・大阪学芸高等学校(普通科特技コース)・大阪産業大学附属高等学校(普通科進学コース) 

・大阪市立汎愛高等学校(武道科)・大阪成蹊女子高等学校(普通科スポーツコース)・茨木西高等学校(普通科)・今宮工科高等学校(工業科)

・大冠高等学校(普通科)・貝塚高等学校(総合学科)・関西大学北陽高等学校(普通科スポーツコース・箕面自由学園高等学校(普通科Ⅱ類クラブ選抜コース)

・枚方なぎさ高等学校(普通科[総合選択制])・関西福祉科学大学高等学校(普通科保育進学コース)・建国高等学校(普通科特進コース)

・金光大阪高等学校(普通科進学コース)・四條畷学園高等学校(普通科総合コース[吹奏楽]/普通科保育コース)

・アナン学園高等学校(看護科5年一貫コース)・宣新高等学校(普通科保育系進学コース)

44

・大商学園高等学校(商業科) ・大阪体育大学浪商高等学校(普通科探究キャリアコース)・泉大津高等学校(普通科)・大塚高等学校(普通科)

・農芸高等学校(ハイテク農芸科/食品加工科/資源動物科) ・福井高等学校(総合学科)・枚方津田高等学校(普通科)・懐風館高等学校(普通科)

・松原高等学校(総合学科)・八尾北高等学校(総合学科)・淀川工科高等学校(工業科)・緑風冠高等学校(普通科)・四條畷学園高等学校(普通科保育コース)

・アナン学園高等学校(普通科進路総合コース/調理科) ・精華高等学校(普通科特進選抜コース)・清明学院高等学校(普通科進学コース)

・宣真高等学校(普通科アニメ･アートコース) ・大阪暁光高等学校(普通科幼児教育コース)・東大阪市立日新高等学校(普通科/商業科)

・好文学園女子高等学校(普通科看護医療系進学コース)

43

・英真学園高等学校(普通科文理特進コース) ・大商学園高等学校(普通科進学コース) ・大阪産業大学附属高等学校(普通科スポーツコース) 

・あべの翔学高等学校(普通科選抜コース) ・大阪緑涼高等学校(普通科総合進学コース/普通科保育系進学コース) ・阿武野高等学校(普通科)

・大阪市立淀商業高等学校(福祉ボランティア科) ・大阪電気通信大学高等学校(普通科進学総合コース/普通科健康スポーツコース)

・関西福祉科学大学高等学校(普通科進学コース)・四條畷学園高等学校(普通科総合コース[総合]/普通科総合コース[情報])

・アナン学園高等学校(普通科ミュージカルコース)・清明学院高等学校(普通科総合コース)・宣真高等学校(普通科総合コース)

・東大阪大学敬愛高等学校(普通科調理製菓コース)・明浄学院高等学校(普通科総合コース)

42

・大阪高等学校(普通科総合進学コース) ・大阪商業大学高等学校(普通科スポーツ専修コース/普通科進学グローバルコース)

・大阪体育大学浪商高等学校(普通科スポーツ探究コース)・吹田高等学校(普通科)・成城高等学校(総合学科[エンパワメントスクール])

・北摂つばさ高等学校(普通科)・守口東高等学校(普通科)・建国高等学校(普通科総合コース)・興國高等学校(普通科キャリアトライコース)

・昇陽高等学校(普通科特進コース)・アナン学園高等学校(普通科醸造コース)・城南学園高等学校(普通科幼児教育･福祉コース)

・大阪暁光高等学校(普通科進学総合コース

41

・あべの翔学高等学校(普通科普通進学コース)・大阪市立住吉商業高等学校(商業科)・大阪市立鶴見商業高等学校(商業科)・大阪市立淀商業高等学校(商業科)

・茨木工科高等学校(工業科/工学系・大学進学専科)・堺上高等学校(普通科)・佐野工科高等学校(工業科)・成美高等学校(総合学科)

 ・西寝屋川高等学校(普通科)・東住吉総合高等学校(総合学科クリエイティブスクール)・枚岡樟風高等学校(総合学科)

・箕面東高等学校(総合学科[エンパワメントスクール])・香ケ丘リベルテ高等学校(普通科クッキングエキスパートコース)

・アナン学園高等学校(普通科スポーツコース)・城南学園高等学校(普通科進学スタンダードコース)・東大阪大学敬愛高等学校(普通科こども教育コース)

・昇陽高等学校(普通科公務員チャレンジコース/普通科パティシエコース/福祉科福祉コース/福祉科看護医療コース)

・太成学院大学高等学校(普通科製菓･パティスリーコース)・りんくう翔南高等学校(普通科)

・好文学園女子高等学校(普通科標準進学コース[Ⅰ類･Ⅱ類]/普通科保育進学コース/普通科スポーツ健康コース/普通科ITライセンスコース/

普通科デザイン美術イラストコース/普通科マンガ･アニメーション)

40

・英真学園高等学校(普通科情報進学コース)・園芸高等学校(フラワーファクトリ科/環境開発緑化科/バイオサイエンス科)

・堺工科高等学校(工業科)・島本高等学校(普通科)・城東工科高等学校(工業科)・星翔高等学校(普通科キャリアコース)

・伯太高等学校(総合学科)・藤井寺工科高等学校(工業科)・布施工科高等学校(工業科)・興國高等学校(普通科進学アカデミアコース/ITビジネス科)

・大阪偕星学園高等学校(普通科総合選択コース)・昇陽高等学校(福祉科保育福祉科コース)・東大阪大学敬愛高等学校(普通科総合進学コース)

・太成学院大学高等学校(スポーツ科スポーツ進学コース)・東大阪大学柏原高等学校(普通科アドバンスコース)

・桃谷高等学校(普通科多部単位制クリエイティブスクール)・美原高等学校(普通科)・大阪緑涼高等学校(調理製菓科)

39

・英真学園高等学校(普通科総合進学コース)・大阪商業大学堺高等学校(普通科スポーツコース)・かわち野高等学校(普通科)・信太高等学校(普通科)

・西野田工科高等学校(工業科)・福泉高等学校(普通科)・大阪偕星学園高等学校(普通科スポーツ進学コース)・金剛学園高等学校(普通科特進コース)

・昇陽高等学校(普通科進学Ⅰ･Ⅱ･Ⅲコース/普通科ビジネス･ITフロンティアコース) ・箕面学園高等学校(普通科[総合選択制])

・精華高等学校(普通科特進共通コース)・星翔高等学校(工業技術系)・太成学院大学高等学校(普通科ライフデザインコース/スポーツ科アスリートコース)

38

・大阪市立泉尾工業高等学校(電気科/ファッション工学科/電気工学科)・大阪市立東淀川高等学校(電気工学科)・金剛学園高等学校(普通科国際総合コース)

・淀川清流高等学校(総合学科【エンパワメントスクール])・豊中高等学校 能勢分校(普通科[能勢分校選抜])・岬高等学校(総合学科[エンパワメントスクール])

・和泉総合高等学校(総合学科[エンパワメントスクール])・泉鳥取高等学校(普通科)・星翔高等学校(国際科)

・東大阪大学柏原高等学校(普通科キャリアアップコース)・門真西高等学校(普通科)・長吉高等学校(総合学科[エンパワメントスクール])

・平野高等学校(普通科) ・布施北高等学校(総合学科[デュアルエンパワメントスクール]) 

・金光藤蔭高等学校(普通科ITライセンスコース/普通科アートアニメーションコース/普通科ライフクリエイティブコース/普通科文理特進コース)

・香ケ丘リベルテ高等学校(普通科美容芸術コース/普通科保育進学コース/普通科ライフデザインコース/普通科アンダンテコース)

37
・金光藤蔭高等学校(普通科エンカレッジコース/普通科トップアスリートコース)・大阪市立生野工業高等学校(電気科/機械科/電子機械科)

・香ケ丘リベルテ高等学校(普通科フィジカルコース/普通科ファッションビジネスコース)・大阪市立泉尾工業高等学校(工業化学科/セラミック科)

・大阪市立東淀工業高等学校(機械工学科)・西成高等学校(総合学科[エンパワメントスクール])・野崎高等学校(普通科)・大正白陵高等学校(総合学科)

36 ・東大阪大学柏原高等学校(普通科キャリアアシストコース)・大阪市立東淀工業高等学校(理工学科)・茨田高等学校(普通科)

35 ・東大阪大学柏原高等学校(普通科スポーツコース)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



岡山県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

73 ・岡山白陵高等学校（普通科）

71 ・就実高等学校（普通科特別進学コース［ハイＧ］)

69 ・明誠学院高等学校（普通科特進Ⅲ類コース) ・岡山朝日高等学校（普通科)

68 ・岡山高等学校（普通科東大・国立医学部コース) ・岡山城東高等学校（普通科国際教養分野)

65
・岡山城東高等学校（普通科）・岡山芳泉高等学校（普通科）

・倉敷青陵高等学校（普通科）・岡山学芸館高等学校（普通科医進サンエンスコース)

64 ・岡山操山高等学校（普通科)

62
・岡山高等学校（普通科難関大コース)

・岡山一宮高等学校（普通科/理数科)

61
・倉敷南高等学校（普通科）・津山高等学校（普通科/理数科)

・川崎医科大学附属高等学校（普通科)

60
・岡山学芸館高等学校（普通科スーパーＶコース)

・山陽女子高等学校（普通科スーパー特別進学コース）・就実高等学校（普通科特別進学コース［アドバン］）

59
・清心女子高等学校（普通科特別進学コース［難関国立系］)・笠岡高等学校（普通科)

・明誠学院高等学校（普通科特進Ⅱ類コース)・津山工業高等専門学校（総合理工学科）

・関西高等学校（普通科国立進学コース)

58 ・倉敷天城高等学校（理数科）・金光学園高等学校（普通科)

57 ・岡山県山陽高等学校（普通科スーパー特進コース)・倉敷天城高等学校（普通科)

56
・倉敷古城池高等学校（普通科)・瀬戸高等学校（普通科）

・岡山理科大学附属高等学校（教育学科/普通科グローバルサンエンスコース特別進学クラス）

・岡山籠谷高等学校（普通科特別進学コース)

55
・岡山城東高等学校（普通科音楽分野）・興譲館高等学校（普通科特別進学コース)

・岡山南高等学校（商業科/国際経済科/情報処理科）・西大寺高等学校（普通科/国際情報科）

・清心女子高等学校（普通科NDSU進学コース）

54 ・倉敷中央高等学校（看護科）・玉野光南高等学校（普通科）・明誠学院高等学校（普通科特進Ⅰ類コース）

53

・岡山南高等学校（生活創造科/服飾デザイン科）・西大寺高等学校（商業科）

・岡山県美作高等学校（普通科エクセル特進・特別進学コース）

・総社南高等学校（普通科国際系）・玉野光南高等学校（情報科）

・山陽女子高等学校（普通科エクセル特別進学コース）

・創志学園高等学校（普通科特別進学コースⅠ［最難関］）・倉敷高等学校（普通科特進国大［Ｓ］コース）

52

・岡山理科大学附属高等学校（普通科グローバルサンエンスコース進学クラス/普通科インターナショナルコース）

・清心女子高等学校（普通科特別進学コース［国公立系・有名私立系・国際系］

・玉島高等学校（普通科・理数科）・津山東高等学校（普通科）

・就実高等学校（普通科特別進学チャレンジコース）

・岡山県作陽高等学校（普通科特別進学コース）

・倉敷高等学校（普通科特進グローバル［G］コース）

51

・倉敷高等学校（普通科特進アドバンス［A］コース）

・岡山学芸館高等学校（普通科特別進学コース/英語科）

・岡山工業高等学校（機械科/電気科/情報技術科/化学工学科/土木科/建築科/デザイン科）

・総社南高等学校（普通科/普通科美術工芸系）

・高梁高等学校（普通科）・新見高等学校 南校地（普通科）

・明誠学院高等学校（普通科特別芸術コース）

・関西高等学校（普通科スーパー理数コース）

50
・総社高等学校（普通科）・井原高等学校 北校地（普通科）

・津山東高等学校（看護科）

49

・関西高等学校（普通科特別進学コース）

・岡山籠谷高等学校（普通科選択選抜コース)

・創志学園高等学校（普通科特別進学Ⅱコース［難関］）

・笠岡商業高等学校（商業科・情報処理科)

・倉敷商業高等学校（商業科・国際経済科・情報処理科)

48
・岡山理科大学附属高等学校（普通科総合進学コース）・倉敷翠松高等学校（普通科特別進学コース）

・勝山高等学校　勝山校地（普通科) ・岡山東商業高等学校（ビジネス創造科・情報ビジネス科）

47
・倉敷中央高等学校（普通科/普通科子どもコース)

・総社高等学校（家政科) ・興譲館高等学校（普通科トータル進学コース)

46

・倉敷中央高等学校（普通科健康スポーツコース/家政科)

・玉野高等学校（普通科) 

・津山商業高等学校（地域ビジネス科・情報ビジネス科)

・就実高等学校（普通科総合進学コース）

・明誠学院高等学校（普通科保育・福祉コース）

・岡山県作陽高等学校（普通科進学コース）

・興陽高等学校（家政科/被服デザイン科）

・東岡山工業高等学校（機械科・電気科・電子機械科/設備システム科/工業化学科）

45

・津山東高等学校（食物調理科)

・林野高等学校（普通科）

・倉敷工業高等学校（機械科/電子機械科/電気科/工業化学科/テキスタイル工学)

・水島工業高等学校（機械科/電気科/情報技術科/工業化学科/建築科）

・倉敷翠松高等学校（看護科）

・山陽女子高等学校（普通科Musicコース）

44

・倉敷中央高等学校（福祉科)

・玉野光南高等学校（体育科)

・岡山商科大学附属高等学校（総合学科特別進学コース)

・岡山市立岡山後楽館高等学校（総合学科）

・明誠学院高等学校（普通科進学総合コース/普通科新情報コース）

43

・井原高等学校 南校地（家政科)

・玉島商業高等学校（ビジネス情報科）

・津山工業高等学校（機械科/ロボット電気/工業化学科/建築科/デザイン科/土木科)

・備前緑陽高等学校（総合学科）

・関西高等学校（普通科総合進学コース/ＩＴビジネス科）

・倉敷市立倉敷翔南高等学校（総合学科［昼間部］）

・岡山県作陽高等学校（普通科ミュージックコース）

・高粱城南高等学校（電気科/デザイン科/環境科学科）

42

・倉敷鷲羽高等学校（普通科）・創志学園高等学校（看護科）

・岡山県美作高等学校（普通科進学コース）・高粱高等学校（家政科）

・笠岡工業高等学校（電子機械科/電気情報科/環境土木科）

・真庭高等学校	落合校地（普通科/看護科）

・新見高等学校	北校地（工業技術科/総合ビジネス科）

・矢掛高等学校（普通科/地域ビジネス科）

・倉敷翠松高等学校（普通科進学コース）

・興譲館高等学校（普通科スポーツコース）

・勝山高等学校	勝山校地（ビジネス科）

41

・倉敷鷲羽高等学校（ビジネス科)	・井原高等学校	南校地（園芸科)

・玉野工業高等学校（ビズネス情報科/機械科）・瀬戸南高等学校（生物生産科/園芸科学科/生活デザイン科)

・興譲館高等学校（普通科キャリアデザインコース）・勝間田高等学校（総合学科）

・興陽高等学校（農業科/農業機械科/造園デザイン科）

・高松農業高等学校（農業科学科/園芸科学科/畜産科学科/農業土木科/食品科学科)

・津山東高等学校（普通科体育分野）

・山陽女子高等学校（普通科総合進学コース）

40

・鴨方高等学校（総合学科)	・岡山県美作高等学校（普通科探求コース/普通科福祉コース)

・和気閑谷高等学校（キャリア探求科)

・おかやま山陽高等学校（普通科進学コース）

・吉備高原学園高等学校（普通科）

39

・邑久高等学（生活ビジネス科)	・邑久高等学校（普通科)

・岡山御津高等学校（総合学科）

・岡山学芸館高等学校（普通科進学コース)

・岡山県作陽高等学校（普通科総合教養コース）

・新見高等学校	北校地（生物生産科)

・和気閑谷高等学校（普通科)

・岡山理科大学附属高等学校（普通科スポーツサンエンスコース）

・おかやま山陽高等学校（普通科公務員コース/普通科音楽コース/普通科スポーツコース/普通科資格専門コース/製菓科）

38

・倉敷翠松高等学校（商業科/普通科普通コース/生活科学科）

・岡山県共生高等学校（普通科スポーツ科学コース/普通科普通コース/普通科メディア情報コース/普通科生活アレンジコース）

・おかやま山陽高等学校（機械科/自動車科/調理科）

・岡山龍谷高等学校（普通科進学教養コース）

・関西高等学校（電気科）

・倉敷高等学校（普通科総合探求コース）

37

・岡山県作陽高等学校（普通科スポーツコース)

・岡山県高粱日新高等学校（普通科普通コース/普通科キャリアプランニングコース/普通科スポーツコース）

・岡山県高粱日新高等学校（ビューティー科美容コース/ビューティー科エステテック）

・真庭高等学校	久世校地（生物生産科/食品科学科）

・岡山商科大学附属高等学校（総合学科総合進学コース/総合学科ＩＴデザインコース/総合学科健康スポーツコース/総合学科商大コース）

・岡山商科大学附属高等学校（総合学科スーパーライセンスコース/総合学科自動車設備コース/総合学科工業技術コース）

・岡山龍谷高等学校（情報科）

・倉敷高等学校（商業科）

・創志学園高等学校（普通科フロンティアコース/普通科体育コース）

36 ・勝山高等学校	蒜山校地（普通科）

※偏差値のデータは、調査の方法や学校の対策で数値に違いが出る場合があります。1つの目安として参考にご覧下さい。



香川県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

71 ・高松高等学校(普通科)

70 ・高松第一高等学校（普通科）

69 ・丸亀高等学校(普通科) 

68 ・香川県大手前高松高等学校(普通科栄冠進学SSコース)

65 ・三木高等学校(文理科)

64 ・香川県大手前高松高等学校(普通科栄冠進学Sコース)

63 ・観音寺第一高等学校(普通科/理数科)

62
・香川県大手前高松高等学校(普通科)

・香川高等専門学校高松キャンパス(機械工学/電気情報工学/機械電子工学科/建設環境工学科)

61
・坂出高等学校（普通科)・高松桜井高等学校（普通科）

・高松商業高等学校（英語実務科）

・香川高等専門学校託間キャンパス（通信ネットワーク工学科/電子システム工学科/情報工学科）

60
・香川誠陵高等学校(普通科)・高松西高等学校(普通科)

・英明高等学校（普通科特別進学コース）

59 ・高松商業高等学校(情報理数科) 

58
・香川県藤井高等学校(普通科ユリーカコース)

・三木高等学校（総合学科）

56 ・香川県大手前高松高等学校（普通科特別進学Aコース） 

55 ・高松商業高等学校（商業科）

54
・三本松高等学校（普通科/理数科)・高松北高等学校（普通科)

・高松工芸高等学校（美術科)・尽誠学園高等学校（普通科特別進学コース)

53
・善通寺第一高等学校（普通科）・高松第一高等学校（音楽科)

・高松中央高等学校（普通科特別進学コース）

52
・高瀬高等学校（普通科）・高松工芸高等学校（機械科/電気科/工業化学科/建築科/デザイン科）

・高松南高等学校（看護科）・四国学院大学香川西高等学校（普通科特別進学コース）

・坂出第一高等学校（普通科特別進学コース）・高松工芸高等学校（工芸科）

51
・香川中央高等学校（普通科）

・香川県大手前高松高等学校（普通科特別進学Vコース)

50
・飯山高等学校（看護科）・坂出高等学校（音楽科)

・高松南高等学校（普通科）・丸亀城西高等学校（普通科）

49 ・香川県藤井高等学校（普通科特別進学コース）

48 ・観音寺総合高等学校（総合学科）・小豆島中央高等学校（普通科特進コース）・英明高等学校（普通科進学コース）

47 ・高松南高等学校（福祉科）

46
・坂出商業高等学校（商業科/情報技術科)・志度高等学校（電子機械科/情報科学科)

・高松東高等学校（普通科）・高松南高等学校（環境科学科/生活デザイン科）

・高松中央高等学校（普通科進学コース）

45
・琴平高等学校（普通科）・志度高等学校（商業科) 

・善通寺第一高等学校（デザイン科）

・津田高等学校（普通科)・尽誠学園高等学校（普通科進学コース) 

44
・観音寺総合高等学校（機械科/電子科/電気科)・坂出工業高等学（機械科/電気科/化学工学科/建築科）

・多度津高等学校（機械科/電気科/土木科/建築科)・坂出第一高等学校（普通科進学コース）

・尽誠学園高等学校（衛生看護科）・小豆島中央高等学校（普通科普通コース）

43
・香川県藤井高等学校（普通科グローバルコース）

・飯山高等学校（総合学科）

・英明高等学校（普通科情報コース）

41
・笠田高等学校（農業科学科/植物科学科/食品科学科/生活デザイン科）

・英明高等学校（普通科総合コース）

・藤井学園寒川高等学校（看護科) 

40

・四国学院大学香川西高等学校（普通科進学・総合コース）

・香川県藤井高等学校（商業科）

・石田高等学校（生産経済科/園芸デザイン科/農業土木科/生活デザイン科）

・多度津高等学校（海洋技術科/海洋生産科）

・尽誠学園高等学校（普通科体育コース/普通科教養コース/商業科)

39

・農業経営高等学校（農業科）

・四国学院大学香川西高等学校（商業科/衛星看護科）

・高松中央高等学校（普通科総合進学コース）

・藤井学園寒川高等学校（普通科総合コース/普通科スポーツ選択コース）

38
・四国学院大学香川西高等学校（普通科体育コース）

・坂出第一高等学校（普通科総合コース/ファッションデザイン科/食物科）

・高松中央高等学校（商業科)

※偏差値のデータは、調査の方法や学校の対策で数値に違いが出る場合があります。1つの目安として参考にご覧下さい。



鹿児島県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

78 ・ラ・サール高等学校(普通科)

74 ・鶴丸高等学校(普通科)・樟南高等学校(普通科文理コース)

72 ・鹿児島実業高等学校(文理科)

70 ・甲南高等学校(普通科)

68 ・池田高等学校(普通科)

67 ・鹿児島中央高等学校(普通科)・鹿児島純心女子高等学校(普通科S特進コース)・志學館高等部(普通科)

66 ・鹿児島工業高等専門学校(機械工学科/電気電子工学科/電子制御工学科/情報工学科/都市環境デザイン工学科)・尚志館高等学校(特進科)

65 ・鹿児島高等学校(英数科)

64 ・鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校(普通科)

63 ・武岡台高等学校(普通科)・出水中央高等学校(普通科特進課程)

62 ・加治木高等学校(普通科)・武岡台高等学校(情報科学科)・樟南高等学校(普通科英数コース)

61 ・国分高等学校(理数科)・鹿児島純心女子高等学校(普通科英語コース)

60 ・鹿児島純心女子高等学校(普通科選抜コース) ・鹿屋中央高等学校(人間科学科文理コース)

59 ・鹿児島南高等学校(普通科/情報処理科)・錦江湾高等学校(理数科)・鹿児島情報高等学校(ｅプレップ科)・鳳凰高等学校(普通科文理コース)

58 ・鹿児島修学館高等学校(普通科)・鹿児島情報高等学校(プレップ科)・れいめい高等学校(文理科)・鹿屋高等学校(普通科)

57 ・鹿児島南高等学校(商業科)・鹿児島第一高等学校(普通科)・大口明光学園高等学校(普通科難関大コース)

56 ・加世田高等学校(普通科)

55 ・鹿児島育英館高等部(普通科)・川内高等学校(普通科)・国分高等学校(普通科)

54 ・伊集院高等学校(普通科)・出水高等学校(普通科)・鹿児島工業高等学校(工業1類/工業Ⅱ類)・松陽高等学校(普通科)

53 ・指宿高等学校(普通科)・松陽高等学校(音楽科/美術科)

52 ・錦江湾高等学校(普通科)・鹿児島市立鹿児島女子高等学校(情報会計科/生活科学科)・神村学園高等部(文理科)・尚志館高等学校(看護学科)

51 ・川辺高等学校(普通科)

50
・鹿屋中央高等学校(人間科学科進学コース)・鹿児島市立鹿児島女子高等学校(商業科)・志布志高等学校(普通科)

・鹿児島純心女子高等学校(普通科本科コース)

49
・加治木工業高等学校(工業化学科/機械科/土木科/電気科/建築科/電子科)・鹿児島実業高等学校(普通科)

・鹿屋市立鹿屋女子高等学校(普通科)・大口明光学園高等学校(普通科進学コース)・尚志館高等学校(普通科)

48 ・明桜館高等学校(文理科学科)・鹿児島市立鹿児島商業高等学校(商業科/情報処理科/国際経済科)・曽於高等学校(文理科)

47
・大島高等学校(普通科)・開陽高等学校(普通科/福祉科)・野田女子高等学校(衛生看護科)・出水中央高等学校(普通科教養課程)

・鹿児島南高等学校(体育科)・鹿屋工業高等学校(機械科/電気科/電子科/建築科/土木科)・明桜館高等学校(商業科)

・樟南第二高等学校(普通科国公立大コース･特進コース)・出水市立出水商業高等学校(情報処理科)

46 ・尚志館高等学校(医療福祉科)・出水中央高等学校(看護学科)・川内商工高等学校(商業科)

45
・川内商工高等学校(機械科/電気科/インテリア科)・種子島高等学校(普通科)・神村学園高等部(看護学科/保育科)

・霧島市立国分中央高等学校(ビジネス情報科)・指宿市立指宿商業高等学校(商業科)・大口高等学校(普通科)・串良商業高等学校(情報処理科)

44 ・鹿屋市立鹿屋女子高等学校(情報ビジネス科)・樟南高等学校(普通科未来創造コース)・鳳凰高等学校(普通科特進コースⅠ類)

43
・徳之島高等学校(普通科)・隼人工業高等学校(インテリア科/電子機械科/情報技術科)

・吹上高等学校(情報処理科)・枕崎高等学校(総合学科)・鹿児島情報高等学校(情報システム科情報系特進コース)

・神村学園高等部(調理科/普通科英語コース)・鳳凰高等学校(普通科特進コースⅡ類/看護学科)

42
・蒲生高等学校(情報処理科)・薩南工業高等学校(機械科/建築科/情報技術科/生活科学科)・薩摩中央高等学校(普通科)

・屋久島高等学校(普通科)・鹿児島実業高等学校(総合学科)・神村学園高等部(普通科特別能力コース)

・霧島市立国分中央高等学校(スポーツ健康科)・出水市立出水商業高等学校(商業科)・鹿児島東高等学校(普通科)

41

・鹿児島高等学校(普通科)・蒲生高等学校(普通科)・串良商業高等学校(総合ビジネス科)

・鹿児島水産高等学校(情報通信科)・種子島中央高等学校(普通科)・龍桜高等学校(イングトクリエイト科/医療福祉科/看護学科)

・鹿屋市立鹿屋女子高等学校(生活科学科)・れいめい高等学校(普通科普通コース/普通科キャリアアップコース/工学科)

・曽於高等学校(普通科/商業科)・種子島高等学校(電気科)

40
・喜界高等学校(普通科)・串木野高等学校(普通科)・鹿児島情報高等学校(普通科)

・鳳凰高等学校(総合福祉科/メディカルシステム科)・曽於高等学校(機械電子科)

39

・鹿児島高等学校(情報ビジネス科)・沖永良部高等学校(普通科)・鶴翔高等学校(総合学科)・種子島中央高等学校(情報処理科)

・垂水高等学校(普通科)・福山高等学校(普通科)・屋久島高等学校(情報ビジネス科)・尚志館高等学校(建設工業科/商業科)

・鹿児島情報高等学校(情報システム科情報システムコース)・樟南高等学校(工業科機械工学コース)

・鹿屋中央高等学校(人間科学科教養コース/人間科学科体育コース/人間科学科食物コース/人間科学科調理コース)

・出水中央高等学校(医療福祉科/普通科普通課程)・曽於高等学校(畜産食農科)

38

・奄美高等学校(衛生看護科)・伊佐農林高等学校(農林技術科/生活情報科)・出水工業高等学校(建築科/機械電気科)

・頴娃高等学校(普通科/機械電気科)

・沖永良部高等学校(商業科)・喜界高等学校(商業科)・霧島高等学校(機械科)・古仁屋高等学校(普通科)・種子島高等学校(生物生産科)

・徳之島高等学校(総合学科)・吹上高等学校(電気科/電子機械科)・福山高等学校(商業科)・山川高等学校(園芸工学･農業経済科/生活情報科)

・与論高等学校(普通科)・鹿児島情報高等学校(メカトロニクス科/マルチメディア科/自動車工業科)

・川薩清修館高等学校(ビジネス会計科/総合学科)・樟南高等学校(商業科/工業科電気工学コース/工業科自動車工業コース)

・鹿児島城西高等学校(ヘアデザイン科/トータルエステティック科/普通科/社会福祉科/ホテル観光科/調理科/商業科/ファッションデザイン科)

37

・奄美高等学校(商業科/情報処理科/家政科)・大島北高等学校(普通科/情報処理科)・鶴翔高等学校(農業科学科/食品科学科)

・加世田常潤高等学校(生活福祉科/食農プロデュース科)・鹿屋農業高等学校(農業科/畜産動物学科/生物工学科/農業機械科/緑地工学科/生活科)

・霧島高等学校(総合学科)・垂水高等学校(生活デザイン科)・野田女子高等学校(食物科/生活文化科)・南大隈高等学校(商業科)

・霧島市立国分中央高等学校(園芸工学科/生活文化科)・樟南第二高等学校(商業科/工業科)

36
・奄美高等学校(機械電気科)・市来農芸高等学校(農業経営科/生物工学科/生活科)

・鹿児島水産高等学校(海洋科/食品工学科)・薩摩中央高等学校(生物生産科/農業工学科/福祉科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。
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偏差値 学校名

76 ・慶應義塾高等学校(普通科)・慶応義塾湘南藤沢高等部(普通科)

75 ・横浜翠嵐高等学校(普通科)・湘南高等学校(普通科)

72 ・柏陽高等学校(普通科)

70
・厚木高等学校(普通科)・川和高等学校(普通科)・横浜緑ヶ丘高等学校(普通科)

・法政大学第二高等学校(普通科)・山手学院高等学校(普通科理数コース)

69
・多摩高等学校(普通科)・桐蔭学園高等学校(普通科プログレスコース)・桐光学園高等学校(男子部SAコース/女子部SAコース)

・法政大学国際高等学校(普通科)・横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校(理数科)

68 ・鎌倉学園高等学校(普通科)

67
・相模原高等学校(普通科)・希望ヶ丘高等学校(普通科)・光陵高等学校(普通科)・平塚江南高等学校(普通科)

・中央大学附属横浜高等学校(普通科)・日本大学高等学校(普通科特別進学コース)

66
・横須賀高等学校(普通科)・小田原高等学校(普通科)・神奈川総合高等学校(普通科個性化コース/普通科国際文化コース)

・鎌倉高等学校(普通科)・大和高等学校(普通科)・横浜平沼高等学校(普通科)・桐蔭学園高等学校(普通科アドバンスコース)

・日本女子大学附属高等学校(普通科)・山手学院高等学校(普通科普通コース)

65 ・横浜国際高等学校(国際科/国際バカロレア科)・桐蔭学園高等学校(普通科スタンダードコース)

64 ・横須賀学院高等学校(普通科選抜コース)・日本大学高等学校(普通科普通コース)

63
・茅ヶ崎北陵高等学校(普通科)・市ケ尾高等学校(普通科)・日本大学藤沢高等学校(普通科)

・横浜市立金沢高等学校(普通科)・麻布大学附属高等学校(普通科S特進コース)

62
・追浜高等学校(普通科)・相模女子大学高等部(普通科特別進学コース)

・平塚学園高等学校(普通科特別進学コース)・横浜市立桜丘高等学校(普通科)

61 ・海老名高等学校(普通科)・秦野高等学校(普通科)・弥栄高等学校(普通科)・横浜隼人高等学校(普通科特別選抜コース)

60
・松陽高等学校(普通科)・大船高等学校(普通科)・横浜市立南高等学校(普通科)

・横浜市立東高等学校(普通科)・横浜市立戸塚高等学校(普通科)

59

・座間高等学校(普通科)・七里ガ浜高等学校(普通科)・新城高等学校(普通科)・川崎市立川崎総合科学高等学校(科学科)

・向上高等学校(普通科特進コース)・相洋高等学校(普通科特進コース選抜クラス)

・湘南工科大学附属高等学校(普通科進学アドバンスコースセレクトクラス)・東海大学附属相模高等学校(普通科)

・横浜創英高等学校(普通科特進コース)・横浜富士見丘学園高等学校(理数特進クラス)・横浜隼人高等学校(普通科特進コース)

58
・麻溝台高等学校(普通科)・港北高等学校(普通科)・横須賀大津高等学校(普通科)・横浜栄高等学校(普通科)・川崎市立橘高等学校(普通科)

・生田高等学校(普通科)・鶴見大学付属高等学校(普通科特進コース)・湘南学院高等学校(普通科アドバンス国公立クラス)

・横浜市立戸塚高等学校(普通科音楽コース)・横浜市立横浜商業高等学校(国際学科)・横浜翠陵高等学校(普通科特進コース)

57
・大磯高等学校(普通科)・鶴見高等学校(普通科)・藤沢西高等学校(普通科)・北鎌倉女子学園高等学校(普通科特進コース)

・鵠沼高等学校(普通科英語コース/普通科理数コース)・麻布大学附属高等学校(普通科特進コース) 

56
・湘南台高等学校(普通科)・西湘高等学校(普通科)・瀬谷高等学校(普通科)・鶴嶺高等学校(普通科)・英理女子学院高等学校(iグローバル部)

・元石川高等学校(普通科)・弥栄高等学校(美術科/音楽科/スポーツ科学科) ・平塚学園高等学校(普通科進学コース)

・横浜翠陵高等学校(普通科国際コース)・横浜隼人高等学校(国際語科)

55
・伊志田高等学校(普通科)・川崎市立橘高等学校(国際科)・聖和学院高等学校(英語科)・相洋高等学校(普通科特進コース特進クラス)

・藤嶺学園藤沢高等学校(普通科)・横浜市立みなと総合高等学校(総合学科)

54

・横浜氷取沢高等学校(普通科)・アレセイア湘南高等学校(普通科特進選抜コース)・厚木東高等学校(普通科)・上溝南高等学校(普通科)

・住吉高等学校(普通科)・大和西高等学校(普通科)・茅ヶ崎高等学校(普通科)・横須賀市立横須賀総合高等学校(総合学科)

・横浜商科大学高等学校(普通科特進コース)・横浜隼人高等学校(普通科進学コース)

・横浜富士見丘学園高等学校(グローバル＆サイエンスクラス/普通科)・聖セシリア女子高等学校(普通科)

・湘南学院高等学校(普通科アドバンスクラス)・湘南工科大学附属高等学校(普通科進学アドバンスコース)

53
・根岸高等学校(普通科）・向上高等学校(普通科選抜コース)・相模女子大学高等部(普通科進学コース)・藤沢翔陵高等学校(普通科特進コース)

・鶴見大附属高等学校(普通科総合進学コース)・横浜高等学校(普通科プレミアムコース)・三浦学苑高等学校(普通科特進コース)

・横浜翠陵高等学校(普通科文理コース)

52

・麻布大学附属高等学校(普通科進学コース)・有馬高等学校(普通科)・荏田高等学校(普通科)・金井高等学校(普通科)・逗子高等学校(普通科)

・橋本高等学校(普通科)・深沢高等学校(普通科)・鵠沼高等学校(普通科文理コース)・橘学苑高等学校(普通科文理コース特別進学クラス) 

・武相高等学校(特普通科特進コース) ・横須賀学院高等学校(普通科一般コース)・横浜市立横浜商業高等学校(商業科)

・横浜創英高等学校(普通科文理コース)・横浜創学館高等学校(普通科特別進学コース)

51 ・津久井浜高等学校(普通科)・緑ヶ丘女子高等学校(普通科特進コース)

50

・アレセイア湘南高等学校(普通科特進コース)・麻生高等学校(普通科)・神奈川総合産業高等学校(総合産業科)・上溝高等学校(普通科)

・藤沢清流高等学校(普通科)・二俣川看護福祉高等学校(看護科)・舞岡高等学校(普通科)・百合丘高等学校(普通科)・横浜清陵高等学校(普通科)

・横浜立野高等学校(普通科)・北鎌倉女子学園高等学校(普通科普通コース)・横浜清風高等学校(普通科特進コース)

・立花学園高等学校(普通科特進コース)・川崎市立高津高等学校(普通科)

49
・厚木西高等学校(普通科)・金沢総合高等学校(総合学科)・秦野曽屋高等学校(普通科)・湘南学院高等学校(普通科選抜スタンダードクラス)

・湘南工科大学附属高等学校(普通科進学スタンダードコース)・聖和学院高等学校(普通科)・平塚学園高等学校(普通科文理コース)

・三浦学苑高等学校(普通科進学コース)・横浜創英高等学校(普通科普通コース)・横浜市立横浜商業高等学校(スポーツマネジメント科)

48
・足柄高等学校(普通科)・城郷高等学校(普通科)・霧が丘高等学校(普通科)・逗葉高等学校(普通科)・藤沢総合高等学校(総合学科)

・横浜南稜高等学校(普通科)・鎌倉女子大学高等部(普通科国際教養コース)・相洋高等学校(普通科文理コース理科クラス)

・橘学苑高等学校(普通科国際コース)・川崎市立川崎総合科学高等学校(情報工学科/総合電気科/電子機械科/建設工学科/デザイン科)

47
・旭高等学校(普通科)・川崎北高等学校(普通科)・新栄高等学校(普通科)・鎌倉女子大学高等部(普通科プログレスコース)

・北鎌倉女子学園高等学校(音楽科)・横浜富士見丘学園高等学校(スタンダードクラス) 

・函嶺白百合学園高等学校(普通科)・横須賀明光高等学校(福祉科)

46
・伊勢原高等学校(普通科)・上矢部高等学校(普通科/美術科)・川崎高等学校(普通科)・新栄高等学校(普通科)

・相洋高等学校(普通科文理コース文科クラス)・横浜高等学校(普通科アドバンスコース)・横浜学園高等学校(普通科クリエイティブコース)

・横浜商科大学高等学校(普通科進学コース)・横浜創学館高等学校(普通科文理選抜コース)

45
・相原高等学校(食品科学科)・綾瀬高等学校(普通科)・生田東高等学校(普通科・神奈川工業高等学校(電気科/機械科/建設科/デザイン科)
・白山高等学校(美術科)・横浜緑園高等学校(普通科)・英理女子学院高等学校(キャリア部進学教養コース)・武相高等学校(普通科進学コース)
・湘南工科大学附属高等学校(普通科技術コース)・緑ケ丘女子高等学校(普通科幼児教育コース)

44

・アレセイア湘南高等学校(普通科進学コース)・相原高等学校(環境緑地科/畜産科学科)・厚木北高等学校(普通科)・上鶴間高等学校(普通科)
・座間総合高等学校(総合学科)・商工高等学校(総合技術科)・瀬谷西高等学校(普通科)・高浜高等学校(普通科)・茅ヶ崎西浜高等学校(普通科)
・新羽高等学校(普通科)・二俣川看護福祉高等学校(福祉科)・山北高等学校(普通科)・大和南高等学校(普通科)
・横浜桜陽高等学校(普通科)・川崎市立川崎高等学校(普通科/福祉科)・川崎市立幸高等学校(普通科/ビジネス教養科)
・向上高等学校(普通科文理コース)・湘南学院高等学校(普通科スタンダードクラス)・橘学苑高等学校(普通科デザイン美術コース)
・藤沢翔陵高等学校(普通科文理コース)

43
・相原高等学校(総合ビジネス科)・相模田名高等学校(普通科)・相模原総合高等学校(総合学科)・商工高等学校(総合ビジネス科)
・二宮高等学校(普通科)・白山高等学校(普通科)・保土ヶ谷高等学校(普通科)・川崎市立川崎高等学校(生活科学科)
・白鵬女子高等学校(普通科セレクトコース)・緑ケ丘女子高等学校(普通科普通コース)

42

・大西学園高等学校(普通科)・柏木学園高等学校(普通科アドバンスコース)・厚木北高等学校(スポーツ科学科)
・厚木商業高等学校(総合ビジネス科)・厚木清南高等学校(普通科)・磯子工業高等学校(機械科/電気科/建設科/化学科) 
・中央農業高等学校(畜産科学科/園芸科学科/農業総合科)・鶴見総合高等学校(総合学科)・秦野総合高等学校(総合学科)
・平塚商業高等学校(総合ビジネス科)・三浦初声高等学校入江キャンパス(普通科)・橘学苑高等学校(普通科文コース総合進学クラス)
・三浦学苑高等学校(普通科総合コース)・立花学園高等学校(普通科進学コース)・横浜商科大学高等学校(商業科/普通科スポーツ選抜コース)

41

・麻生総合高等学校(総合学科)・綾瀬西高等学校(普通科)・小田原城北工業高等学校(機械科/電気科/デザイン科/建設科)
・小田原東高等学校(普通科/総合ビジネス科)・川崎工科高等学校(総合技術科)・平塚工科高等学校(総合技術科)
・相洋高等学校(普通科進学コース)・平塚農業高等学校(園芸科学科/食品科学科/農業総合科)・藤沢工科高等学校(総合技術科)
・吉田島高等学校(都市農業科/食品加工科/環境緑地科/生活科学科)・白鵬女子高等学校(普通科国際コース)
・英理女子学院高等学校(キャリア部ビジネスデザインコース/キャリア部ライフデザインコース/キャリア部情報デザインコース)
・横浜清風高等学校(普通科総合進学コース)・横浜創学館高等学校(普通科総合進学コース)

40

・大井高等学校(普通科クリエイティブ)・海洋科学高等学校(海洋科学科一般コース/海洋科学科船舶運航コース)・寒川高等学校(普通科)
・大師高等学校(普通科)・津久井高等学校(福祉科)・永谷高等学校(普通科)・平塚湘風高等学校(普通科)
・向の岡工業高等学校(機械科/建設科/電気科)・大和東高等学校(普通科クリエイティブ)・横須賀工業高等学校(機械科/電気科/化学科)
・光明学園相模原高等学校(普通科総合コース)・相洋高等学校(商業科情報処理)・武相高等学校(普通科総合コース)
・白鵬女子高等学校(普通科スポーツコース/普通科メディア表現コース/普通科保育コース/普通科フードコーディネートコース)
・横浜学園高等学校(普通科普通コース)・横浜高等学校(普通科アクティブコース)・藤沢翔隆高等学校(商業科)

39

・旭丘高等学校(総合学科/普通科)・柏木学園高等学校(普通科情報コース)・釜利谷高等学校(普通科クリエイティブ)
・大楠高等学校(普通科クリエイティブ)・釜利谷高等学校(普通科[クリエイティブ]・田奈高等学校(普通科[クリエイティブ]
・津久井高等学校(普通科)・湘南工科大学附属高等学校(普通科体育コース)・三浦学苑高等学校(工業技術科)
・白鵬女子高等学校(普通科総合コース)

38
・大西学園高等学校(商業科/家庭科)・星槎高等学校(普通科)・柏木学園高等学校(普通科スタンダードコース)・愛川高等学校(普通科)
・光明学園相模原高等学校(普通科体育科学コース)・立花学園高等学校(普通科普通コース)・清心女子高等学校(普通科)

37 ・星槎高等学校(普通科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



岐阜県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

72 ・岐阜高等学校（普通科）

69 ・大垣北高等学校(普通科) ・多治見北高等学校(普通科)

68 ・岐阜北高等学校(普通科)

67 ・加納高等学校(普通科)

66
・関高等学校(普通科)・恵那高等学校(理数科) 

・岐阜工業高等専門学校(機械工学科/電子制御工学科/電気情報工学科/環境都市工学科/建築学科)

65 ・大垣東高等学校(理数科)・美濃加茂高等学校(普通科蛍雪コース)

64 ・鶯谷高等学校(普通科英進Ⅰ類) ・大垣東高等学校(普通科) ・岐山高等学校(普通科)

62
・岐阜聖徳学園高等学校(普通科特進コース)・多治見西高等学校(普通科蛍雪コース) 

・岐山高等学校(理数科)・帝京大学可児高等学校(普通科STコース)

63 ・大垣日本大学高等学校(普通科アカデミーコース)

61 ・岐阜東高等学校(普通科蛍雪コース) ・可児高等学校(普通科)

60 ・多治見高等学校（普通科）・長良高等学校(普通科)・斐太高等学校(普通科)

59 ・大垣南高等学校(普通科) ・済美高等学校(普通科選抜特進コース) 

58 ・吉城高等学校(理数科) ・各務原西高等学校(普通科)

57
・鶯谷高等学校(普通科英進Ⅱ類)・岐阜商業高等学校（国際コミュニケーション科）)

・中京高等学校(普通科進学コースエクシードクラス/普通科文武コースアＡアスリートクラス)

・岐阜第一高等学校(普通科カレッジコース) ・帝京大学可児高等学校(普通科特進Ⅱ類コース)

56 ・恵那高等学校(普通科)・岐阜女子高等学校(普通科文理科コース)・高山西高等学校(普通科特進Ⅰコース)

55 ・多治見西高等学校(普通科特別進学コース) ・岐阜聖徳学園高等学校(普通科進学コースⅠ類)・郡上高等学校(普通科)

54

・武義高等学校(普通科)・大垣日本大学高校(普通科特別進学コース)・大垣西高等学校(普通科)・加納高等学校(美術科)

・加茂高等学校(普通科)・羽島北高等学校(普通科)・岐阜東高等学校(普通科進学コース)・済美高等学校(普通科特進コース)

・聖マリア女学院高等学校(普通科英語特修コース/普通科特別進学コース)・高山西高等学校(普通科特進Ⅱコース)

・岐阜商業高等学校(情報処理科/会計システム科) ・加茂高等学校（理数科）・富田高等学校(普通科啓明コース)

53
・大垣商業高等学校(情報科/会計科/総合ビジネス科)・本巣松陽高等学校（普通科）・加納高等学校(音楽科)

・高山西高等学校(普通科蛍雪コース)・富田高等学校(国際科)・岐阜商業高等学校(流通ビジネス科)

52 ・中津高等学校(普通科)・飛騨高山高等学校(普通科)・美濃加茂高等(普通科アドバンスコース)

51 ・帝京大学可児高等学校(普通科特進Ⅰ類コース) ・麗澤瑞浪高等学校(普通科) ・益田清風高等学校（普通科）・各務原高等学校(普通科)

50 ・吉城高等学校(普通科)・岐阜総合学園高等学校(総合学科) ・中京高等学校(普通科進学コースプロシード) 

49
・岐阜農林高等学校（生物工学科/食品科学科）・多治見西高等学校(普通科総合コース)

・岐阜工業高等学校（建築・デザイン工学科群）・土岐商業高等学校(ビジネス科/ビジネス情報科)

48
・岐阜農林高等学校(動物科学科/流通科学科)・岐阜工業高等学校(航空･機械工学科群/化学・設備システム工学科群)

・岐阜市立岐阜商業高等学校(情報処理科/経営管理科)・武義高等学校(商業科/情報処理科)

47
・岐阜工業高等学校(電気・電子工学科群）・池田高等学校(普通科)・岐阜各務野高等学校(情報科）・聖マリア女学院高等学校(普通科文理コース)

・岐阜城北高等学校(総合学科)・多治見工業高等学校(電子機械科/電気システム科)・東濃実業高等学校(ビジネス管理科/ビジネス情報科)

・郡上高等学校(総合農業科群) ・大垣日本大学高校(普通科総合進学コース) ・多治見工業高等学校(デザイン科)

46
・大垣工業高等学校(電気科/電子科/電子機械科/機械科/化学技術科/情報技術科/建設工学・益田清風高等学校（総合化学）岐阜各務野高等学校（福祉科）

・美濃加茂高等学校（普通科チャレンジコース)・東濃実業高等学校（生活文化科）・大垣養老高等学校(総合学科)・岐阜農林高等学校(園芸科学科/環境科学科)

45
・大垣養老高等学校(生産科学科)・瑞浪高等学校(普通科)・済美高等学校(普通科進学総合コース)・大垣桜高等学校(食物科)

・岐阜農林高等学校(森林科学科)・飛騨高山高等学校(情報処理科/ビジネス科)・関市立関商工高等学校(電子機械科/機械科/建設工学科)

・富田高等学校(普通科普通コース)・大垣養老高等学校(食品科学科/環境園芸科) 

44

・関市立関商工高等学校（総合ビジネス科）・可児工業高等学校(機械科/電気システム)・済美高等学校（普通科進学コース）

・大垣桜高等学校(服飾デザイン科/福祉科/生活文化科)・海津明誠高等学校(普通科)・岐南工業高等学校(電気科/電子科/自動車科/建築科)

・中津商業高校(ビジネス科/ビジネス情報科)・益田清風高等学校(ビジネス情報科)・岐阜聖徳学園高等学校(普通科進学コースⅡ類)

・中京高等学校(普通科国際コース/商業科商業コース情報ビジネ/商業科商業コース総合ビジネス)

43

・海津明誠高等学校(生活福祉科)・岐南工業高等学校(機械科/土木科)・多治見工業高等学校（セラミック科）

・中津川工業高等学校(電気科/電子機械科)・飛騨高山高等学校(環境科学科/生活文化科/生物生産科)

・岐阜女子高等学校(普通科一般コース) ・中京高等学校(普通科普通コースプログレス) ・岐阜各務野高等学校（ビジネス科）

・富田高等学校(商業科)・美濃加茂高等学校（商業科総合ビジネスコース）・可児工業高等専門学校（建設工学科/化学技術科）１

42
・海津明誠高等学校(情報処理科)・加茂農林高等学校(生産科学科/環境デザイン科/食品化学科/森林科学科/園芸流通科学科)

・中津川工業高等学校(機械科/建設工学科）・飛騨高山高等学校(園芸科学科)・岐阜聖徳学園高等学校(商業科)

・多治見西高等学校(商業科)・東濃フロンティア高等学校(普通科Ⅰ・Ⅱ部) ・瑞浪高等学校（生活福祉科）

41
・恵那農業高等学校(食品科学科/園芸デザイン科/環境科学科/園芸科学科)・関有知高等学校(普通科/生活福祉科)

・岐阜城北高等学校(生活文化科)・高山工業高等学校(電気科/電子機械科/機械科/建築インテリア科)・羽島高等学校(普通科)

・岐阜第一高等学校(工業科自動車工学コース/工業科電子機械コース)・済美高等学校（保育科）

40 ・済美高等学校(普通科健康福祉コース/普通科生活文化コース/商業科)・多治見西高等学校(被服科)

39
・坂下高等学校(生活文化科/福祉科)・不破高等学校(普通科)・岐阜女子高等学校(食物科)・郡上北高等学校(普通科)

・岐阜第一高等学校(普通科普プログレスコース)・飛騨神岡高等学校(総合学科)・中京高等学校(普通科体育コース)

・山県高等学校(普通科) ・恵那南高校(総合学科)

38
・揖斐高等学校(普通科/生活環境科)・岐阜第一高等学校(普通科スポーツコース)

・坂下高等学校(普通科)・東濃高等学校(普通科) ・八百津高等学校(普通科)

37 ・土岐紅陵高校(総合学科)

※偏差値のデータは、調査の方法や学校の対策で数値に違いが出る場合があります。１つの目安として参考にご覧下さい。

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。特に内申点によって、合否が変わることがあります。

※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



京都府高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

75 ・洛南高等学校(普通科空パラダイムコース)

73 ・京都市立堀川高等学校(人間探究科･自然探究科)

72
・嵯峨野高等学校(京都コスモス科自然学科系統専修)・同志社高等学校(普通科)・洛南高等学校(普通科海パラダイムコース)

・立命館高等学校(普通科MSコース)

71 ・京都市立西京高等学校(エンタープライジング科)・嵯峨野高等学校(京都コスモス科人間科学･自然科学系統共修) 

70 ・立命館高等学校(普通科コアGJコース)・桃山高等学校(自然科学科)

69 ・京都教育大学附属高等学校(普通科)・京都女子高等学校(普通科Ⅱ類型)・同志社国際高等学校(普通科)・立命館高等学校(普通科コアコース)

68
・南陽高等学校(サイエンスリサーチ科)・福知山高等学校(文理科学科)・京都共栄学園高等学校(普通科バタビア特進コース)

・東山高等学校(普通科パスカルコース[理系特進])・京都市立堀川高等学校(普通科[前期試験])

67
・京都成章高等学校(普通科ASクラス)・大谷高等学校(普通科バタビアコース[マスター])

・花園高等学校(普通科特進Aコース)・立命館宇治高等学校(普通科IMコース/普通科IBコース/普通科IGコース)

66 ・京都市立紫野高等学校(アカデミア科)・京都橘高等学校(普通科国公立進学コース[S])・京都市立堀川高等学校(普通科[中期試験])

65 ・城南菱創高等学校(教養科学科)・南陽高等学校(普通科[前期試験])・山城高等学校(文理総合科)

64
・嵯峨野高等学校(普通科[前期試験])・洛北高等学校(普通科[前期試験])・同志社女子高等学校(普通科LA[リベラル･アーツ]コース)

・福知山成美高等学校(普通科アカデミーコース)・京都聖母学院高等学校(普通科Ⅲ類)・平安女子学院高等学校(普通科立命館進学コース)

63
・京都産業大学附属高等学校(普通科特進コース)・京都女子高等学校(ウィステリア科)

・大谷高等学校(普通科バタビアコアコース[グローバル])・山城高等学校(普通科[前期試験]) 

62
・南陽高等学校(普通科[中期試験])・桃山高等学校(普通科[前期試験])・洛北高等学校(普通科[中期試験])

・舞鶴工業高等専門学校(機械工学科/電気情報工学科/電子制御工学科/建設システム工学科)・京都聖母学院高等学校(普通科Ⅱ類)

61 ・嵯峨野高等学校(普通科[中期試験])・西舞鶴高等学校(理数探究科)・龍谷大学付属平安高等学校(選抜特進コース)

60
・城南菱創高等学校(普通科[前期試験])・大谷高等学校(普通科バタビアコース[コア])

・ノートルダム女学院高等学校(普通科STE＠M探究コース)・桃山高等学校(普通科[中期試験])

59 ・東山高等学校(普通科スーペリアコース[特進])

58
・京都産業大学附属高等学校(普通科進学コース)・亀岡高等学校(探求文理科)・山城高等学校(普通科[中期試験])

・鳥羽高等学校(普通科[前期試験])・福知山高等学校(普通科[前期試験])・京都文教高等学校(普通科特進コースクラスA)

57
・京都外大西高等学校(普通科特進コースⅠ)・京都市立塔南高等学校(教育みらい科)・京都市立紫野高等学校(普通科[前期試験])

・京都成章高等学校(普通科アカデミークラス)・莵道高等学校(普通科[前期試験])・城南菱創高等学校(普通科[中期試験])

・京都聖母学院高等学校(普通科Ⅰ類グローバルスタディーズ)・花園高等学校(普通科特進Bコース)

56

・京都市立京都堀川音楽高等学校(音楽科) ・京都橘高等学校(普通科特別進学コース[E])

・鳥羽高等学校(普通科[中期試験])・福知山高等学校(普通科[中期試験])・日星高等学校(普通科特進コース)

・京都聖母学院高等学校(普通科看護系コース)・福知山成美高等学校(普通科国際コース)・平安女学院高等学校(普通科エクスパート進学コース)

・京都外大西高等学校(普通科国際文化コースA/普通科国際文化コースB)・洛西高等学校(普通科[前期試験])

55
・京都学園高等学校(普通科特進ADVANCEDコース)・莵道高等学校(普通科[中期試験])・京都市立紫野高等学校(普通科[中期試験])

・桂高等学校(普通科[前期試験])・京都聖母学院高等学校(普通科Ⅰ類) ・西城陽高等学校(普通科[前期試験])

54
・京都精華学園高等学校(普通科進学Bコース)・亀岡高等学校(普通科[前期試験])・洛西高等学校(普通科[中期試験])

・京都文教高等学校(普通科特進コースクラスB文理専攻)・宮津天橋高等学校宮津学舎(普通科[前期試験])

・ノートルダム女学院高等学校(普通科グローバル英語コース/普通科プレップ総合コース)

53
・京都共栄学園高等学校(普通科進学コース)・宮津天橋高等学校宮津学舎(普通科[中期試験])・西乙訓高等学校(普通科[前期試験])

・東宇治高等学校(普通科[前期試験])・西城陽高等学校(普通科[中期試験])

・京都文教高等学校(普通科特進コースクラスB国際英語専攻)・龍谷大学付属平安高等学校(プログレスコース)

52
・京都光華高等学校(普通科特別進学スーパープリムラ関大コース/普通科グローバル進学グローバルSAKURAコース)

・北嵯峨高等学校(普通科[前期試験]) ・京都西山高等学校(普通科グロリア探求コース)・乙訓高等学校(普通科スポーツ総合専攻)

・亀岡高等学校(普通科[中期試験])

51

・大谷高等学校(普通科インテグラルコース)・京都外大西高等学校(普通科特進コースⅡ)・京都学園高等学校(普通科国際コース)

・京都市立日吉ヶ丘高等学校(普通科[前期試験])・京都市立塔南高等学校(普通科[前期試験])・桂高等学校(普通科[中期試験])

・京都市立銅駝美術工芸高等学校(美術工芸科)・京都橘高等学校(普通科総合進学コース[A])・鴨沂高等学校(普通科[前期試験])

・東宇治高等学校(普通科[中期試験])・西舞鶴高等学校(普通科[前期試験])・峰山高等学校(普通科[前期試験])

・鳥羽高等学校(グローバル科)・福知山成美高等学校(普通科進学コース)・京都市立京都工学院高等学校(フロンティア理数科)

50
・鴨沂高等学校(普通科[中期試験])・北嵯峨高等学校(普通科[中期試験])・久御山高等学校(普通科【前期試験】)・鳥羽高等学校(グローバル化)

・北稜高等学校(普通科[前期試験])・東宇治高等学校(普通科[中期試験])校(普通科[前期試験])

・平安女学院高等学校(普通科アグネス国際進学コース)・京都両洋高等学校(普通科K特進コース[文系･理系])

49
・京都学園高等学校(普通科特進BASICコース)・京都成章高等学校(普通科メディカルスポーツクラス)・京都明徳高等学校(普通科未来社会コースⅡ) 

・京都市立塔南高等学校(普通科[中期試験]) ・京都市立日吉ヶ丘高等学校(普通科[中期試験]) ・西乙訓高等学校(普通科[中期試験])

・峰山高等学校(普通科[中期試験])・平安女学院高等学校(普通科幼児教育総合進学コース)・西舞鶴高等学校(普通科[中期試験])

48
・京都すばる高等学校(情報科学科)・久御山高等学校(普通科[中期試験]/普通科スポーツ総合専攻)・洛北高等学校(普通科スポーツ総合専攻)

・日星高等学校(看護科[5年])・京都市立京都工学院高等学校(プロジェクト工学科[ものづくり])・丹後緑風高等学校(普通科[前期試験]) 

・乙訓高等学校(普通科[前期試験]) ・北稜高等学校(普通科[中期試験])・東稜高等学校(普通科[前期試験])・東山高等学校(普通科クレセントコース[進学])

47
・京都聖カタリナ高等学校(看護科)・綾部高等学校(普通科[前期試験])・京都すばる高等学校(起業創造科/企画科)・田辺高等学校(普通科[前期試験])

・西城陽高等学校(普通科スポーツ総合専攻)・京都市立京都工学院高等学校(プロジェクト工学科[まちづくり])・向陽高等学校(普通科[前期試験])

46

・京都暁星高等学校(普通科)・朱雀高等学校(普通科[前期試験]) ・綾部高等学校(普通科[中期試験])・南丹高等学校(総合学科)

・乙訓高等学校(普通科[中期試験]) ・東稜高等学校(普通科[中期試験]) ・城陽高等学校(普通科[前期試験])・園部高等学校(普通科[前期試験])

・京都府立工業高等学校(機械テクノロジー科/ロボット技術科/電気テクノロジー科/環境デザイン科/情報テクノロジー科)

・洛東高等学校(普通科[前期試験])・東山高等学校(普通科TAコース[スポーツ])・丹後緑風高等学校網野学舎(普通科[中期試験]/企画経営科)

45

・京都光華高等学校(普通科総合進学ライラックコース)・京都精華学園高等学校(普通科進学Aコース/美術科)・田辺高等学校(中期試験)

・京都西山高等学校(普通科ブライト学修コース)・綾部高等学校(普通科スポーツ総合専攻)

・宮津天橋高等学校加悦谷学舎(普通科[前期試験])・向陽高等学校(普通科[中期試験])・鳥羽高等学校(普通科スポーツ総合専攻)

・東舞鶴高等学校(普通科[前期試験])・洛東高等学校(普通科[中期試験])・宮津天橋高等学校宮津学舎(建築科)・洛水高等学校(普通科[前期試験])

・京都両洋高等学校(普通科J進学コース[準特])・花園高等学校(普通科進学カルディベートコース)

44

・華頂女子高等学校(普通科)・京都精華学園高等学校(普通科遊学コース)・大江高等学校(地域創生科)・海洋高等学校(海洋学科群)

・桂高等学校(園芸ビジネス科/植物クリエイト科)・須知高等学校(普通科[前期試験])・城陽高等学校(普通科[中期試験])・朱雀高等学校(普通科[中期試験])

・園部高等学校(普通科[中期試験])・峰山高等学校(機械創造科)・京都文教高等学校(普通科進学コース)・福知山成美高等学校(普通科普通コース)

・京都廣学館高等学校(普通科アドバンスコース)・京都国際学園高等学校(普通科進学コース)

43
・京都学園高等学校(普通科進学コース)・京都芸術高等学校(美術科)・亀岡高等学校(普通科美術工芸専攻)・東舞鶴高等学校(普通科[中期試験])

・洛水高等学校(普通科[中期試験])・宮津天橋高等学校加悦谷学舎(普通科[中期試験])・北桑田高等学校(普通科)

・木津高等学校(普通科[前期試験]/情報企画科)・田辺高等学校(自動車科)

42

・京都外大西高等学校(普通科総合進学コース)・京都共栄学園高等学校(普通科普通コース/普通科総合コース[文理系･情報系･美術系･スポーツ系])

・木津高等学校(普通科[中期試験]/システム園芸科)・京都八幡高等学校北キャンパス(普通科[総合選択制])・日星高等学校(普通科総合コース)

・田辺高等学校(工学探究科/機械技術科/電気技術科)・農芸高等学校(農業生産科･園芸技術科･環境創造科)・福知山淑徳高等学校(総合学科)

・龍谷大学附属平安高等学校(アスリートコース)・丹後緑風高等学校久美浜学舎(総合学科[前期試験])

41
・須知高等学校(普通科[中期試験]/食品科学科)・京都文教高等学校(普通科体育コース)

・京都明徳高等学校(普通科未来社会コースⅠ/普通科未来社会コースⅢ)・京都八幡高等学校南キャンパス(介護福祉科/人間科学科)

40
・北桑田高等学校(京都フォレスト科)

・丹後緑風高等学校久美浜学舎(総合学科[中期試験])・京都両洋高等学校(普通科JSキャリアコース)

39
・京都聖カタリナ高等学校(普通科)・京都西山高等学校(普通科ミコリエ保育コース/普通科アダプト進学コース)

・洛陽総合高等学校(総合学科)・京都両洋高等学校(普通科S探求コース)・福知山成美高等学校(商業科情報コース)

・綾部高等学校東分校(農業科･園芸科/農芸化学科)・京都外大西高等学校(普通科体育コース)

38 ・京都翔英高等学校(普通科)・京都廣学館高等学校(普通科ジェネラルコース)

37 ・京都西山高等学校(普通科スポーツ未来コース)

33 ・京都国際高等学校(普通科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



熊本県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

75 ・熊本高等学校(普通科)

73 ・済々黌高等学校(普通科)

69 ・真和高等学校(普通科)

68 ・第二高等学校(理数科/普通科)

67 ・熊本高等専門学校熊本キャンパス(情報通信エレクトロニクス工学科/制御情報システム工学科/人間情報システム工学科)

66 ・熊本学園大学付属高等学校(普通科)

64 ・第一高等学校(普通科英語コース)

63 ・熊本北高等学校(普通科/理数科)・第一高等学校(普通科)

62
・九州学院高等学校(プログレスクラス)・熊本北高等学校(英語科)

・熊本マリスト学園高等学校(普通科)・文徳高等学校(普通科東大･医進コース)

・熊本高等専門学校八代キャンパス(機械知能システム工学科/建築社会デザイン工学科/生物科学システム工学科)

60 ・玉名高等学校(普通科)・東稜高等学校(普通科)

59 ・九州学院高等学校(普通科普通コース)・第二高等学校(美術科)・東稜高等学校(普通科国際コース/普通科理数コース)・八代高等学校(普通科)

58 ・ルーテル学院高等学校(普通科理数特進コース)

57
・宇土高等学校(普通科)・熊本工業高等学校(機械科/電気科/電子科)

・熊本商業高等学校(商業科/情報処理科/国際経済科/会計科)・熊本市立必由館高等学校(普通科)

56 ・熊本市立必由館高等学校(普通科国際コース)・熊本信愛女学院高等学校(普通科特進コース)・ルーテル学院高等学校(普通科英語特進コース)

54
・熊本国府高等学校(普通科特進コース)・熊本市立必由館高等学校(普通科服飾デザインコース/普通科芸術コース)

・東海大学附属熊本星翔高等学校(普通科特進クラス)

53 ・熊本工業高等学校(土木科)・ルーテル学院高等学校(普通科綜合コース)

52
・天草高等学校(普通科)・大津高等学校(普通科･理数科)・熊本工業高等学校(建築科/材料技術科)

・人吉高等学校(普通科)・熊本市立千原台高等学校(普通科国際経済コース/情報科OA会計コース)

・慶誠高等学校(普通科特別進学コース)・文徳高等学校(普通科進特コース/理工科特別進学コース)・鹿本高等学校(普通科)

51
・鹿本高等学校(みらい創造科スポーツ健康科学コース/みらい創造科グローバル探究コース)

・熊本工業高等学校(工業化学科/繊維工学科)・熊本市立千原台高等学校(情報科経営情報コース)・鎮西高等学校(普通科特別進学コース)

50 ・熊本西高等学校(サイエンス情報科)・尚絅高等学校(普通科特進コース)

49 ・熊本農業高等学校(生活科)・専修大学玉名高等学校(普通科文理選抜コース)・熊本西高等学校(普通科)

48
・熊本市立千原台高等学校(普通科健康スポーツコース)・尚絅高等学校(普通科総合コース)

・有明高等学校(看護科)・文徳高等学校(普通科普通コース)

47
・熊本西高等学校(普通科体育コース)・熊本農業高等学校(農業土木科/食品工業科)・八代清流高等学校(普通科)

・熊本中央高等学校(看護科)・熊本信愛女学院高等学校(普通科普通コース/情報ビジネス科)

46
・阿蘇中央高等学校 阿蘇校舎(普通科)・熊本農業高等学校(園芸･果樹科/農業経済科)・翔陽高等学校(総合学科)・玉名工業高等学校(電子科)

・八代工業高等学校(インテリア科/機械科/電気科/情報技術科)・有明高等学校(普通科特進コース)・湧心館高等学校(情報処理科)

45

・小川工業高等学校(機械科/情報電子科)・玉名工業高等学校(機械科/電気科/工業化学科/土木科)

・八代工業高等学校(工業化学科)・八代東高等学校(商業科/情報ネットワーク科)・天草拓心高等学校 本渡校舎(普通科)

・東海大学付属熊本星翔高等学校(普通科総合進学クラス)・文徳高等学校(理工科専門コース)

・八代白百合学園高等学校(普通科特別進学コース)・水俣高等学校(普通科)

44
・小川工業高等学校(建築科/土木科/設備工業科)・熊本農業高等学校(農業科/畜産科)・八代東高等学校(普通科体育コース)

・慶誠高等学校(普通科進学コース)・秀岳館高等学校(普通科特進コース)・有明高等学校(福祉科)

・八代白百合学園高等学校(普通科進学コース)・天草拓心高等学校 本渡校舎(商業科)

43

・天草工業高等学校(機械科/電気科/土木科/情報技術科)・岱志高等学校(普通科)・菊池高等学校(普通科)・球磨中央高等学校(情報処理科)

・御船高等学校(普通科/普通科芸術コース)・矢部高等学校(普通科)

・熊本国府高等学校(普通科普通コース/普通科アスリートコース/ビジネス科アクティブビジネス/ビジネス科コンピュータビジネス)

・秀岳館高等学校(建設工業科テクニカルデザインコース)・八代白百合学園高等学校(普通科標準コース)

42

・牛深高等学校(普通総合学科)・菊池高等学校(商業科)・球磨中央高等学校(商業科/地域未来探究科)・北稜高等学校(普通科人文コース)

・松橋高等学校(情報処理科)・御船高等学校(電子機械科)・熊本中央高等学校(総合ビジネス科/普通科)

・秀岳館高等学校(商業科ITコース/建築工業科インテリアクラフトコース)・玉名女子高等学校(看護学科/普通科/情報ビジネス科/食物科)

・鎮西高等学校(普通科標準コース/普通科公務員コース/普通科ダンスコース/商業科)・湧心館高等学校(普通科)

41
・開新高等学校(普通科特別進学コース)・鹿本商工高等学校(商業科/機械科/電子機械科/情報管理科)・秀岳館高等学校(普通科総合コース)

・北陵高等学校(ビジネスマネジメント科)・松橋高等学校(普通科文理総合コース/普通科体育コース)・城北高等学校(普通科進学コース)

40
・秀岳館高等学校(普通科進学コース)・有明高等学校(普通科総合コース/電気情報科/機械科)

・城北高等学校(普通科普通コース/普通科スポーツ科学コース/医療福祉科/調理科/看護科)

39
・阿蘇中央高等学校 阿蘇校舎(総合ビジネス科)・岱志高等学校(普通科体育コース)・北稜高等学校(家政科学科)

・松橋高等学校(家政科)・鎮西高等学校(普通科体育コース)

38

・菊池女子高等学校(普通科/家庭科/社会福祉科)・上天草高等学校(情報会計科/福祉科/普通科グローカルコース)

・甲佐高等学校(ビジネス情報科)・菊池農業高等学校(農業科/園芸科/畜産科学科/食品科学科/生活文化科)・北稜高等学校(園芸科学科/造園科)

・球磨工業高等学校(機械科/電気科/建築科建築コース/建築科伝統建築コース/建設工学科)・秀岳館高等学校(普通科保険健康福祉コース)

・慶誠高等学校(普通科教養コース/食物科)・天草拓心高等学校 本渡校舎(生物生産科/食品科学科/生活情報科)

37

・鹿本農業高等学校(園芸技術科/食品科学科/生活デザイン科) ・阿蘇中央高等学校 阿蘇校舎(農業食品科/グリーン環境科/社会福祉科)

・開新高等学校(自動車科/機械科/土木建築科/電気情報科/普通科普通コース/総合学科)

・芦北高等学校(農業科/福祉科/林業科)・岱志高等学校(普通科美術工芸コース)

・上天草高等学校(普通科)・甲佐高等学校(普通科/普通科福祉教養コース)・矢部高等学校(食農科学科/林業科学科)

・水俣高等学校(商業科/機械科/電気建築システム科電気コース/電気建築システム科建築コース)・鎮西高等学校(普通科体育コース)

・天草拓心高等学校 マリン校舎(普通科総合コース/海洋科学科海洋航海コース/海洋科学科栽培･食品コース)・天草高等学校倉岳校(普通科)

・専修大学玉名高等学校(普通科スタンダードコース/総合ビジネス科/情報メディア科)・人吉高等学校五木分校(普通科)

36
・小国高等学校(普通科)・高森高等学校(普通科)・南稜高等学校(総合農業科/食品科学科/生活経営科/普通科体育コース/普通科福祉コース)

・八代農業高等学校(園芸科学科/食品科学科/農業工学科/福祉家庭科)・八代農業高等学校 泉分校(グリーンライフ科)

― ・ルーテル学院高等学校(普通科芸術コース)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



群馬県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

72 ・前橋高等学校(普通科)

71 ・高崎高等学校(普通科)

69 ・樹徳高等学校(普通科SS[スーパーサイエンス]コース)

68 ・太田高等学校(普通科)・高崎女子高等学校(普通科)・前橋女子高等学校(普通科)

67
・東京農業大学第二高等学校(普通科Ⅰコース[進学選抜])

・群馬工業高等専門学校(機械工学科/電子メディア工学科/電子情報工学科/物質工学科/環境都市工学科)

65 ・桐生高等学校(理数科)

64
・太田女子高等学校(普通科)・前橋育英高等学校(普通科Ⅰ類特進選抜コース)

・高崎健康福祉大学高崎高等学校(普通科特進コース)・高崎商科大学附属高等学校(普通科特別進学選抜コース)

62
・共愛学園高等学校(英語科特進コース)・渋川女子高等学校(普通科)・桐生高等学校(普通科)

・東京農業大学第二高等学校(普通科Ⅱコース[発展･標準])

60
・太田東高等学校(普通科)・渋川高等学校(普通科)・前橋南高等学校(普通科)

・樹徳高等学校(普通科K[特別大学進学]コース)・高崎経済大学附属高等学校(普通科)

59 ・共愛学園高等学校(普通科特進コース)・桐生女子高等学校(普通科)・高崎北高等学校(普通科)・前橋東高等学校(総合学科)

58 ・沼田高等学校(普通科数理科学コース)

57 ・富岡高等学校(普通科)

56 ・高崎健康福祉大学高崎高等学校(普通科大進コース)・高崎商科大学附属高等学校(普通科特別進学コース)

55
・伊勢崎高等学校(文理総合学科･Gコミュニケーション)・前橋育英高等学校(普通科Ⅱ類特進コース)

・常磐高等学校(普通科特別進学コース) ・桐生大学第一高等学校(普通科特別進学コース)

54 ・高崎工業高等学校(情報技術科)・館林高等学校(普通科)・沼田高等学校(普通科普通コース)

53
・共愛学園高等学校(英語科進学コース)・高崎東高等学校(普通科)・沼田女子高等学校(普通科英数コース)・新島学園高等学校(普通科)

・樹徳高等学校(普通科S[大学進学]コース)・前橋市立前橋高校(普通科)・高崎経済大学附属高等学校(普通科芸術系[美術]/普通科芸術系[音楽]) 

52
・桐生南高等学校(普通科)・館林女子高等学校(普通科普通コース)・沼田女子高等学校(普通科普通コース)

・関東学園大学附属高等学校(普通科特別進学コース)

51
・共愛学園高等学校(普通科進学コース)・伊勢崎清明高等学校(普通科)・高崎工業高等学校(機械科/建築科)

・前橋商業高等学校(商業科)・常磐高等学校(普通科進学コース)・高崎商業高等学校(商業系全科)・明和県央高等学校(普通科特進クラス)

50
・桐生市立商業高等学校(商業科/情報処理科)・西邑楽高等学校(普通科)・前橋工業高等学校(電子機械科)

・前橋西高等学校(普通科)・明和県央高等学校(普通科Ⅰ類選抜クラス)・太田市立太田高等学校(普通科)

49 ・高崎工業高等学校(工業化学科)・高崎健康福祉大学高崎高等学校(普通科進学コース)

48 ・前橋工業高等学校(電子科)・前橋育英高等学校(普通科Ⅲ類総合進学コース) 

47
・伊勢崎商業高等学校(商業系全科)・高崎工業高等学校(電気科)・西邑楽高等学校(芸術科音楽コース/芸術科美術コース)

・前橋工業高等学校(建築科/機械科)・太田市立太田高等学校(商業科)・東京農業大学第二高等学校(普通科Ⅲコース　クラブ選抜)

46
・桐生工業高等学校(機械科/創造技術科電気コース/創造技術科染織デザインコース/建設科)・高崎工業高等学校(土木科)

・吉井高等学校(総合学科)・西邑楽高等学校(スポーツ科)・吉井高等学校(総合学科)

・高崎商科大学附属高等学校(普通科国際文化コース/総合ビジネス科/普通科進学コース)

45
・渋川青翠高等学校(総合学科)・館林商工高等学校(建築科･生産システム科/総合ビジネス科･情報ビジネス科)

・前橋工業高等学校(電気科/土木科)・明和県央高等学校(普通科Ⅰ類クラス) 

44
・関東学園大学附属高等学校(普通科進学コース)・伊勢崎工業高等学校(電子機械科)・桐生西高等学校(普通科)

・渋川工業高等学校(電気科/機械科/情報システム科/自動車科)・利根沼田学校組合立利根商業高等学校(普通科)

・前橋育英高等学校(普通科Ⅳ類スポーツ学科コース/保育科)

43
・伊勢崎工業高等学校(電気科/機械科/工業化学科)

・利根沼田学校組合立利根商業高等学校(地域経済科･国際経済科･情報経済科)・明和県央高等学校(普通科Ⅱ類クラス)

42

・伊勢崎興陽高等学校(総合学科)・大泉高等学校(普通科)・太田工業高等学校(機械科･電子機械科/電気科･情報技術科)

・大間々高等学校(普通科)・勢多農林高等学校(食品文化科食品科学コース/食品文化科フードビジネスコース)

・藤岡工業高等学校(工業科全科)・藤岡中央高等学校(文理総合科･理数科学科)・常盤高等学校(普通科総合コース)

・利根実業高等学校(生物生産科･グリーンライフ科/機械システム科･環境技術科)

41
・桐生大学第一高等学校(普通科進学スポーツコース)・大泉高等学校(食品科学科)・樹徳高等学校(普通科総合コース)

・勢多農林高等学校(植物科学科/バイオテクノロジー科/動物科学科資源動物コース/動物科学科応用動物コース/緑地土木科土木工学コース/

　緑地土木科緑地デザインコース)

40
・安中総合学園高等学校(総合学科)・尾瀬高等学校(自然環境科)・富岡実業高等学校(食品科学科/電子機械科)

・榛名高等学校(普通科)・藤岡北高等学校(農業系全科)・高崎健康福祉大学高崎高等学校(普通科アスリートコース)

39 ・尾瀬高等学校(普通科)・富岡実業高等学校(生物生産科/園芸科学科)・常磐高等学校(普通科体育コース)

38
・桐生第一高等学校(普通科総合コース/普通科製菓衛生師コース/調理科)・大泉高等学校(生物生産科/グリーンサイエンス科)

・下仁田高等学校(普通科)・長野原高等学校(普通科)・松井田高等学校(普通科)

37 ・新田暁高等学校(総合学科)・玉村高等学校(普通科)・板倉高等学校(普通科)

36 ・万場高等学校(普通科) ・嬬恋高等学校(普通科普通コース/普通科スポーツ･健康コース/普通科流通ビジネスコース)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



高知県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

69 ・土佐高等学校(普通科)
67 ・土佐塾高等学校(普通科)
65 ・高知追手前高等学校(普通科)・高知学芸高等学校(普通科)
60 ・土佐女子高等学校(普通科)
59 ・高知工業高等専門学校(ソーシャルデザイン工学科)・高知小津高等学校(理数科)・高知西高等学校(英語科)
58 ・高知西高等学校(普通科) 
56 ・高知高等学校(普通科特進コース)・高知小津高等学校(普通科)
55 ・中村高等学校(普通科)
52 ・高知東高等学校(看護科)

50
・高知高等学校(普通科文理コース)
・明徳義塾高等学校堂ノ浦キャンパス(普通科国際特進コース/普通科国際英語コース/普通国際中国語コース)

48 ・高知高等学校(普通科スポーツ進学コース)

47
・高知丸の内高等学校(普通科)・高知南高等学校(国際科)
・高知市立高知商業高等学校(総合マネジメント科/情報マネジメント科/社会マネジメント科/スポーツマネジメント科)

46 ・安芸高等学校(普通科)
45 ・高知工業高等学校(機械科/電気科/情報技術科/工業化学科/土木科/建築科/総合デザイン科)・高知南高等学校(普通科)
44 ・岡豊高等学校(普通科)・高知中央高等学校(看護科)
43 ・清和学園女子高等学校(普通科)・明徳義塾高等学校堂ノ浦キャンパス(普通科総合コース)
42 ・高知東高等学校(総合学科)・高知丸の内高等学校(音楽科)・宿毛高等学校(総合学科)
41 ・高知東工業高等学校(機械科/機械生産システム科/電子科/電子機械科)・春野高等学校(総合学科)

39
・伊野商業高等学校(キャリアビジネス科)・岡豊高等学校(普通科芸術コース/普通科体育コース)・須崎総合高等学校(普通科)
・高知農業高等学校(農業総合科/畜産総合科/森林総合科/環境土木科/食品ビジネス科/生活総合科)・須崎総合高等学校(普通科)

38
・幡多農業高等学校(園芸システム科/アグリサイエンス科/グリーン環境科/生活コーディネート科)・高知中央高等学校(普通科)
・山田高等学校(グリーバル探究科/ビジネス探究科/普通科)・安芸桜ケ丘高等学校(環境建設科土木専攻/環境建設科建築専攻)

37

・佐川高等学校(普通科)・四万十高等学校(普通科/普通科自然環境コース)・安芸桜ケ丘高等学校(情報ビジネス科)
・宿毛工業高等学校(機械科機械専攻/機械科自動車専攻/建設科土木専攻/建設科建築専攻/電気科/情報技術科)
・須崎総合高等学校(機械系[機械専攻]/機械系[造船専攻]/電気情報系[電気専攻]/電気情報系[電子情報制御専攻]/

システム工学系[機械制御専攻]/システム工学系[住環境専攻])

36
・窪川高等学校(普通科)・高知海洋高等学校(海洋科)・清水高等学校(普通科)・城山高等学校(普通科)・高岡高等学校(普通科)
・中芸高等学校(普通科[昼間部])・室戸高等学校(総合学科)・梼原高等学校(普通科)・嶺北高等学校(普通科)
・高知追手前高等学校吾北分校(普通科)・中村高等学校西土佐分校(普通科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



埼玉県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

76 ・慶応義塾志木高等学校(普通科)・早稲田大学本庄高等学院(普通科)

75 ・大宮高等学校(理数科) 

74 ・浦和高等学校(普通科)・栄東高等学校(普通科東･医コース)

73 ・栄東高等学校(普通科アルファコース)・開智高等学校(普通科Tコース)

72 ・浦和第一女子高等学校(普通科)・大宮高等学校(普通科)・西武学園文理高等学校(普通科グローバル選抜クラス)・立教新座高等学校(普通科)

71 ・川越東高等学校(普通科理数コース)・淑徳与野高等学校(選抜A難関国公立大理系コース)・春日部高等学校(普通科)

70
・開智高等学校(普通科Sコース)・春日部共栄高等学校(普通科選抜コース)・川越高等学校(普通科)・さいたま市立浦和高等学校(普通科)

・淑徳与野高等学校(選抜B難関国公立大文系コース)・星野高等学校(普通科Ⅲ類[特進選抜]コース)

69
・大宮開成高等学校(普通科特進選抜先進コース)・川越女子高等学校(普通科)・狭山ヶ丘高等学校(普通科Ⅰ類難関国立大学進学コース)

・淑徳与野高等学校(選抜C難関私立文系大学コース)・西武学園文理高等学校(理数科先端サイエンスクラス) 

68
・越谷北高等学校(理数科)・蕨高等学校(普通科)・所沢北高等学校(理数科)・城北埼玉高等学校(普通科本科コース)

・開智未来高等学校(普通科T未来クラス)

67

・大宮開成高等学校(普通科特進選抜Ⅰ類コース)・開智高等学校(普通科Dコース)・川越東高等学校(普通科普通コース)・浦和西高等学校(普通科)

・越谷北高等学校(普通科)・所沢北高等学校(普通科)・不動岡高等学校(普通科)・淑徳与野高等学校(S類文理コース)

・昌平高等学校(普通科特別進学コースＴ特選クラス)・城北埼玉高等学校(普通科フロンティアコース) ・細田学園高等学校(普通科特進Ｈコース)

・西武学園文理高等学校(普通科グローバルクラス)・濁協埼玉高等学校(普通科)・本庄東高等学校(普通科特進選抜コース) 

66
・大宮開成高等学校(普通科特進選抜Ⅱ類コース)・春日部共栄高等学校(普通科特進コースE系)・川口北高等学校(普通科) ・蕨高等学校(外国語科)

・熊谷高等学校(普通科)・武南高等学校(普通科特進コース)・星野高等学校(普通科Ｓ類クラス) 

65
・越ヶ谷高等学校(普通科)・不動岡高等学校(外国語科)・松山高等学校(理数科)・埼玉栄高等学校(普通科ａコース)

・山村学園高等学校(普通科特別進学ＳＡコース)・城西大学付属川越高等学校(普通科特選コース)・聖望学園高等学校(普通科Ｓ特コース)

・さいたま市立大宮北高等学校(理数科)・星野高等学校(普通科ａ選抜クラス)・開智未来高等学校(普通科Ｓ未来クラス)

64
・大妻嵐山高等学校(普通科スーパーアドバンスクラスSSコース)・熊谷女子高等学校(普通科)・和光国際高等学校(外国語科)

・栄北高等学校(普通科特類選抜)・狭山ヶ丘高等学校(普通科Ⅱ類特別進学コース)・星野高等学校(普通科文理特進コース) 

63

・浦和学院高等学校(普通科国際類型グローバルコース/普通科特進類型S特進コース/普通科特進類型T特進コース)・和光国際高等学校(普通科)

・大妻嵐山高等学校(普通科スーパーアドバンスクラス)・春日部共栄高等学校(普通科特進コーS系)・熊谷西高等学校(理数科)

・城西大学付属川越高等学校(普通科特進コース)・昌平高等学校(普通科特別進学コース特選クラス)・武南高等学校(普通科選抜コース)

・花咲徳栄高等学校(普通科アルファコース理数選抜/普通科アルファコース特別選抜

・本荘第一高等学校(特別進学類型S特別進学コース) 

62
・大宮開成高等学校(普通特進選抜Sコース)・春日部女子高等学校(外国語科)・熊谷西高等学校(普通科)・川口市立高等学校(理数科)

・さいたま市立浦和南高等学校(普通科)・山村学園高等学校(普通科特別進学文理コース)・正智深谷高等学校(普通科特別進学系Sコース)

・聖望学園高等学校(普通科特選コース)・東京農業大学第三高等学校(普通科Ⅰコース[進学重視])

61
・浦和実業学園高等学校(普通科特進選抜コース)・伊奈学園総合高等学校(普通科)・越谷南高等学校(普通科)・所沢高等学校(普通科)

・さいたま市立大宮北高等学校(普通科)・西武台高等学校(普通科特進Sコース)・細田学院高等学校(普通科特進コース)

・本庄東高等学校(普通科特進コース)・所沢高等学校(普通科)

60
・叡明高等学校(普通科)・浦和麗明高等(普通科特別選抜コースＩ類)・春日部東高等学校(普通科)・埼玉栄高等学校(普通科Sコース)

・埼玉平成高等学校(普通科S特進コース)・昌平高等学校(普通科特別進学コース特進アスリートクラス)・星野高等学校(普通科ℬクラス)

・武蔵越生高等学校(普通科S特進コース)

59

・浦和学院高等学校(普通科特進類型特進コース)・上尾高等学校(普通科)・春日部東高等学校(人文科)・坂戸高等学校(外国語科/普通科)

・松山高等学校(普通科)・松山高等学校(普通科)・栄北高等学校(普通科特類)・狭山ヶ丘高等学校(普通科Ⅲ類総合進学コース)

・城西大学付属川越高等学校(普通科進学コース)・正智深谷高等学校(普通科特別進学系Hコース)・秀明高等学校(普通科)

・細田学園高等学校(普通科選抜Ｇコース)・開智未来高等学校(普通科開智クラス) 

58

・浦和実業学園高等学校(普通科特進コース)・浦和北高等学校(普通科)・大宮光陵高等学校(普通科外国語コース)

・春日部女子高等学校(普通科)・越谷南高等学校(外国語科)・常磐高等学校(看護科)・与野高等学校(普通科)

・山村学園高等学校(普通科総合進学コース選抜クラス)・昌平高等学校(普通科特別進学コース特進クラス)

・東京農業大学第三高等学校(普通科Ⅱコース[文武両道])・東京成徳大学深谷高等学校(普通科特進Sコース)

・花咲徳栄高等学校(普通科アルファコース文理選抜)・本庄第一高等学校(特別進学類型特別進学コース) 

57
・浦和ルーテル学院高等学校(普通科)・叡明高等学校(普通科特別進学コースⅠ類)・浦和麗明高等学校(普通科特進選抜コースⅡ類)

・大宮高陵高等学校(普通科)・本庄高等学校(普通科)・筑波大学附属坂戸高等学校(総合学科)・武南高等学校(普通科進学コース)

56

・秋草学園高等学校(普通科特進コースS系)・浦和実業学園高等学校(普通科選抜ａコース)・大妻嵐山高等学校(普通科大妻グローバルコース)

・川越市立川越高等学校(普通科)・国際学園高等学校(普通科アドバンスコース)・杉戸高等学校(普通科)・草加高等学校(普通科)

・所沢西高等学校(普通科)・南稜高等学校(普通科)・埼玉平成高等学校(普通科特進コース)・山村国際高等学校(普通科特別進学コース[A･B])

・西武台高等学校(普通科選抜Ⅰコース)・聖望学園高等学校(普通科選抜コース)・星野高等学校(普通科文理コース)

・細田学園高等学校(普通科選抜Ｌコース)・川口市立高等学校(普通科)

55
・上尾高等学校(商業科)・朝霞高等学校(普通科)・川口高等学校(普通科)・松山女子高等学校(普通科)・栄北高等学校(普通科Ⅱ類)

・昌平高等学校(普通科標準進学コース選抜クラス)・本庄東高等学校(普通科進学コース)

54

・川越市立川越高等学校(情報処理科)・叡明高等学校(普通科特別進学コースⅡ類)・浦和麗明高等学校(普通科特進選抜コースⅢ類)

・大宮光陵高等学校(音楽科)・大宮南高等学校(普通科)・越谷総合技術高等学校(情報技術科)・越谷西高等学校(普通科)・秩父高等学校(普通科)

・南稜高等学校(外国語科)・埼玉栄高等学校(普通科特進コース)・山村学園高等学校(普通科総合進学コース進学クラス) 

・正智深谷高等学校(普通科総合進学系Ⅰコース)・昌平高等学校(普通科標準進学コース選抜アスリートクラス)

・東京農業大学第三高等学校(普通科Ⅲコース[スポーツ科学]) 

53

・浦和学院高等学校(普通科進学類型文理選抜コース)・浦和麗明高等学校(普通科特進選抜Ⅰ類コース)・川越市立川越高等学校(国際経済科)

・大宮光陵高等学校(美術科)・久喜高等学校(普通科)・芸術総合高等学校(映像芸術科/舞台芸術科)・越谷総合技術高等学校(食物調理科)

・草加南高等学校(外国語科)・深谷第一高等学校(普通科)・栄北高等学校(普通科Ⅰ類)・狭山ヶ丘高等学校(普通科Ⅳ類スポーツ進学コース)

・花咲徳栄高等学校(普通科アドバンスコース選抜進学)・武蔵越生高等学校(普通科選抜Ⅰコース)

52
・秋草学園高等学校(普通科進学選抜ａコース)・浦和実業学園高等学校(普通科選抜コース)・朝霞西高等学校(普通科)・草加南高等学校(普通科)

・浦和商業高等学校(情報処理科)・久喜北陽高等学校(総合学科)・越谷総合技術高等学校(情報処理科)・聖望学園高等学校(普通科総進コース)

・東京成徳大学深谷高等学校(普通科進学選抜コース)・川口市立高等学校(普通科文理スポーツコース)

51
・国際学院高等学校(総合学科セレクトコース)・浦和麗明高等学校(普通科特進Ⅱ類コース)・入間向陽高等学校(普通科)・岩槻高等学校(普通科)

・桶川高等学校(普通科) ・大宮光陵高等学校(書道科)・芸術総合高等学校(美術科/音楽科)・豊岡高等学校(普通科)

・新座総合技術高等学校(食物調理科)・花咲徳栄高等学校(普通科アドバンスコース特別進学)・本庄第一高等学校(進学類型進学ａコース)

50
・秋草学園高等学校(普通科進学選抜ℬコース)・叡明高等学校(普通科特別進学コースⅠ類)・岩槻高等学校(普通科)・川越西高等学校(普通科)

・越谷総合技術高等学校(電子機械科)・坂戸西高等学校(普通科)・草加東高等学校(普通科)・羽生第一高等学校(普通科))

・西武台高等学校(普通科選抜Ⅱコース)・細田学園高等学校(普通科進学ａコース)

49
・浦和学院高等学校(普通科進学類型保健医療コース)・浦和実業学園高等学校(普通科進学コース)・浦和商業高等学校(商業科)・鳩ヶ谷高等学校(普通科)

・浦和東高等学校(普通科)・鴻巣高等学校(普通科)・新座総合技術高等学校(服飾デザイン科)・自由の森学園高等学校(普通科)

48

・浦和学院高等学校(普通科進学類型文理進学コース)・浦和実業学園高等学校(商業科情報進学コース)・小川高等学校(普通科)

・鴻巣女子高等学校(保育科)・越谷総合技術高等学校(流通経済科/服飾デザイン科)・所沢中央高等学校(普通科)・滑川総合高等学校(総合学科）

・新座総合技術高等学校(電子機械科/情報技術科/デザイン科)・深谷商業高等学校(情報処理科)・正智深谷高等学校(普通科総合進学系Ｐコース）

・埼玉栄高等学校(保健体育科)・花咲徳栄高等学校(普通科アドバンスコース総合進学・東野高等学校(普通科特進コースⅠクラス)

・東邦音楽大学附属東邦第二高等学校(音楽科)・秀明英光高等学校(普通科特別進学コース)・武蔵野音楽大学附属高等学校(音楽科)

47

・叡明高等学校(普通科進学コースⅡ類)・大宮東高等学校(普通科)・大宮武蔵野高等学校(普通科)・川越総合高等学校(総合学科) 

・越谷東高等学校(普通科)・狭山経済高等学校(流通経済科/情報処理科)・志木高等学校(普通科)・庄和高等学校(普通科)・進修館高等学校(総合学科)

・新座総合技術高等学校(総合ビジネス科）・深谷商業高等学校(商業科/会計科)・鷲宮高等学校(普通科)・西武台高等学校(普通科進学コース)

・細田学園高等学校(普通科進学ℬコース)・花咲徳栄高等学校(食物科) 

46

・秋草学園高等学校(普通科幼児教育/保育進学コース)・浦和実業学園高等学校(商業科総合進学コース)・上尾鷹の台高等学校（普通科）

・春日部工業高等学校(機械科/電気科）・川口東高等学校(普通科)・大宮商業高等学校(商業科)・狭山経済高等学校(会計科)・三郷北高等学校(普通科)

・川越工業高等学校(建築科/機械科/電気科/科学科/デザイン科)・山村国際高等学校(普通科進学コース)・東京成徳大学深谷高等学校(普通科進学コース)

・東野高等学校(普通科特進コースSクラス)・武蔵越生高等学校(普通科選抜Ⅱコース)

45

・浦和学院高等学校(普通科進学類型総合進学コース)・国際学院高等学校(総合学科進学選抜コース)・大宮工業高等学校(機械科)

・春日部興行高等学校(建築科)・熊谷商業高等学校(総合ビジネス科)・鴻巣女子高等学校(家政科学科)・狭山青陵高等学校(普通科)

・進修館高等学校(工業科）・草加西高等学校(普通科)・鳩ヶ谷高等学校(情報処理科)・松伏高等学校(普通科/普通科情報ビジネスコース/音楽科)

・埼玉平成高等学校(普通科進学コース)・秀明英光高等学校(普通科国際英語コース)

44

・秋草学園高等学校(普通進学コースⅡ類)・上尾南高等学校(普通科)・岩槻商業高等学校(商業科/情報処理科)・浦和工業高等学校(情報技術科)

・大宮工業高等学校(電気科/建築科/電子機械科)・越生高等学校(美術科)・川口青陵高等学校(普通科)・久喜工業高等学校(情報技術科)

・熊谷工業高等学校(電気科/建築科/機械科/情報技術科)・鴻巣高等学校(商業科)・所沢商業高等学校(情報処理科/国際流通科/ビジネス会計科) 

・新座柳瀬高等学校(普通科)・飯能高等学校(普通科)・深谷高等学校(普通科)・三郷工業技術高等学校(情報技術科/情報電子科)

43

・国際学院高等学校(総合学科進学コース/総合学科食物調理コース)・いずみ高等学校(生物系/環境系)・寄居城北高等学校(総合学科)

・浦和工業高等学校(電気科/機械科/設備システム科)・大宮東高等学校(体育科)・熊谷工業高等学校(土木科)・羽生実業高等学校(情報処理科)

・児玉高等学校(普通科普通コース/普通科体育コース)・狭山工業高等学校(機械科/電気科/電子機械科)・白岡高等学校(普通科)

・誠和福祉高等学校(福祉科/総合学科)・鳩ヶ谷高等学校(園芸デザイン科)・三郷工業高等学校(機械科/電子機械科/電気科)

42

・ふじみ野高等学校(普科)・北本高等学校(普通科)・久喜工業高等学校(電気科/工業化学科/機械科/環境科学科)・幸手桜高等学校(総合学科)

・秩父農工科学高等学校(ライフデザイン科)・鶴ヶ島清風高等学校(普通科)・武蔵越生高等学校(普通科アスリート選抜コース)

・羽生実業高等学校(農業経済科/商業科/ビジネス会計科/園芸科)・富士見高等学校(普通科)・宮代高等学校(普通科)

・飯能南高等学校(普通科スポーツコース)・熊谷農業高等学校(食品科学科/生物生産工学科/生活技術科/生物生産技術科)・鴻巣女子高等学校(普通科)

・八潮高等学校(普通科)・杉戸農業高等学校(生物生産技術科/園芸科/造園科/食品流通科/生活技術科/生物生産工学科)

41

・ふじみ野高等学校(スポーツサイエンス科)・川口工業高等学校(機械科/電気科/情報通信科)・川越初雁高等学校(普通科)・栗橋北彩高等学校(普通科)

・児玉白楊高等学校(生物資源科/環境デザイン科/機械科/電子機械科)・鳩山高等学校(情報管理科)・蓮田松韻高等学校(普通科)

・秩父農工科学高等学校(農業科/食品化学科/森林科学科/電気システム科/機械システム科/フードデザイン科)・飯能南高等学校(普通科)

・日高高等学校(普通科/普通科情報コース)・三郷高等学校(普通科)・八潮南高等学校(普通科/商業科/情報処理科)・吉川美南高等学校(総合学科)

・秀明英光高等学校(普通科総合進学コース)

40
・岩槻北陵高等学校(普通科)・小鹿野高等学校(総合学科)・桶川西高等学校(普通科)・越生高等学校(普通科) ・狭山緑陽高等学校(総合学科Ⅰ部)

・新座高等学校(普通科)・鳩山高等学校(普通科)・妻沼高等学校(普通科) ・和光高等学校(普通科)・皆野高等学校(商業系)

・東野高等学校(普通科進学コースAクラス) 

39 ・上尾橘高等学校(普通科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



佐賀県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

69 ・佐賀西高等学校(普通科)・早稲田佐賀高等学校(普通科)

68 ・弘学館高等学校(普通科)

65 ・龍谷高等学校(特別進学科Excellent特進コース)

64 ・佐賀清和高等学校(特別進学科S特進コース)

63 ・東明館高等学校(普通科グローバルスタディコース/普通科特進文理クラス)

62 ・致遠館高等学校(普通科/理数科)・東明館高等学校(普通科文理クラス)・唐津東高等学校(普通科)

61 ・龍谷高等学校(特別進学科)

60 ・鳥栖高等学校(普通科)・佐賀北高等学校(普通科)・武雄高等学校(普通科)

58 ・小城高等学校(普通科)

57 ・佐賀清和高等学校(特別進学科A特進コース)

55 ・佐賀学園高等学校(成穎高等部)・鹿島高等学校 赤門学舎(普通科)・三養基高等学校(普通科)

54 ・佐賀商業高等学校(商業科･グローバルビジネス科/情報処理科)

53 ・伊万里高等学校(普通科)

51 ・佐賀北高等学校(芸術科)・龍谷高等学校(普通科文理進学コース)

50 ・白石高等学校(普通科)・敬徳高等学校(普通科総合進学コース)

49 ・唐津西高等学校(普通科)

48 ・唐津商業高等学校(商業科･会計科)・佐賀清和高等学校(探求文理科探究Ⅰコース/探求文理科探究Ⅱコース)

47 ・神埼高等学校(普通科)・佐賀工業高等学校(機械科/機械システム科/電気科/電子科/情報システム科/建築科)

46
・有田工業高等学校(デザイン科/電気科/機械科)

・鹿島高等学校 赤門学舎(商業科)・佐賀東高等学校(普通科)・佐賀女子短期大学附属佐賀女子高等学校(普通科進学コース)

45
・伊万里実業高等学校商業キャンパス(商業科/情報処理科)・唐津南高等学校(生産技術科/食品流通科/生活教養科)

・多久高等学校(総合学科)・島栖商業高等学校(商業科･流通経済科/情報管理科)・有田工業高等学校(セラミック科)

・牛津高等学校(生活経営科/服飾デザイン科/フードデザイン科/食品調理科)・神埼清明高等学校(総合学科)

44
・唐津工業高等学校(機械科/電気科/建築科/土木科)・佐賀農業高等学校(農業科学科/環境工学科/食品科学科)

・龍谷高等学校(普通科総合コース/普通科保育コース)・鳥栖工業高等学校(機械科/電子機械科/電気科/建築科/土木科)

・白石高等学校(商業科/情報ビジネス科)

43 ・嬉野高等学校 嬉野校舎(総合学科)・鹿島高等学校 赤門学舎(食品調理科)

42 ・高志館高等学校(園芸工学科/環境緑地科/食品流通科)

41 ・伊万里実業高等学校 農林キャンパス(森林環境科/フードビジネス科/生物科学科)・佐賀清和高等学校(普通科/情報ビジネス科)

40

・佐賀学園高等学校(商業科)・嬉野高等学校 塩田校舎(工業科キャンパス(機械科/電気科･建築科))

・敬徳高等学校(自動車整備科)・太良高等学校(普通科)

・佐賀女子短期附属佐賀女子高等学校(くらしデザイン科ファッション文化コース/食物科/商業科トータルビジネス科/

商業科トータルビューティーコース[エステ]/商業科トータルビューティーコース[美容]/普通科芸術コース音楽専攻/

普通科芸術コース美術デザイン専攻/普通科保育･医療福祉コース)

39 ・佐賀学園高等学校(普通科/情報処理科)・敬徳高等学(普通科普通コース)

38 ・唐津青翔高等学校(総合学科)・北陵高等学校(電気科･電子科/建築科･土木科/自動車科･航空科/生活文化科)・厳木高等学校(普通科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



滋賀県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

76 ・膳所高等学校(理数科)

72 ・膳所高等学校(普通科)・立命館守山高等学校(普通科フロンティアサイエンス)

71 ・立命館守山高等学校(普通科アカデメイアコース)

68 ・石山高等学校(普通科)・彦根東高等学校(普通科)・守山高等学校(普通科)・比叡山高等学校(普通科Ⅲ類理数コース[理系])

64 ・米原高等学校(理数科)

63 ・東大津高等学校(普通科)

62 ・虎姫高等学校(普通科)・八日市高等学校(普通科)

61 ・光泉高等学校(普通科Ⅲ類理数/普通科Ⅲ類人文)・草津東高等学校(普通科)・米原高等学校(普通科)

58 ・近江高等学校(普通科アカデミーコース)

56 ・大津高等学校(普通科)・河瀬高等学校(普通科)・水口高等学校(普通科)・比叡山高等学校(普通科Ⅱ類Rコース･Sコース[文理系])

55 ・玉川高等学校(普通科)・近江兄弟社高等学校(普通科アーツサイエンスクラス)

54 ・安曇川高等学校(普通科)・長浜北高等学校(普通科)

53 ・光泉高等学校(普通科Ⅱ類文理[特進])・石山高等学校(音楽科)・八幡高等学校(普通科)・滋賀学園高等学校(普通科Ⅱ類)

51 ・草津東高等学校(体育科)

50 ・甲西高等学校(普通科)・八幡商業高等学校(情報処理科/商業科)・近江高等学校(普通科アドバンスコース)

49 ・彦根翔西館高等学校(総合学科)・八幡商業高等学校(国際経済科)

48
・大津高等学校(家庭科学科)・国際情報高等学校(総合学科)・長浜北星高等学校(総合学科)

・比叡山高等学校(普通科Ⅰ類[文系])・近江兄弟社高等学校(普通科グローバルクラス)

47 ・高島高等学校(普通科)・滋賀短期大学附属高等学校(普通科Ⅱ類)・近江兄弟社高等学校(国際コミュニケーション科)

46 ・大津商業高等学校(情報システム科/総合ビジネス科)

45 ・光泉高等学校(普通科Ⅰ類文理[進学])

44 ・草津高等学校(普通科)・瀬田工業高等学校(電気科/機械科/化学工業科)・水口高等学校(普通科)・伊吹高等学校(普通科)

43 ・堅田高等学校(普通科)・能登川高等学校(普通科)・彦根工業高等学校(電気科/機械科/建設科)

42
・日野高等学校(総合学科)・八幡工業高等学校(電気科/機械科/環境化学科)・栗東高等学校(美術科)・綾羽高等学校(食物調理科)

・近江高等学校(普通科総合コース/商業科キャリアコース)

41 ・滋賀学園高等学校(普通科Ⅰ類)・守山北高等学校(普通科)

40
・安曇川高等学校(総合学科)・滋賀短期大学附属高等学校(普通科Ⅰ類/生活デザイン科)

・近江兄弟社高等学校(普通科ヒューマンネイチャークラス)・甲南高等学校(総合学科)

39
・滋賀学園高等学校(普通科S類)・伊香高等学校(普通科)・石部高等学校(普通科)・北大津高等学校(普通科)

・信楽高等学校(総合学科)・野洲高等学校(普通科)・綾羽高等学校(普通科)

38
・愛知高等学校(普通科)・湖南農業高等学校(食品科/花緑科)・八日市南高等学校(食品科/花緑デザイン科/農業科)

・栗東高等学校(普通科)・綾羽高等学校(福祉科/普通科[定時制])・彦根総合高等学校(総合学科/フードクリエイト科)

37 ・長浜農業高等学校(農業科/園芸科/食品科学科)・湖南高等学校(農業科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



静岡県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

71 ・静岡高等学校(普通科)

70 ・清水東高等学校(理数科)・沼津東高等学校(理数科)・富士高等学校(理数科)・浜松北高等学校(普通科)

69 ・磐田南高等学校(理数科) 

68 ・韮山高等学校(理数科)・富士高等学校(普通科)

67 ・沼津東高等学校(普通科)・浜松北高等学校(国際科)

66
・磐田南高等学校(普通科)・掛川西高等学校(理数科)・清水東高等学校(普通科)・韮山高等学校(普通科)

・藤枝東高等学校(普通科)・浜松市立高等学校(普通科)・浜松西高等学校(普通科)

65 ・沼津工業高等専門学校(電気電子工学科/電子制御工学科/制御情報工学科/機械工学科/物質工学科)・浜松南高等学校(理数科)

64 ・静岡東高等学校(普通科)

63 ・榛原高等学校(理数科)・三島北高等学校(普通科)・藤枝明誠高等学校(英数科)

62
・加藤学園暁秀高等学校(普通科特進クラス)・静岡学園高等学校(教養科学科)・伊豆中央高等学校(普通科)・掛川西高等学校(普通科)

・浜松南高等学校(普通科)・浜松日体高等学校(普通科選抜コースＩ類)・静岡市立高等学校(普通科/科学探究科)

61 ・日本大学三島高等学校(普通科特別進学クラス)

60 ・御殿場西高等学校(普通科特進コース)・下田高等学校(理数科)・桐陽高等学校(普通科英数進学コース)

59
・袋井高等学校(普通科)・星陵高等学校(英数科総合コース)・浜松学芸高等学校(普通科特進コース)

・静岡サレジオ高等学校(普通科エグゼコース)

58
・加藤学園暁秀高等学校(普通科バイリンガルクラス)・沼津西高等学校(普通科)

・榛原高等学校(普通科)・浜松湖南高等学校(英語科)・富士東高等学校(普通科)・不二聖心女子学院高等学校(普通科)

57
・静岡北高等学校(普通科高大一貫コース)・富士宮西高等学校(普通科)・焼津中央高等学校(普通科)

・常葉大学付属橘高等学校(英数科)・清水南高等学校(普通科)・静岡城北高等学校(普通科/国際科)

56
・静岡北高等学校(理数科)・御殿場南高等学校(普通科)・桐陽高等学校(普通科留学進学コース)・浜松日体高等学校(普通科選抜コースⅡ類)

・静岡県富士見高等学校(普通科特別進学コース)・常葉大学附属菊川高等学校(普通科文理コース)

55
・加藤学園高等学校(特進部)・科学技術高等学校(理工科)

・浜名高等学校(普通科)・聖隷クリストファー高等学校(英数科)・磐田東高等学校(英数科)

54
・浜松湖南高等学校(普通科)・浜松聖星高等学校(普通科国際特進コース)・西遠女子学園高等学校(普通科)

・浜松開誠館高等学校(普通科スーパー文理コース)

53 ・島田高等学校(普通科)・三島南高等学校(普通科)・吉原高等学校(普通科)・日本大学三島高等学校(普通科進学クラス)

52

・浜松学院高等学校(普通科特進コースⅠ類･Ⅱ類)・静岡西高等学校(普通科)・沼津西高等学校(芸術科)

・浜松工業高等学校(電気科/機械科/建築科/土木科/情報技術科/システム化学科/理数工学科/デザイン科)

・富士宮北高等学校(普通科)・星陵高等学校(英数科英数コース･高大一貫コース)・日本大学三島高等学校(普通科国際クラス)

・東海大学付属静岡翔洋高等学校(普通科英数進学コース[アクセル])・静岡サレジオ高等学校(普通科ソフィアコース)

51
・磐田西高等学校(普通科)・掛川東高等学校(普通科)・藤枝西高等学校(普通科)・吉原高等学校(国際科)・清水桜が丘高等学校(普通科)

・桐陽高等学校(普通科国際進学コース)・磐田東高等学校(普通科特進Ⅰ類コース)・清水南高等学校(芸術科)

・静岡県富士見高等学校(普通科特進コースⅡ類)

50

・磐田北高等学校(普通科)・浜松湖東高等学校(普通科)・浜松商業高等学校(情処処理科/商業科)・沼津市立沼津高等学校(普通科)

・科学技術高等学校(機械工学科/電気工学科/ロボット工学･電子工学･情報システム/建築デザイン科/都市基盤工学科/物質工学科)

・清水桜が丘高等学校(商業科)・聖隷クリストファー高等学校(普通科特進クラス) ・伊東高等学校(普通科)・清水桜が丘高等学校(商業科)

・浜松日体高等学校(普通科文理コース)・藤枝明誠高等学校(普通科)・三島学園知徳高等学校(普通科大進コース)

49
・静岡商業高等学校(情報処理科/商業科)・島田商業高等学校(総合ビジネス･情報ビジネス)・沼津城北高等学校(普通科)

・桐陽高等学校(普通科特別進学コース)・浜松開誠館高等学校(普通科グローバルコース/普通科進学コース)・富士市立高等学校(総合探究科)

48
・御殿場西高等学校(普通科進学コース)・清流館高等学校(普通科)・小山高等学校(普通科)・清水西高等学校(普通科)

・掛川工業高等学校(機械科/情報技術科/電子機械科/設備システム科/電子電気科)・下田高等学校(普通科)

・沼津商業高等学校(総合ビジネス科/情報ビジネス科)・東海大学付属静岡翔洋高等学校(普通科文理進学コース[ベーシック])

47
・静岡北高等学校(国際コミュニケーション科)・磐田北高等学校(福祉科)・浜松聖星高等学校(普通科国際教養コース)

・浜北西高等学校(普通科)・浜松城北工業高等学校(機械科/電子機械科/電気科/電子科)・富士宮東高等学校(普通科/福祉科/商業科)

・富士宮北高等学校(商業科)・島田樟誠高等学校(普通科特別進学コース)・富士市立高等学校(ビジネス探究科/スポーツ探究科)

46
・沼津工業高等学校(工業科全科)・常葉大学附属菊川高等学校(普通科普通コース)

・常葉大学付属常葉高等学校(普通科特別進学コース)・沼津中央高等学校(普通科アドバンスコース)

・焼津高等学校(総合学科進学特修系列)・静岡農業高等学校(生物生産･生産流通科/環境科学科/食品科学･生活科学科)

45
・加藤学園高等学校(進学部)・島田工業高等学校(工業Ⅰ類[機械･電気･情報電子]/工業Ⅱ類[建築･都市工学])・富岳館高等学校(総合学科)

・浜松学芸高等学校(芸術科音楽コース/芸術科美術コース/芸術科書道コース)・磐田東高等学校(普通科特進Ⅱ類コース)

・駿河総合高等学校(総合学科)・静岡サレジオ高等学校(普通科フロンティアコース)

44

・磐田西高等学校(総合ビジネス科)・磐田農業高等学校(生産学科･生産流通科/環境科学科/食品化学･生活科学科)

・清流館高等学校(福祉科)・小笠高等学校(総合学科)・浜松江之島高等学校(普通科)・浜松大平台高等学校(総合学科)

・浜松東高等学校(普通科)・袋井商業高等学校(商業科)・城南静岡高等学校(普通科)・星陵高等学校(普通科)

・常葉大学付属橘高等学校(普通科総合進学コース/普通科総合芸術コース)

・飛龍高等学校(普通科特別進学コース)・吉原工業高等学校(電気電子科/機械科/電子機械科/システム化学科/理数工学科)

・田方農業高等学校(生産科学科･園芸デザイン科/動物科学科/食品科学科･ライフデザイン科)

43

・湖西高等学校(普通科)・聖隷クリストファー高等学校(普通科進学クラス)・静岡北高等学校(普通科普通コース)

・静岡県富士見高等学校(普通科進学クラス)・御殿場高等学校(創造ビジネス科/生活創造科デザイン科)

・相良高等学校(商業科)・浜松湖北高等学校(普通科)・浜松東高等学校(情報ビジネス科/総合ビジネス科)

・常葉大学附属菊川高等学校(美術・デザイン科)・常葉大学附属常葉高等学校(普通科常葉大学進学コース)

・浜松江之島高等学校(芸術科)・藤枝北高等学校(総合学科)・伊豆総合高等学校(工業科/総合学科)

42

・加藤学園高校(総合学部)・御殿場西高等学校(普通科ITビジネスコース)・稲取高等学校(普通科)・金谷高等学校(普通科)

・御殿場高等学校(創造工学科)・相良高等学校(普通科)・天竜高等学校二俣校舎(総合学科)・松崎高等学校(普通科)

・静岡大成高等学校(普通科[総合選択制])・島田樟誠高等学校(普通科進学探究コース)・城南静岡高等学校(ICT科)

・浜松開誠館高等学校(普通科キャリアデザインコース)・藤枝順心高等学校(普通科/美術造形デザイン科/調理栄養価)

・三島学園知徳高等学校(情報ビジネス科/普通科普通コース/福祉科/生活デザイン科)・伊東商業高等学校(総合ビジネス科)

・浜松湖北高等学校(産業マネジメント科Ⅰ[農業]/産業マネジメント科Ⅱ[工業]/産業マネジメント科Ⅲ[商業]・裾野高等学校(総合学科)

41
・浜松学院高等学校(普通科ドリーム実現コース/普通科子ども教育コース)・天竜高等学校二俣校舎(森林科/環境科)

・焼津水産高等学校(海洋科学科/栽培漁業科/食品科学科/流通情報科)・浜松修学舎高等学校(ビジネス科/福祉科/夢みらい科)

・遠江総合高等学校(総合学科)

40

・静清高等学校(工学探究科/文理探究科)・新居高等学校(普通科)・オイスカ高等学校(普通科)・池新田高等学校(普通科)

・浜松湖北高等学校佐久間分校(普通科)・静岡女子高等学校(普通科/家政科/商業科/福祉科)

・島田樟誠高等学校(普通科キャリア探究コース)・桐陽高等学校(普通科普通コース)・伊東高等学校城ケ崎分校(普通科)

・沼津中央高等学校(普通科医療･福祉コース/普通科工芸デザインコース/普通科情報ビジネスコース/普通科生活文化コース)

39
・菊川南陵高等学校(普通科進学コース/普通科就職コース/普通科スポーツコース)・熱海高等学校(普通科)・天竜高等学校春野校舎(普通科)

・横須賀高等学校(普通科)・清水国際高等学校(普通科/情報ビジネス科)・飛龍高等学校(普通科食文化コース)・焼津高等学校(総合学科)

・御殿場西高等学校(普通科未来創造コース)・誠恵高等学校(総合学科)

38
・川根高等学校(普通科)・伊豆総合高等学校土肥分校(普通科)・下田高等学校南伊豆分校(園芸科)

・飛龍高等学校(普通科総合スポーツ体育進学/普通科総合スポーツ体育/普通科総合スポーツ生涯スポーツ/

   普通科総合スポーツホスピタリティ/普通科総合進路コース/普通科情報コース)

37
・浜松啓陽高等学校(情報コミュニケーション科)

・誠恵高等学校(普通科普通コース/普通科芸術コース/普通科情報処理コース)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



島根県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

69 ・松江北高等学校（理数科）

66 ・出雲高等学校（理数科）

63 ・大田高等学校（理数科）

62 ・益田高等学校（理数科）

61 ・松江南高等学校（理数科）

60
・出雲高等学校（普通科）・浜田高等学校（理数科）

・松江工業高等専門学校（機械工学科/電気工学科/電子制御工学科/情報工学科/環境・建設工学科）

58 ・松江北高等学校（普通科）

56 ・江の川学園 石見智翠館高等学校（普通科智翠館特別コース)

54 ・大社高等学校（普通科)

53
・松江東高等学校（普通科）・松江南高等学校（普通科）

・七尾学園 益田東高等学校（普通科特別進学コース）・大田高等学校（普通科）

51
・大多和学園 開星高等学校（普通科特別進学コース) ・浜田高等学校（普通科）・平田高等学校（普通科）・益田高等学校（普通科）

・永島学園 松江西高等学校（普通科特別進学コース）・水谷学園　出雲北陵高等学校（普通科特別進学コース）

50 ・永島学園 出雲西高等学校（普通科特別進学コース［スーパー］） 

49 ・三刀屋高等学校（総合学科）

48 ・江の川学園 石見智翠館高等学校（普通科理系特別コース）・松徳学院高等学校（普通科アドバンスコース）

47 ・安来高等学校（普通科）

46 ・大東高等学校（普通科）・七尾学園 益田東高等学校（普通科普通コース）

45
・江の川学園 石見智翠館高等学校（普通科文理進学コース）・出雲商業高等学校（商業科/情報処理科）・津和野高等学校（普通科）

・松江工業高等学校（機械科/電子機械科/電気科/電子科/情報技術科/建築都市工学科）

・松江商業高等学校（商業科全科）・松江農業高等学校（総合学科）

44 ・益田翔陽高等学校（総合学科) ・松江農業高等学校（生物生産科/環境土木科）・横田高等学校（普通科）

43

・江津高等学校（普通科）・島根中央高等学校（普通科［総合選択制］）・益田翔陽高等学校（電気機械科/電気科/生物環境工学科）

・松徳学院高等学校（普通科グローバルコース）

・永島学園 出雲西高等学校（普通科特別進学コース［レギュラ］/普通科福祉文化コース/普通科ビジネスコース）

・永島学園 松江西高等学校（総合ビジネス科）・益田永島学園 明誠高等学校（普通科）・松江市立女子高等学校（普通科/国際文化観光科）

42
・大多和学園 開星高等学校（普通科キャリアデザインコース）・出雲工業高等学校（機械科/電気科/電子機械科/建築科）

・江津工業高等学校（機械・ロボット科/建築・電気科）・浜田商業高等学校（商業科・情報処理科）

・永島学園 松江西高等学校（普通科総合コース）

41
・隠岐高等学校（普通科）・大社高等学校（体育科)・矢上高等学校（普通科）・益田永島学園 明誠高等学校（福祉科）

・水谷学園出雲北陵高等学校（普通科普通コース）

40 ・出雲農林高等学校（植物科学科/環境科学科/食品科学科/動物科学科)

39
・飯南高等学校（普通科) ・隠岐島前高等学校（普通科）・情報科学高等学校（全学科）

・水谷学園出雲北陵高等学校（普通科音楽コース/普通科美術・ＣＧデザインコース）

・立正大学淞南高等学校（普通科）

38
・隠岐高等学校（商業科）・邇摩高等学校（総合学科）

・浜田水産高等学校（海洋技術科/食品流通科）

37
・江の川学園 石見智翠館高等学校（普通科スポーツコース）・隠岐水産高等学校（海洋システム科/海洋生産科）・三刀屋高等学校（普通科）

・矢上高等学校（産業技術科）・古賀高等学校（普通科）・三刀屋高等学校掛合分校（普通科)

36 ・キリスト教愛真高等学校（普通科）

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



千葉県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

76 ・渋谷教育学園幕張高等学校(普通科)・千葉高等学校(普通科)

75 ・市川高等学校(普通科)・船橋高等学校(普通科)

74 ・東邦大学付属東邦高等学校(普通科)

73 ・昭和学院秀英高等学校(普通科)・東葛飾高等学校(普通科)

72 ・専修大学松戸高等学校(Ｅ類型)・船橋高等学校(理数科)・千葉東高等学校(普通科)

71 ・佐倉高等学校(普通科)

70
・芝浦工業大学柏高等学校(普通科グローバル･サイエンスコース/普通科ジェネラル･ランニングコース)

・薬園台高等学校(普通科)・佐倉高等学校(理数科)

69 ・芝浦工業大学柏高等学校(普通科)・専修大学松戸高等学校(A類型)・千葉市立千葉高等学校(普通科/理数科)・日本大学習志野高等学校(普通科)

68
・国府台女子学院高等部(普通科選抜コース)・柏高等学校(普通科)・八千代松陰高等学校(普通科IGS[国際教養]コース)

・麗澤高等学校(普通科叡智スーパー特進コース[S特進])・長生高等学校(理数科)・小金高等学校(総合学科)・木更津高等学校(理数科)

67
・木更津高等学校(普通科)・船橋東高等学校(普通科)・八千代高等学校(普通科)・柏高等学校(理数科)

・千葉市立稲毛高等学校(普通科/国際教養科)・成田高等学校(普通科特進選抜生)

66 ・長生高等学校(普通科)・成田高等学校(普通科普通コース)・日出学園高等学校(普通科特進コース)

65 ・鎌ヶ谷高等学校(普通科)

64

・国府台女子学院高等部(普通科美術デザインコース/普通科)・市原中央高等学校(普通科ハイレベルチャレンジ1類)

・千葉敬愛高等学校(普通科特別進学クラス)・柏南高等学校(普通科)・国府台高等学校(普通科)・佐原高等学校(普通科)・幕張総合高等学校(総合学科)

・流通経済大学付属柏高等学校(普通科特別進学コース)・東京学館浦安高等学校(普通科特別進学コース選抜クラス)・成田国際高等学校(普通科/国際科)

・麗澤高等学校(普通科叡智特選コース[特選])・和洋国府台女子高等学校(普通科特進コース) 

63
・木更津工業高等専門学校(機械工学科/電気電子工学科/電子制御工学科/情報工学科/環境都市工学科)・国府台女子学院高等学校(英語科)

・佐原高等学校(理数科)・千葉英和高等学校(普通科特進選抜コース)・日出学園高等学校(普通科進学コース) 

62
・暁星国際高等学校(普通科特進･進学コース)・専修大学松戸高等学校(S類型)・千葉西高等学校(普通科)・成東高等学校(理数科)

・千葉日本大学第一高等学校(普通科)・東京学館高等学校(普通科Ｓ特進コース)・二松學舎大学附属柏高等学校(普通科スーパー特進選抜コース)

61
・暁星国際高等学校(普通科インターナショナルコース)・津田沼高等学校(普通科)・松戸国際高等学校(普通科)

・千葉商科大学付属高等学校(普通科特別進学クラス)・成東高等学校(普通科)

60
・敬愛学園高等学校(普通科特別進学コース)・西武台千葉高等学校(普通科特別選抜コース)・検見川高等学校(普通科)

・松戸国際高等学校(国際教養科)・匝磋高等学校(理数科)・国分高等学校(普通科)

59

・昭和学院高等学校(普通科国際Internationalコース)・千葉経済大学附属高等学校(普通科特進コース)

・八千代松陰高等学校(普通科進学コース)・柏中央高等学校(普通科)・翔凛高等学校(国際科ビジョナリー特進コース)

・銚子市立銚子高等学校(普通科･理数科)・安房高等学校(普通科)・二松學舎大学附属柏高等学校(普通科特進選抜コース)

・幕張総合高等学校(看護科)・志字館高等部(普通科)・流通経済大学付属柏高等学校(普通科総合進学コース)

・市原中央高等学校(普通科グローバルリーダーコース/普通科ハイレベルチャレンジⅡ類)

58
・昭和学院高等学校(普通科先進Top Gradeコース)・柏の葉高等学校(普通科)・千葉南高等学校(普通科)・匝磋高等学校(普通科)

・千葉女子高等学校(普通科)・東海大学付属浦安高等学校(普通科)・東海大学付属市原望洋高等学校(普通科スーパー特進コース)

・君津高等学校(普通科)・千葉英和高等学校(普通科特進文理コース)

57
・暁星国際高等学校(普通科アストラインターナショナル)・秀明八千代高等学校(普通科特別進学コース)・市原中央高等学校(普通科芸術コース)

・拓殖大学紅陵高等学校(普通科特進コース)・佐原白楊高等学校(普通科)・千葉女子高等学校(家政科)・千葉英和高等学校(英語科)

・千葉明徳高等学校(普通科特別進学コース)・東京学館浦安高等学校(普通科特別進学コース)

56
・木更津総合高等学校(普通科特別進学コース)・聖徳大学附属女子高等学校(普通科S探究コース)・千葉敬愛高等学校(普通科普通クラス)

・磯辺高等学校(普通科)・市川東高等学校(普通科)・柏の葉高等学校(情報理数科)・千葉北高等学校(普通科)・船橋芝山高等学校(普通科)

・中央学院高等学校(普通科S特進コース)・習志野市立習志野高等学校(普通科)・東金高等学校(普通科)・東京学館浦安高等学校(普通科国際教養コース)

55
・日本体育大学柏高等学校(普通科アドバンストコース)・敬愛大学八日市場高等学校(普通科特進コース)

・東京学館高等学校(普通科特進コース)・我孫子高等学校(普通科)・東葉高等学校(普通科特進コース)

・千葉商科大学付属高等学校(普通科選抜進学クラス)・植草学園大学附属高等学校(普通科特進コース)

54
・東金高等学校(国際教養科)・船橋啓明高等学校(普通科)・袖ヶ浦高等学校(普通科)・松戸市立松戸高等学校(国際人文科)

・翔凛高等学校(国際科ビジョナリー選抜コース)・和洋国府台女子高等学校(普通科進学コース)

53 ・秀明八千代高等学校(普通科国際英語コース)・茂原高等学校(普通科)

52

・敬愛学園高等学校(普通科進学ａコース)・昭和学院高等学校(普通科総合進学Advancedコース)・千葉学芸高等学校(普通科特別進学コース)

・袖ヶ浦高等学校(情報コミュニケーション科)・松戸六実高等学校(普通科) ・流山おおたかの森高等学校(普通科) 

・千葉商科大学付属高等学校(普通科進学クラス)・千葉明徳高等学校(普通科総合進学コースHSクラス)

・二松學舎大学附属柏高等学校(普通科進学コース)・船橋市立船橋高等学校(普通科)・横芝敬愛高等学校(普通科特別進学コース) 

51

・植草学園大学附属高等学校(英語科)・敬愛学園高等学校(普通科進学コース)・昭和学院高等学校(普通科総合Athleteコース)

・聖徳大附属女子高等学校(普通科LAコース/音楽科)・西武台千葉高等学校(普通科進学コース)・大多喜高等学校(普通科)・千城台高等学校(普通科)

・千葉商業高等学校(商業科･情報システム科)・成田北高等学校(普通科)・八千代高等学校(家政科/体育科)・四街道高等学校(普通科)

・千葉経済大学附属高等学校(普通科文理一般コース)・和洋国府台女子高等学校(普通科和洋コース)・鴨川令徳高等学校(普通科特進･医歯薬コース)

50

・敬愛学園高等学校(普通科進学βコース)・昭和学院高等学校(普通科総合探究Generalコース)・拓殖大学紅陵高等学校(普通科進学コース)

・印旛明誠高等学校(普通科)・流山おおたかの森高等学校(国際コミュニケーション科)・松戸高等学校(普通科)

・千葉英和高等学校(普通科総進文理コース)・中央学院高等学校(普通科進学コース)・松戸市立松戸高等学校(普通科)

・東海大学付属市原望洋高等学校(普通科総合進学コース)・習志野市立習志野高等学校(商業科)

49
・市川昴高等学校(普通科)・市原八幡高等学校(普通科)・佐倉東高等学校(調理国際科)・千葉工業高等学校(理数工学科)・銚子高等学校(普通科)

・実籾高等学校(普通科)・八千代東高等学校(普通科)・柏陵高等学校(普通科)・松戸高等学校(芸術科)・茂原北陵高等学校(普通科特別進学コース) 

48

・柏市立柏高等学校(普通科)・西武台千葉高等学校(アスリート選抜コース)・千葉工業高等学校(情報技術科)・土気高等学校(普通科)

・銚子商業高等学校(商業科･情報処理科)・富里高等学校(普通科)・長狭高等学校(普通科)・若松高等学校(普通科)

・翔凛高等学校(国際科ビジョナリー進学コース)・千葉黎明高等学校(普通科特進Ⅰ･Ⅱコース)・東京学館浦安高等学校(普通科総合進学コース)

・流通経済大学付属柏高等学校(普通科スポーツ進学コース)

47
・日本体育大学柏高等学校(普通科進学コース)・秀明八千代高等学校(普通科文理進学コース)・一宮商業高等学校(商業科･情報処理科)

・柏井高等学校(普通科)・木更津東高等学校(普通科)・君津商業高等学校(商業･情報科)・佐倉東高等学校(普通科)

・千葉工業高等学校(電子機械科)・東金商業高等学校(商業科･情報処理科)・千葉商科大学付属高等学校(商業科)・船橋市立船橋高等学校(商業科)

46

・千葉経済大学附属高等学校(商業科/情報処理科)・木更津東高等学校(家政科)・佐倉東高等学校(服飾デザイン科)

・館山総合高等学校(工業科/商業科)・千葉工業高等学校(電気科)・船橋二和高等学校(普通科)・松尾高等学校(普通科)

・茂原樟陽高等学校(電子機械科/電気科/環境化学科)・千葉明徳高等学校(普通科総合進学コースSクラス)・中央学院高等学校(普通科スポーツコース) 

・東京学館高等学校(普通科総合進学コース[文理])・京葉高等学校(普通科)

45
・市川南高等学校(普通科)・小見川高等学校(普通科)・生浜高等学校(普通科)・京葉工業高等学校(機械科/電子工業科/設備システム科/建設科)

・館山総合高等学校(家政科)・東総工業高等学校(電子機械科/電気科/情報技術科/建設科)・茂原樟陽高等学校(土木造園科)

44
・我孫子二階堂高等学校(普通科進学コース)・植草学園大学附属高等学校(普通科普通コース)・桜林高等学校(普通科特進コース)・薬園台高等学校(園芸科)

・流山高等学校(会計科･情報処理科)・市川工業高等学校(インテリア科)・生浜高等学校(普通科)・千葉工業高等学校(工業化学科)

・鴨川怜徳高等学校(普通科大学進学コース)

43

・柏市立柏高等学校(スポーツ科学科)・敬愛学園高等学校(普通科人間科学コース)・佐倉南高等学校(普通科)・千葉県安房西高等学校(普通科進学コース) 

・姉崎高等学校(普通科)・市川工業高等学校(機械科/電気科/建築科)・大原高等学校(総合学科)・九十九里高等学校(普通科)・白井高等学校(普通科) 

・犢橋高等学校(普通科)・佐倉西高等学校(普通科)・多古高等学校(普通科)・松戸向陽高等学校(福祉教養科)・松戸馬橋高等学校(普通科)

・四街道北高等学校(普通科)・東京学館浦安高等学校(普通科スポーツ進学コース)・東京学館船橋高等学校(食物調達科/美術工芸科)

・船橋市立船橋高等学校(体育科)・茂原北陵高等学校(普通科)・横芝敬愛高等学校(普通科普通コース)

42

・日本体育大学柏高等学校(普通科アスリートコース)・木更津総合高等学校(普通科総合コース)

・敬愛大学八日市場高等学校(普通科進学情報コース)・秀明八千代高等学校(普通科総合進学コース)

・安房拓心高等学校(総合学科)・市原緑高等学校(普通科)・鎌ケ谷西高等学校(普通科)・大網高等学校(普通科)・多古高等学校(園芸科)

・船橋北高等学校(普通科)・流山南高等学校(普通科)・東京学館高等学校(普通科総合進学コース[スポーツ])・東京学館船橋高等学校(普通科) 

41
・拓殖大学紅陵高等学校(普通科普通コース)・千葉県安房西高等学校(普通科普通コース)・浦安高等学校(普通科)・銚子商業高等学校(海洋科)

・成田西陵高等学校(園芸科/土木造園科/食品科学科/情報科学科)・松戸向陽高等学校(普通科)・千葉萌陽高等学校(普通科)

・千葉黎明高等学校(普通科進学コース/生産ビジネス科)・千葉明徳高等学校(普通科アスリート進学コース)

40

・桜林高等学校(普通科総合コース)・泉高等学校(普通科)・市原高等学校(普通科)・上総高等学校(普通科)・君津青葉高等学校(総合学科)

・清水高等学校(食品科学科/工業系)・下総高等学校(自動車科/情報ビジネス科)・沼南高等学校(普通科)・沼南高柳高等学校(普通科) ・不二女子高等学校(普通科)

・館山総合高等学校(海洋科)・流山北高等学校(普通科)・我孫子東高等学校(普通科)・船橋古和釜高等学校(普通科)・船橋豊富高等学校(普通科)

・船橋法典高等学校(普通科)・八街高等学校(総合学科)・千葉聖心高等学校(普通科)・東京学館船橋高等学校(情報ビジネス科)・茂原北陵高等学校(家政科)

39
・愛国学園大学附属四街道高等学校(普通科)・我孫子二階堂高等学校(普通科総合コース)・千葉学芸高等学校(普通科) ・鴨川怜徳高等学校(普通科普通コース)

・旭農業高等学校(畜産科/園芸科/食品科学科)・天羽高等学校(普通科)・市原高等学校(園芸科)・浦安南高等学校(普通科)・上総高等学校(園芸科)

・行徳高等学校(普通科)・下総高等学校(園芸科)・関宿高等学校(普通科)・大網高等学校(食品工業科/農業科)・八千代西高等学校(普通科)・流山高等学校(園芸科)

38 ・大網高等学校(生産技術科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



東京都高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

78 ・お茶の水女子大学附属高等学校(普通科)・筑波大学附属高等学校(普通科)・筑波大学附属駒場高等学校(普通科)

77 ・開成高校(普通科)・東京学芸大学附属高等学校(普通科)

76 ・慶應義塾女子高等学校(普通科)

75 ・日比谷高等学校(普通科)・早稲田実業学校(普通科)・早稲田大学高等学校(普通科)

74 ・都立西高等学校(普通科)

73 ・国立高等学校(普通科)

72
・青山学院高等部(普通科)・東京工業大学附属科学技術高等学校(科学科･技術科)・国際基督教高等学校(普通科)・明治大学附属明治高等学校(普通科)

・戸山高等学校(普通科)・立教池袋高等学校(普通科)

71 ・巣鴨高等学校(普通科)・八王子東高等学校(普通科)・青山高等学校(普通科)・広尾学園高等学校(普通科医進･サイエンスコース)

70
・錦城高等学校(普通科特進コース)・創価高等学校(普通科)・広尾学園高等学校(普通科本科コース)・中央大学高等学校(普通科[定時制])

・立川高等学校(普通科)・桐朋高等学校(普通科)

69
・日本大学第三高等学校(普通科特進コース)・八王子高等学校(普通科文理コース特進クラス)・新宿高等学校(普通科[単位制])

・國學院大學久賀山高等学校(普通科)・城北高等学校(普通科)

68

・都立国際高等学校(国際科)・日本大学鶴ヶ丘高等学校(普通科特進コース)・明治大学附属中野高等学校(普通科)・学習院高等学校(普通科)

・淑徳高等学校(普通科スーパー特進コース)・拓殖大学第一高等学校(普通科特進コース)・中央大学附属高等学校(普通科)・中央大学杉並高等学校(普通科)

・帝京大学高等学校(普通科)・国分寺高等学校(普通科[単位制])・小山台高等学校(普通科)

67

・江戸川女子高等学校(普通科Ⅲ類)・十文字高等学校(普通科スーパー特選クラス)・成城高等学校(普通科)・駒場高等学校(普通科)・両国高等学校(普通科)

・竹早高等学校(普通科)・都立武蔵高等学校(普通科)・武蔵野北高等学校(普通科)・桐朋女子高等学校(普通科)・東洋高等学校(普通科特進選抜コース)

・朋優学院高等学校(普通科国公立コース)・日本大学第二高等学校(普通科)・八王子高等学校(普通科文理コース選抜クラス)・三田高等学校(普通科)

・法政大学高等学校(普通科)・明治大学附属中野八王子高等学校(普通科)

66

・錦城高等学校(普通科進学コース)・駒込高等学校(普通科理系先進コース)・白梅学園高等学校(普通科特別選抜コース[クラスⅠ])・明治学院高等学校(普通科)

・東京都市大学等々力高等学校(普通科特別選抜コース)・日本大学第三高等学校(普通科普通コース)・東京芸術大学音楽学部付属音楽高等学校(音楽科)

・江戸川女子高等学校(英語科)・桜美林高等学校(普通科特別進学コース/普通科国公立コース)・小松川高等学校(普通科)・町田高等学校(普通科)

65

・京華高等学校(普通科S特進コース)・佼成学園高等学校(普通科難関国公立コース)・成城高等学校(普通科)・小金井北高等学校(普通科)

・淑徳巣鴨高等学校(普通科選抜コース[アルティメット])・東京成徳大高等学校(普通科特別進学コース)・都立富士高等学校(普通科)

・足立学園高等学校(普通科探究コース)・明治学院東村山高等学校(普通科) 

64

・駒込高等学校(普通科国際教養コース/普通科スーパーアドバンスコース)・江戸川女子高等学校(普通科Ⅱ類)・淑徳巣鴨高等学校(普通科選抜コース[プレミアム])

・淑徳高等学校(普通科特進選抜コース)・豊多摩高等学校(普通科)・日野台高等学校(普通科)・都立大泉高等学校(普通科)・北園高等学校(普通科)

・聖徳学園高等学校(普通科難関国公立型クラス)・青稜高等学校(普通科)・日本大学鶴ヶ丘高等学校(普通科普通コース)・都立城東高等学校(普通科)

・八王子高等学校(普通科文理コース進学クラス)・文化学園大学杉並高等学校(普通科ダブルディプロマコース/普通科特進コース)・調布北高等学校(普通科)

・順天高等学校(普通科特進選抜類型/普通科理数選抜類型[S])・宝仙学園高等学校(普通科理数インターコース)・明法高等学校(普通科特別進学コース)

・東京工業高等専門学校(機械工学科/電子工学科/情報工学科/物質工学科/電気工学科)・安田学園高等学校(普通科S特コース)

63
・桜丘高等学校(普通科特待クラス)・十文字高等学校(普通科選抜クラス)・國學院高等学校(普通科)・都立昭和高等学校(普通科)・白鵬高等学校(普通科)

・白梅学園高等学校(普通科特別選抜コース[クラスS])・明優学院高等学校(普通科特進コース)・文教高等学校(普通科)・東京農業大学第一高等学校(普通科)

62

・佼成学園高等学校(普通科文理コース)・実践学園高等学校(普通科特別進学コース)・芝浦工業大学附属高等学校(普通科)・南平高等学校(普通科)

・杉並学院高等学校(普通科特別進学コース)・東京電機大学高等学校(普通科)・成城学園高等学校(普通科)

・足立学園高等学校(普通科文理コース)・郁文館高等学校(普通科東大クラス)・東洋高等学校(普通科特進コース)

・工学院大学附属高等学校(普通科ハイブリッドサイエンスコース)・八王子高等学校(普通科総合コース[文科･音楽･美術系]) ・日本大学豊山女子高等学校(理数科)

61

・豊島学院高等学校(普通科特別進学類型)・産業技術高等専門学校(ものづくり工学科)・桜美林高等学校(普通科進学コース)・順天堂高等学校(普通科英語選抜類型)

・専修大学附属高等学校(普通科)・多摩科学技術高等学校(科学技術科) ・日本大学第一高等学校(普通科)・拓殖大学第一高等学校(普通科普通コース)

・八王子実践高等学校(普通科特進コースJ特進クラス)・都立上野高等学校(普通科)・小平高等学校(普通科/普通科外国語コース)・狛江高等学校(普通科)

・目黒学院高等学校(普通科スーパープレミアムコース)・実践学園高等学校(普通科リベラルアーツ＆サイエンスコース)・目黒高等学校(普通科)

・目黒日本大学高等学校(普通科進学コース特進クラス)・武蔵野大学高等学校(普通科ハイグレード選抜/普通科インターナショナル選抜)

60

・京華高等学校(普通科特進コース)・駒込高等学校(普通科アドバンスコースA)・駒澤大学高等学校(普通科)・東大和南高等学校(普通科)

・十文字高等学校(普通科進学クラス)・白梅学園高等学校(普通科特別選抜コース[クラスG])・大東文化大学第一高等学校(普通科特別進学クラス)

・東京家政大学附属女子高等学校(普通科躍進i-Eコース)・井草高等学校(普通科)・工学院大学附属高等学校(普通科ハイブリット文理先進コース)

・駒場高等学校(保健体育科)・墨田川高等学校(普通科[単位制])・富士見丘高等学校(普通科アドバンスドコースA･B)・多摩大学附属聖ヶ丘高等学校(普通科)

・品川翔英高等学校(普通科理数選抜コース)・昭和第一学園高等学校(普通科特進選抜コース)・東洋高等学校(普通科総合進学コース)

・成立学園高等学校(普通科スーパー特選コース)・日本大学櫻丘高等学校(普通科)

59

・京華女子高等学校(普通科特進クラス)・雪谷高等学校(普通科) ・江戸川高等学校(普通科)・帝京八王子高等学校(普通科医療系特進[M]コース)

・聖徳学園高等学校(普通科文理進学型クラス)・大東文化大学第一高等学校(普通科選抜進学クラス)・玉川学園高等部(普通科一般コース)

・東亜学園高等学校(普通科特進コース)・東京純心女子高等学校(普通科セレクトデザインコース/普通科特進プログラムコース)・神代高等学校(普通科)

・清瀬高等学校(普通科)・調布南高等学校(普通科)・・工芸高等学校(デザイン科/グラフィックアーツ科)・小平南高等学校(普通科)

・東洋女子高等学校(普通科特別進学コース)・保善高等学校(普通科特別進学クラス)・明星学園高等学校(普通科)・明法高等学校(普通科総合進学コース)

・淑徳巣鴨高等学校(普通科特進コース[特進]/普通科選抜コース[選抜])・安田学園高等学校(普通科特進コース)

・立正大学附属立正高等学校(普通科特進コース)・日本大学豊山高等学校(普通科)・工学院大学附属高等学校(普通科ハイブリッドインターナショナルコース)

58

・共栄学園高等学校(普通科特進コース)・桜丘高等学校(普通科クリエイティブリーダーズクラス)・石神井高等学校(普通科)・都立豊島高等学校(普通科)

・実践学園高等学校(普通科文理進学コース/普通科スポーツ･サイエンスコース)・都立広尾高等学校(普通科)・深川高等学校(普通科/普通科外国語コース)

・大成高等学校(普通科特別進学コース)・多摩大学目黒高等学校(普通科)

・豊南高等学校(普通科特進コース)・日本工業大学駒場高等学校(普通科特進コース)・明星高等学校(普通科MGSコース)・大森学園高等学校(普通科国立コース)

・文京学院大学女子高等学校(普通科国際教養コースTクラス/普通科理数キャリアコースTクラス)・文教大学付属高等学校(普通科)

・目白研心高等学校(普通科スーパーイングリッシュコース)・八王子実践高等学校(普通科特進コース特進選抜クラス)・日本大学豊山高等学校(普通科)

57

・関東第一高等学校(普通科特別進学コース)・国立音楽大学附属高等学校(普通科)・駒場学園高等学校(普通科特別進学コース)・田園調布高等学校(普通科)

・桜丘高等学校(普通科特進クラス)・都立翔陽高等学校(普通科[単位制])・共立女子第二高等学校(普通科Advanced Placementクラス)

・淑徳高等学校(普通科留学コース)・駿台学園高等学校(普通科特選コース)・東海大学菅生高等学校(普通科特別進学コース)・成瀬高等学校(普通科)

・共立女子第二高等学校(普通科Advanced Placementクラス) ・実践学園高等学校(普通科スポーツ･サイエンスコース)・帝京高等学校(普通科特進コース)

・東海大学付属高輪台高等学校(普通科)・下北沢成徳高等学校(普通科特進コース)・東京成徳大学高等学校(普通科進学選抜コース)・工芸高等学校(インテリア科)

・上水高等学校(普通科[単位制])・中村高等学校(普通科先進コース/普通科国際コース)

・富士見丘高等学校(普通科グローバルコース)・目白研心高等学校(普通科特別進学コース)・郁文館高等学校(普通科“℮”特進クラス)

56

・東洋大学京北高等学校(普通科)・工学院大学附属高等学校(普通科ハイブリッド文理コース)・向丘高等学校(普通科)・武蔵丘高等学校(普通科)

・佼成学園女子高等学校(普通科特進留学コース/普通科特進文理コース[文理]/普通科特進文理コース[メディカル])・松蔭高等学校(普通科)

・淑徳巣鴨高等学校(普通科特進コース[特進私文])・昭和第一学園高等学校(普通科選抜進学コース)・白梅学園高等学校(普通科進学コース選抜)

・杉並学院高等学校(普通科総合進学コース)・瀧野川女子学園高等学校(普通科特別選抜クラス)・帝京高等学校(普通科インターナショナルコース)

・都立科学技術高等学校(科学技術科)・工芸高等学校(アートクラフト科)・総合芸術高等学校(美術科/舞台表現科/音楽科)

・東京立正高等学校(普通科アドバンストコース)・桐朋女子高等学校(音楽科)・豊島学院高等学校(普通科選抜進学類型)

・郁文館グローバル高等学校(国際科)・二松學舎大学附属高等学校(普通科特進コース)・八王子実践高等学校(普通科特進コース特進クラス)

・武蔵野大学高等学校(普通科本科)・目黒学院高等学校(普通科プレミアムコース)・目黒日本大学高等学校(普通科進学コースN進学クラス)

55

・関東国際高等学校(外国語科)・国士舘高等学校(普通科選抜コース)・城西大学附属城西高等学校(普通科)・昭和第一高等学校(普通科特進コース)

・東京家政大学附属女子高等学校(普通科躍進iコース)・杉並高等学校(普通科)・足立学園高等学校(普通科総合コース)・江北高等学校(普通科)

・日本学園高等学校(普通科特別進学コース)・日本工業大学駒場高等学校(普通科理数特進コース)・藤村女子高等学校(普通科S特コース)

・保善高等学校(普通科大進選抜クラス)・明星高等学校(普通科本科コース)・八雲学園高等学校(普通科)・岩倉高等学校(普通科S特コース)

・郁文館高等学校(普通科特進クラス)・品川翔英高等学校(普通科国際教養コース/普通科進学コースⅠ[特別進学])・工芸高等学校(マシンクラフト科)

・武蔵野大学附属千代田高等学校(普通科IB[国際バカロレア]コース)・共立女子第二高等学校(普通科Standardクラス)・都立東高等学校(普通科)

・都立府中高等学校(普通科)・保谷高等学校(普通科)・芦花高等学校(普通科[単位制])・広尾学園小石川高等学校(普通科グローバルリーダーコース)

54

・修徳高等学校(普通科特別進学コース)・星美学園高等学校(普通科)・帝京高等学校(普通科進学コース)・帝京八王子高等学校(普通科文理コース)

・東京高等学校(普通科)・晴海総合高等学校(総合学科)・東大和高等学校(普通科)・本所高等学校(普通科)・目白研心高等学校(普通科総合コース)

・八王子高等学校(普通科芸術コース)・宝仙学園高等学校(普通科特別進学コース)・目黒学院高等学校(普通科アドバンスコース)・中村高等学校(普通科探究コース)

・安田学園高等学校(普通科進学コース)・武蔵野大学附属千代田高等学院(普通科IQ[文理探究]コース)・上野学園高等学校(普通科特別進学コースａ)

53

・北豊島高等学校(普通科特進コース)・京華高等学校(普通科進学コース)・啓明学園高等学校(普通科)・女子美術大学付属高等学校(普通科)

・東京家政学院高等学校(普通科アドバンストコース)・東京女子学園高等学校(普通科特別進学コース)・上野学園高等学校(普通科特別進学コースℬ)

・都立日野高等学校(普通科)・富士森高等学校(普通科)・トキワ松学園高等学校(普通科特進コース)・駒場学園高等学校(普通科国際コース)・鷺宮高等学校(普通科)

・豊南高等学校(普通科選抜コース)・文化学園大学杉並高等学校(普通科進学コース)・松ケ谷高等学校(普通科/普通科外国語コース)

・麹町学園女子高等学校(普通科東洋大学グローバルコース)

52

・神田女学園高等学校(普通科グローバルコース/普通科アドバンスコース)・関東国際高等学校(普通科)・東京立正高等学校(普通科イノベーションコース)

・下北沢成徳高等学校(普通科国際コース)・潤徳女子高等学校(普通科特進コース)・玉川聖学院高等学校(普通科)・東亜学園高等学校(普通科総合選抜コース)

・東京音楽大学附属高等学校(音楽科)・東京成徳大学高等学校(普通科進学コース)・トキワ松学園高等学校(普通科進学コース)・駒沢学園女子高等学校(普通科)

・豊島学院高等学校(普通科普通進学類型)・郁文館高等学校(普通科進学クラス)・文京学院大学女子高等学校(普通科国際教養コースAクラス)

・正則高等学校(普通科)・立正大学付属立正高等学校(普通科進学コース)・青梅総合高等学校(総合学科)・小岩高等学校(普通科)・つばさ総合高等学校(総合学科)

51

・関東第一高等学校(普通科進学Aコース)・国立音楽大学附属高等学校(音楽科)・都立高島高等学校(普通科)・都立農業高等学校(食物科)

・和光高等学校(普通科)・サレジオ工業高等専門学校(デザイン学科/電気工学科/機械電子工学科/情報工学科)・国士舘高等学校(普通科進学コース)

・修徳高等学校(普通科進学コース文理選抜クラス)・白梅学園高等学校(普通科進学コース進学/普通科進学コース保育･教育系)・都立小川高等学校(普通科)

・東久留米総合高等学校(総合学科)・聖パウロ学園高等学校(普通科グローバルコース)・大東文化大学第一高等学校(普通科進学クラス)・東星学園高等学校(普通科)

・愛国高等学校(衛生看護科)・文華女子高等学校(普通科選抜コース)・東京女子学院高等学校(普通科スタディアブロードコース)・杉並総合高等学校(総合学科)

・二松學舎大学附属高等学校(普通科進学コース)・藤村女子高等学校(普通科特進コース)・日本工業大学駒場高等学校(普通科総合進学コース)

・文京学院大学女子高等学校(普通科理数キャリアコースAクラス/普通科スポーツ科学コース)・田無高等学校(普通科)

・広尾学園小石川高等学校(普通科スーパー特進コース)・武蔵野大学附属千代田高等学院(普通科MS[メディカルサイエンス]コース)

50

・共栄学園高等学校(普通科普通コース)・佼成学園女子高等学校(普通科進学コース)・下北沢成徳高等学校(普通科進学コース)・片倉高等学校(普通科)

・立川女子高等学校(普通科特進コース)・帝京高等学校(普通科アスリートコース)・貞静学園高等学校(普通科大学進学コース[特進])・飛鳥高等学校(普通科[単位制])

・東京家政学院高等学校(普通科リベラルアーツコース)・東京女子学院高等学校(普通科セレクトラーニングコース)・岩倉高等学校(普通科特進コース)

・桜町高等学校(普通科)・品川翔英高等学校(普通科進学コースⅡ[総合進学])・大森学園高等学校(普通科選抜コース/普通科英語コース)

・自由ヶ丘学園高等学校(普通科特別選抜PG･ADコース)・八王子桑志高等学校(産業科デザインコース/産業科システム情報コース/産業科ビジネス情報コース)

・大成高等学校(普通科文理進学コース)・都立松原高等学校(普通科)・東京立正高等学校(普通科スタンダードコース)・日本工業大学駒場高等学校(国際工学科)

・八王子実践高等学校(普通科文理コース文理選抜クラス)・藤村女子高等学校(普通科スポーツ科学特進コース)・保善高等学校(普通科大学進学クラス)

・目黒学院高等学校(普通科スタンダードコース)・大森学園高等学校(普通科選抜コース)・瀧野川女子学園高等学校(普通科特進コース)

49

・川村高等学校(普通科)・北豊島高等学校(普通科国際英語コース)・錦城学園高等学校(普通科)・昭和鉄道高等学校(鉄道科)・世田谷総合高等学校(総合学科)

・東京女子学園高等学校(普通科進学コース)・片倉高等学校(普通科造形美術コース)・忍岡高等学校(普通科[単位制])・福生高等学校(普通科)

・八王子桑志高等学校(産業科クラフトコース)・東洋女子高等学校(普通科総合進学コース)・日本工業大学駒場高等学校(理数工学科)・新渡戸文化高等学校(普通科)

・紅葉川高等学校(普通科)・足立高等学校(普通科)・王子総合高等学校(総合学科)

48

・京華女子高等学校(普通科進学クラス)・駒場学園高等学校(普通科進学コース)・成立学園高等学校(普通科特進コース)・大島海洋国際高等学校(国際海洋学科)

・自由学園高等科(普通科)・駿台学園高等学校(普通科進学コース)・大成高等学校(普通科情報進学コース)・岩倉高等学校(運輸科)・若葉総合高等学校(総合学科)

・淑徳SC高等部(普通科Ⅰ類コース)・都立大崎高等学校(普通科)・葛飾総合高等学校(総合学科)・久米西高等学校(普通科)・都立府中東高等学校(普通科)

・東海大学菅生高等学校(普通科総合進学コース)・豊南高等学校(普通科進学コース)・トキワ松学園高等学校(普通科美術デザインコース)

・蔵前工業高等学校(電気科)・千早高等学校(ビジネスコミュニケーション科)・目黒日本大学高等学校(普通科スポーツコース)

・日本体育大学荏原高等学校(普通科アカデミックコース)・板橋有徳高等学校(普通科)・武蔵野大学附属千代田高等学院(普通科LA[リベラルアーツ]コース)

47

・淑徳SC高等部(普通科Ⅰ類ａコース)・正則学園高等学校(普通科)・都立園芸高等学校(動物科)・葛飾野高等学校(普通科)・小平西高等学校(普通科)

・藤村女子高等学校(普通科総合進学コースアドバンストクラス)・第五商業高等学校(ビジネス科)・八王子北高等学校(普通科)・都立美原高等学校(普通科[単位制])

・蔵前工業高等学校(機械科/建築科/設備工業科)・忍岡高等学校(生活科学科[単位制])・芝商業高等学校(ビジネス科)・町田総合高等学校(総合学科)

・日本学園高等学校(普通科総合進学コース)・目黒学院高等学校(普通科総合コース)・八王子実践高等学校(普通科文理コース文理クラス)

46

・修徳高等学校(普通科進学コース文理進学クラス)・昭和第一高等学校(普通科進学コース)・昭和第一学園高等学校(普通科総合進学コース)

・総合工科高等学校(電気･情報デザイン科)・東亜学園高等学校(普通科体育コース)・板橋高等学校(普通科)・大泉桜高等学校(普通科[単位制])

・都立農業高等学校(服飾科)・瑞穂農芸高等学校(畜産科学科)・都立園芸高等学校(食品科)・篠崎高等学校(普通科)・武蔵村山高等学校(普通科)

・東邦音楽大学附属東邦高等学校(音楽科)・武蔵野高等学校(普通科特進ステージ)・聖パウロ学園高等学校(普通科セレクティブコース)

・武蔵野大学附属千代田高等学校(普通科GA[グローバルアスリート]コース)・東京女子学院高等学校(普通科フードカルチャーコース)

45

・関東第一高等学校(普通科進学Gコース)・北豊島高等学校(普通科総合コース)・駒場学園高等学校(食物調理科)・足立新田高等学校(普通科)

・潤徳女子高等学校(普通科進学コース/普通科福祉進学コース)・駿台学園高等学校(普通科スペシャリストコース)・第一商業高等学校(ビジネス科)

・総合工科高等学校(機械･自動車科/建築･都市工学科)・都立農業高等学校(食品科学科)・足立西高等学校(普通科)・竹台高等学校(普通科)・日本橋高等学校(普通科)

・都立農業高等学校(食品科学科)・八王子実践高等学校(普通科総合進学コース)・文華女子高等学校(普通科進学コース)・日本学園高等学校(普通科スポーツコース)

・藤村女子高等学校(普通科総合進学コースグローアップクラス/普通科スポーツ科学コース)・宝仙学園高等学校(普通科アドバンスト保育コース)

・上野学園高等学校(普通科総合進学コース/普通科器楽声楽コース)・大森学園高等学校(普通科総進コース)・都立農芸高等学校(食品科学科)

44

・国本女子高等学校(普通科)・淑徳SC高等部(普通科Ⅱ類ｂコース)・潤徳女子高等学校(普通科美術コース)・東京実業高等学校(普通科文理コース)

・貞静学園高等学校(普通科大学進学コース[総合進学])・永山高等学校(普通科)・拝島高等学校(普通科)

・宝仙学園高等学校(普通科アクティブ進学コース)・都立農芸高等学校(園芸科学科/緑地環境科)・農産高等学校(食品科)・東村山西高等学校(普通科)

・都立光丘高等学校(普通科)・都立山崎高等学校(普通科)・日本体育大学荏原高等学校(普通科進学コース)・上野学園高等学校(音楽科演奏家コース)

43

・蒲田女子高等学校(普通科幼児教育コース)・品川エトワール女子高等学校(普通科国際コース/普通科マルチメディアコース)

・瀧野川女子学園高等学校(普通科進学コース)・東京実業高等学校(普通科ビジネスコース)・江東商業高等学校(ビジネス科)

・都立砂川高等学校(普通科)・墨田工業高等学校(建築科)・第四商業高等学校(情報処理科)・田柄高等学校(普通科外国文化コース)

・千歳丘高等学校(普通科)・練馬高等学校(普通科)・都立農業高等学校(都市園芸科/緑地計画科)・農産高等学校(園芸デザイン科)

・府中工業高等学校(情報技術科)・瑞穂農芸高等学校(食品科/生活デザイン科)・広尾学園小石川高等学校(普通科進学コース)

・愛国高等学校(普通科/家政科/商業科)・日本体育大学荏原高等学校(普通科体育コース)・日本工業大学駒場高等学校(機械科/建築科/電子情報科)

・岩倉高等学校(普通科総進コース)・都立園芸高等学校(園芸科)・京華商業高等学校(商業科)

42

・自由が丘学園高等学校(普通科選抜進学SR･G･ASコース)・昭和第一学園高等学校(工業部)・立川女子高等学校(普通科総合コース)・田柄高等学校(普通科)

・貞静学園高等学校(普通科幼児保育･保育進学コース)・大田桜台高等学校(ビジネスコミュニケーション科)・葛飾商業高等学校(ビジネス科/情報処理科)

・墨田工業高等学校(電気科/機械科/自動車科)・第三商業高等学校(ビジネス科)・東村山高等学校(普通科[エンカレッジ])

・府中工業高等学校(機械科/工業技術科)・六郷工科高等学校(システム工学科/デザイン工学科)・羽村高等学校(普通科)・淵江高等学校(普通科)

・堀越高等学校(普通科育英コース)・科学技術学園高等学校(普通科理数コース)・中央学院大学中央高等学校(普通科)・南葛飾高等学校(普通科)

・都立八潮高等学校(普通科)・町田工業高等学校(総合情報科)

41

・蒲田女子高等学校(普通科キャリアコース)・神田女子学園高等学校(普通科フューチャーコース)・関東第一高等学校(普通科スポーツコース)

・東京実業高等学校(機械科/電気科電気コース/電気科ゲームITコース)・都立五日市高等学校(普通科[ことばと情報]コース)・葛西南高等学校(普通科)

・第四商業高等学校(ビジネス科)・都立多摩高等学校(普通科)・野津田高等学校(普通科/福祉科/体育科)・都立深沢高等学校(普通科)

・府中工業高等学校(電気科)・六郷工科高等学校(オートモビル工学科)・成女高等学校(普通科)・日本音楽高等学校(普通科/音楽科)

・日本女子体育大学附属二階堂高等学校(普通科総合進学コース/普通科保険福祉コース/普通科体育コース)

・武蔵野高等学校(普通科進学ステージ)・目黒学院高等学校(普通科体育コース)

40

・品川エトワール女子高等学校(普通科キャリアデザインコース)・大東学園高等学校(普通科普通コース/普通科福祉コース)・青井高等学校(普通科)

・秋留台高等学校(普通科[エンカレッジ])・大山高等学校(普通科)・葛西工業高等学校(電子科/機械科/建築科/デュアルシステム科)・大森高等学校(普通科)

・北豊島工業高等学校(総合技術科)・都立橘高等学校(産業科)・田無工業高等学校(機械科/建築科/都市工学科)・日本体育大学桜華高等学校(普通科)

・多摩工業高等学校(電気科/機械科/環境化学科/デュアルシステム科)・瑞穂農芸高等学校(園芸科学科)・六郷工科高等学校(プロダクト工学科)

39

・中央学院大学中央高等学校(商業科)・足立東高等学校(普通科[エンカレッジ])・杉並工業高等学校(機械科/電子科/理工環境科)・大森学園高等学校(工業系)

・練馬工業高等学校(キャリア技術科)・六郷工科高等学校(デュアルシステム科)・堀越高等学校(普通科進学･進路選択コース)

・都立一橋高等学校(普通科[単位制])・安部学院高等学校(商業科)・鶴川高等学校(普通科)

38

・自由ヶ丘学園高等学校(普通科総合進学Fコース)・足立工業高等学校(総合技術科)・立志舎高等学校(普通科)

・荒川工業高等学校(電気科/電子科/情報技術科)・蒲田高等学校(普通科[エンカレッジ])

・堀越高等学校(普通科トレイトコース/普通科体育コース)・科学技術学園高等学校(普通科総合コース)	・中野工業高等学校(キャリア技術科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高等学校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高等学校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。

※偏差値のデータは、調査の方法や学校の対策で数値に違いが出る場合があります。1つの目安として参考にご覧下さい。



徳島県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

72 ・徳島市立高等学校(理数科)

69 ・城東高等学校(普通科[学区外受験])

68 ・徳島北高等学校(国際英語科)・徳島文理高等学校(普通科)

64 ・城東高等学校(普通科)・城南高等学校(応用理数科/普通科[学区外受験])

63 ・富岡東高等学校(普通科)

62 ・阿南工業高等専門学校(創造技術工学科)・池田高等学校(探究科)・徳島北高等学校(普通科[学区外受験])

61 ・脇町高等学校(普通科)・城ノ内高等学校(普通科)・富岡西高等学校(理数科)

60 ・徳島市立高等学校(普通科[学区外受験])

59 ・城南高等学校(普通科)・生光学園高等学校(普通科特別進学コース)

57 ・城北高等学校(普通科[学区外受験])・徳島北高等学校(普通科)

55 ・徳島市立高等学校(普通科)・城北高等学校(理数科学科)

54 ・阿波高等学校(普通科)

53 ・富岡東高等学校羽ノ浦校(看護科)

52 ・海部高等学校(数理科学科)・富岡西高等学校(普通科)

51 ・徳島科学技術高等学校(総合学科類/機械技術類/電気技術類/建設技術類)・城北高等学校(普通科)

50 ・池田高等学校(普通科)

49 ・鳴門高等学校(普通科)

47 ・つるぎ高等学校(電気科/機械科/建設科)

46 ・川島高等学校(普通科)・徳島商業高等学校(情報処理科/会計情報科/商業科)

45 ・富岡東高等学校(商業科)・名西高等学校(普通科)

43 ・池田高等学校辻校(普通科)・小松島高等学校(普通科)

42 ・海部高等学校(普通科)・阿波西高等学校(普通科)・徳島科学技術高等学校(海洋科学類/海洋技術類)

41
・板野高等学校(普通科)・つるぎ高等学校(商業科/地域ビジネス科)・鳴門渦潮高等学校(スポーツ科学科/総合学科)

・海部高等学校(情報ビジネス科)

40
・穴吹高等学校(普通科)・阿南光高等学校(産業創造科/機械科ロボットシステム科/電気情報システム科/都市環境システム科)

・吉野川高等学校(情報ビジネス科/食ビジネス科)・小松島西高等学校(商業科/食物科/生活文化科/福祉科)・城西高等学校(総合学科)

・名西高等学校(芸術科音楽コース/芸術科美術コース/芸術科書道コース)

39 ・吉野川高等学校(会計ビジネス科)・城西高等学校(生産技術科/植物活用科/食品科学科/アグリビジネス科)・那賀高等学校(普通科)

38 ・香蘭高等学校(普通科)・生光学園高等学校(普通科普通コース)

37 ・生光学園高等学校(普通科体育コース)・小松島西高等学校勝浦校(応用生産科)・池田高等学校三好校(環境資源科)

36
・吉野川高等学校(農業科学科/生物活用科)・城西高等学校 神山校(農業科)

・小松島西高等学校勝浦校(園芸福祉科)・池田高等学校三好校(食農科学科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高等学校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高等学校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。

※偏差値のデータは、調査の方法や学校の対策で数値に違いが出る場合があります。1つの目安として参考にご覧下さい。



栃木県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

72 ・宇都宮高等学校(普通科)

71 ・作新学院高等学校(トップ英進部SⅠコース)

70 ・宇都宮女子高等学校(普通科)

69
・宇都宮短大学附属高等学校(普通科特別選抜コース)・幸福の科学学園高等学校(普通科)

・佐野日本大学高等学校(普通科特進コースaクラス)・作新学院高等学校(トップ英進部SⅡコース)

68 ・國学院大學栃木高等学校(普通科特別選抜Ｓコース)

67 ・宇都宮東高等学校(普通科)・栃木高等学校(普通科)

66 ・石橋高等学校(普通科)

64 ・白鴎大学足利高等学校(普通科特別進学コース)・文星芸術大学附属高等学校(英進科Ⅰ類)

63 ・栃木女子高等学校(普通科)

62 ・佐野日本大学高等学校（普通科特進コースＳＳクラス）・小山工業高等専門学校(電気電子創造工学科/機械工学科/建築学科/物質工学科)

61
・佐野日本大学高等学校(普通科特進コース)・宇都宮中央女子高等学校(普通科)

・作新学院高等学校(英進部英進選抜クラス)・大田原高等学校(普通科) ・宇都宮短期大学附属高等学校(普通科特進コース)

60 ・文星芸術大学高等学校(英進科Ⅱ類)・鹿沼高等学校(普通科)

59
・國学院大學栃木高等学校(普通科特別選抜コース)・小山高等学校(普通科)・矢板東高等学校(普通科)　

・宇都宮文星女子高等学校(秀英特進科秀英特進コース)

58 ・宇都宮北高等学校(普通科)・真岡高等学校(普通科)

57
・宇都宮中央女子高等学校(総合家庭科)・小山高等学校(数理科学科)・足利高等学校(普通科)・足利女子高等学校(普通科) 

・宇都宮文星女子高等学校(秀英特進科英語留学コース)

56 ・佐野高等学校(普通科)

55
・足利大学附属高等学校(普通科特進コース)・作新学院高校(英進部英進クラス)

・佐野日本大学高等学校(普通科ｽｰﾊﾟｰ進学コース)・大田原女子高等学校(普通科)

54
・黒磯高等学校(普通科)・足利短期大学附属高等学校(普通科特進コース)・宇都宮商業高校(情報処理科)・宇都宮南高等学校(普通科)

・栃木翔南高等学校(普通科)・真岡女子高等学校(普通科) ・白鴎大足利高等学校（普通科進学コース)

53 ・矢板中央高等学校(普通科特進コース)

52
・鹿沼東高等学校(普通科)・小山西高等学校(普通科) ・宇都宮商業高等学校(商業科)

・宇都宮短期大学附属高等学校(普通科進学コース)・國学院大學栃木高等学校(普通科選抜コース)

51 ・國学院大學栃木高等学校(普通科グローバルコース)・佐野東高等学校(普通科)

50 ・佐野日本大学高等学校(普通科進学コース)・さくら清修高等学校(総合学科)・那須拓陽高等学校(普通科)

49
・文星芸術大学附属高等学校(普通科進学コース)・宇都宮海星女子学院高等学校(普通科)・作新学院高校(総合進学部特別進学コース)

・今市高等学校(総合学科)・宇都宮清陵高等学校(普通科)・茂木高等学校(総合学科)

・宇都宮工業高等学校(建築デザイン系/環境建設システム系/電気情報システム系/機械システム系/)

48 ・栃木商業高等学校(商業科)・宇都宮白楊高等学校(流通経済科)・佐野松桜高等学校(商業科) ・烏山高等学校(普通科)

47 ・宇都宮白楊高等学校（情報技術科)・佐野松桜高等学校(情報制御科)・栃木商業高等学校(情報処理科)・小山城南高等学校(総合学科)

46
・宇都宮白楊高等学校(生物工学科/農業工学科/農業経営科/食品科学科/服飾デザイン科)・黒磯南高等学校(総合学科)

・國學院大學栃木高等学校(普通科文理コース)・宇都宮短期大学附属高等学校(音楽科)

45
・白鴎大学足利高等学校(普通科文理進学コース)・栃木工業高等学校(電気科/機械科/情報技術科)・壬生高等学校(普通科)

・宇都宮文星女子高等学校(秀英特進科美術デザインコース)・足利清風高等学校(普通科) ・足利大学附属高等学校(普通科フロンティアコース）

・宇都宮短期大学附属高等学校(普通科応用文理コース/生活教養科)

44
・宇都宮短期大学附属高等学校(調理科)・上三川高等学校(普通科)・高根沢高等学校(商業科) ・那須清峰高等学校(商業科)

・那須拓陽高校(農業経営科/生物工学科/食品化学科/食物文化科)

43
・那須清峰高等学校(電気情報科/機械制御科/機械科/建設工学科)・足利短期大学附属高等学校(普通科福祉教養コース)

・宇都宮短期大学附属高等学校(情報商業科)・小山北桜高等学校(総合ビジネス科)・佐野松桜高等学校(家政科)・益子芳星高等学校(普通科)

・宇都宮文星女子高等学校(総合ビジネス科ITマスター)

42
・足利工業高等学校(電気システム科/機械科/産業デザイン科)・足利短期大学附属高等学校(普通科進学コース) ・足利南高等学校(総合学科)

・宇都宮文星女子高等学校(普通科)・小山南高等学校(普通科)・真岡工業高等学校(機械科/生産機械科/電子科/建設科)

・文星芸術大学附属高等学校(普通科美術デザインコース)

41

・矢板高等学校(介護福祉科/栄養食物科)・足利大学附属高等学校(情報処理科)・佐野清澄高等学校(普通科)・佐野松桜高等学校(介護福祉科)

・足利清風高等学校(情報処理科)・小山北桜高等学校(建築システム科/生活文化科)・真岡北陵高等学校（総合ビジネス科/介護福祉科)

・文星芸術大学附属高等学校(普通科総合コース)・高根沢高等学校（普通科）・作新学院高等学校(総合進学部進学コース)

・宇都宮文星女子高等学校(総合ビズネス科フィナンシャル) 

40
・小山北桜高等学校(食物環境科)・矢板高等学校(農業経営科)・白鴎大学足利高等学校(普通科普通コース) ・足利清風高等学校(商業科)

・足利大学附属高等学校(工業科/自動車科)・鹿沼商工高等学校(情報科学科/商業科)・文星芸術大学付属高等学校(総合ビジネス科)

・矢板中央高等学校(普通科普通コース)・作新学院高等学校(情報科学部商業システム科/情報科学部電気・電子システム科)

39
・佐野清澄高等学校(生活デザイン科/食物調理科)・青藍泰斗高等学校(総合ビジネス科/総合生活科/普通科)

・那須高等学校(リゾート観光科)・鹿沼南高等学校(普通科)・真岡北陵高等学校(生物生産科/農業機械科/食品科学科) 

38 ・今市工業高等学校(電気科/機械科/建設工学科)・矢板高等学校(機械科/電子科)・矢板中央高等学校(スポーツ科)

37
・小山南高等学校(スポーツ科)・日光明峰高等学校(普通科)・那須高等学校(普通科) ・黒羽高等学校(普通科) ・馬頭高等学校(普通科/水産科)

・栃木農業高等学校(植物科学科/動物科学科/食品科学科/環境デザイン科)・鹿沼南高等学校(ライフデザイン科/環境緑地科/食料生産科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



鳥取県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

69 ・米子東高等学校(普通科生命科学コース)

66 ・米子東高等学校(普通科普通コース)

64 ・米子北斗高等学校(普通科)

63 ・鳥取西高等学校(普通科)

62 ・米子永島学園米子松蔭高等学校(普通科特別進学ａコース)・青翔開智高等学校(普通科)

61 ・鳥取城北高等学校(普通科志学コース)

59 ・倉吉東高等学校(普通科)・鳥取東高等学校(理数科/普通科)・米子北高等学校(普通科特別進学コース)

58 ・米子工業高等専門学校(機械工学科/電気情報工学科/電子制御工学科/物質工学科/建築学科)

56 ・米子西高等学校(普通科)

55 ・松柏学院倉吉北高等学校(普通科特別進学コース)・米子永島学園米子松蔭高等学校(普通科特別進学ℬコース)

54 ・鳥取家政学園鳥取敬愛高等学校(普通科特別進学コース[選抜特進])

53
・鳥取家政学園鳥取敬愛高等学校(普通科特別進学コース[特進])・倉吉西高等学校(普通科)

・八頭高等学校(普通科)・湯梨浜高等学校(普通科特別進学コース)

52 ・鳥取商業高等学校(商業科)

50 ・境高等学校(普通科)・鳥取学園鳥取城北高等学校(普通科進学コース)

49 ・米子北高等学校(普通科進学コース/看護科)

48
・米子工業高等学校(機械科/電気科/情報電子科/環境エネルギー科/都市環境科建築コース/都市環境科土木コース)

・米子永島学園米子松蔭高等学校(普通科進学コース)

47 ・米子南高等学校(生活文化科環境文化コース)

46
・鳥取湖陵高等学校(人間環境科/緑地デザイン科/食品システム科)・鳥取中央育英高等学校(普通科普通コース)

・米子南高等学校(生活文化科調理コース)

45
・鳥取工業高等学校(機械科/制御科･情報科/電気科/建設工学科)・鳥取湖陵高等学校(電子機械科/情報科学科)

・米子南高等学校(ビジネス情報科)・鳥取家政学園鳥取敬愛高等学校(普通科総合進学コース[進学])

44 ・倉吉総合産業高等学校(ビジネス科)・米子永島学園米子松蔭高等学校(普通科総合選択コース)

43 ・倉吉総合産業高等学校(機械科/電気科)・鳥取学園鳥取城北高等学校(普通科普通コース)

42 ・境港総合技術高等学校(海洋科/食品･ビジネス科/機械科/電気電子科/福祉科)・米子高等学校(総合学科)・米子北高等学校(普通科普通コース)

41
・松柏学院倉吉北高等学校(普通科健康スポーツコース/普通科総合コース/調理科)

・鳥取学園鳥取城北高等学校(商業科総合情報ビジネスコース)

40 ・鳥取家政学園鳥取敬愛高等学校(生活教養科)・鳥取城北高等学校(普通科体育コース)・鳥取中央育英高等学校(普通科体育コース)

39 ・岩美高等学校(普通科)・智頭農林高等学校(ふるさと創造･森林科学･生活環境科)・日野高等学校(総合学科)・青谷高等学校(総合学科)

37 ・倉吉農業高等学校(食品科/生物科/環境科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



富山県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

71 ・富山中部高等学校(探究科学科)

69 ・富山高等学校(探究科学科)・富山中部高等学校(普通科)

68 ・高岡高等学校(普通科/探究科学科)・富山高等学校(普通科)

66 ・砺波高等学校(普通科)

65 ・魚津高等学校(普通科)・富山東高等学校(普通科)

64 ・高岡南高等学校(普通科)・富山東高等学校(普通科自然科学コース)・富山高等専門学校射水キャンパス(国際ビジネス学科)

61 ・呉羽高等学校(普通科) ・富山高等専門学校射水キャンパス(電子情報工学科)

60
・富山高等専門学校本郷キャンパス(電気制御システム工学科/機械システム工学科/物質化学工学科)

・福岡高等学校(普通科)

59 ・富山南高等学校(普通科)

57 ・桜井高等学校(普通科)・南砺福野高等学校(普通科)

56 ・滑川高等学校(普通科)

55
・呉羽高等学校(普通科音楽コース)・大門高等学校(普通科)・富山いずみ高等学校(総合学科/看護科)

・水橋高等学校(普通科)・高岡第一高等学校(普通科S特別進学コース)・富山第一高等学校(普通科S特別進学コース)

54 ・新湊高等学校(普通科)・高岡西高等学校(普通科)・八尾高等学校(普通科)・富山高等専門学校射水キャンパス(商船学科)

53 ・高岡第一高等学校(普通科特別進学コース)・南砺福光高等学校(普通科)・氷見高等学校(普通科)・富山第一高等学校(普通科特別進学コース)

52 ・富山北部高等学校(普通科)

51
・高岡向陵高等学校(普通科特別進学コース)・石動高等学校(普通科)・小杉高等学校(総合学科)・富山国際大学付属高等学校(普通科特進コース)

・南砺福光高等学校(国際科)・高岡龍谷高等学校(普通科特進コースⅠ類)

50 ・入善高校(普通科)

49
・富山工業高等学校(電気工学科/機械工学科/電子機械工学科/金属工学科/建築工学科/土木工学科)

・滑川高等学校(薬業科/商業科)・水橋高等学校(普通科体育コース)・富山国際大学付属高等学校(普通科国際英語コース)

48
・雄山高等学校(普通科)・桜井高等学校(土木科/生活環境科)・泊高等学校(普通科)・富山北部高等学校(情報デザイン科)

・高岡工芸高等学校(電気科/機械科/電子機械科/建築科/デザイン･絵画科/工芸科/土木環境科)

・伏木高等学校(国際交流科)・氷見高等学校(農業科学科/海洋科学科/生活福祉科)

47 ・高岡龍谷高等学校(普通科特進コースⅡ類)・新湊高等学校(商業科)・富山北部高等学校(くすり･バイオ科)・氷見高等学校(ビジネス科)

46
・石動高等学校(商業科)・荒井学園新川高等学校(普通科特別進学コース)

・高岡商業高等学校(流通経済科/国際経済科/会計科/情報処理科)・富山商業高等学校(流通経済科/国際経済科/会計科/情報処理科) 

43 ・魚津工業高等学校(電気科/情報環境科)・富山西高等学校(普通科)・南砺平高等学校(普通科)・雄峰高等学校(普通科/情報ビジネス科)

42
・高岡向陵高等学校(普通科進学コース)・魚津工業高等学校(機械科) ・雄山高等学校(生活文化科)・上市高等学校(総合学科)

・砺波工業高等学校(電気科/電子科/機械科)・富山国際大学付属高等学校(普通科フロンティアコース)・富山第一高等学校(普通科総合コース)

41 ・南砺福野高等学校(農業環境科)・富山第一高等学校(普通科美術コース)・不二越工業高等学校(情報機械科)

40
・高岡龍谷高等学校(普通科総合コース)・南砺福野高等学校(福祉科)・入善高等学校(農業科)

・龍谷富山高等学校 (普通科)・雄峰高等学校(生活文化科)

39 ・荒井学園新川高等学校(普通科普通コース)・高岡龍谷高等学校(調理科)

38 ・高岡第一高等学校(普通科普通総合コース)・滑川高等学校(海洋科)

37 ・高朋高等学校(普通科)・高岡向陵高等学校(普通科総合コース)・中央農業高等学校(農業系全科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



長崎県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

76 ・青雲高等学校(普通科)

72 ・長崎西高等学校(普通科理科系)

69 ・長崎北陽台高等学校(理数科)

68 ・長崎西高等学校(普通科)

66 ・佐世保工業高等専門学校(機械工学科/電気電子工学科/電子制御工学科/物質工学科)・長崎北陽台高等学校(普通科)

64 ・長崎東高等学校(普通科･国際科)

63 ・諌早高等学校(普通科)・島原高等学校(理数科)

62 ・大村高等学校(理数探究科)・長崎北高等学校(普通科)・佐世保北高等学校(普通科)

61 ・長崎南山高等学校(普通科特進コース)・海星高等学校(普通科ステラ･マリスコース)・長崎日本大学高等学校(普通科アカデミーコースⅠ類)

60 ・聖和女子学院高等学校(普通科国公立コース)

58 ・純心女子高等学校(普通科Ⅰ類)・佐世保西高等学校(普通科)・長崎南高等学校(普通科)・活水高等学校(英語科)

56 ・西海学園高等学校(普通科特別進学コース)・佐世保南高等学校(普通科)

55
・活水高等学校(普通科特別進学コース)・鎮西学院高等学校(普通科国公立進学コース)・西陵高等学校(普通科) ・大村高等学校(普通科)

・長崎工業高等学校(機械科/機械システム科/電気科/工業化学科/建築科/インテリア科/電子工学科/情報技術科)

・長崎市立長崎商業高等学校(情報国際ビジネス科)

54 ・猶興高等学校(理数科)・長崎南山高等学校(普通科国公立進学コース)

53 ・純心女子高等学校(普通科Ⅱ類)・島原高等学校(普通科)・長崎日本大学高等学校(普通科アカデミーコースⅡ類)

52 ・聖和女子学院高等学校(英語科)・佐世保工業高等学校(機械科/電子機械科/電気科/電子工学科/建築科/土木科)

51 ・諌早商業高等学校(国際コミュニケーション科)

50
・聖和女子学院高等学校(普通科総合コース)・佐世保商業高等学校(国際コミュニケーション科)

・海星高等学校(普通科国公立進学コース)・鎮西学院高等学校(普通科グローバルイングリッシュコース)

49
・九州文化学園高等学校(衛生看護科)・諌早商業高等学校(商業科/情報科) ・純心女子高等学校(普通科Ⅲ類)

・大村工業高等学校(機械科/機械システム科/電気科/電子工学科/建築科/建設工業科/化学工学科)

・佐世保商業高等学校(会計ビジネス科/情報マーケティング科)・猶興館高等学校(普通科)

48
・精道三川台高等学校(普通科)・五島高等学校(普通科)・島原商業高等学校(商業科/情報処理科)

・長崎日本大学高等学校(普通科プログレスコース)・長崎南山高等学校(普通科総合進学コース)

47
・活水高等学校(普通科音楽コース)・九州文化学園高等学校(普通科文系進学コース/普通科理系進学コース)

・長崎玉成高等学校(衛生看護科)・大村高等学校(家政科)・川棚高等学校(普通科)

・口加高等学校(普通科/普通科グローカルコース/福祉科)・長崎明誠高等学校(総合学科)

46
・活水高等学校(普通科総合進学コース)・向陽高等学校(看護科)

・鎮西学院高等学校(普通科一般進学コース/普通科公務員コース)・五島高等学校(普通科スポーツコース) ・島原商業高等学校(家政科)

45
・西海学園高等学校(普通科普通コース)・島原工業高等学校(機械システム科/電気電子科/建築技術科)

・長崎日本大学高等学校(デザイン美術科)

44
・西海学園高等学校(情報ビジネス科)・五島海陽高等学校(総合学科) ・対馬高等学校(国際文化交流学科)

・清峰高等学校(総合学科)・諌早東高等学校(普通科)

43
・九州文化学園高等学校(普通科キャリアデザインコース)・五島高等学校(衛生看護科)・対馬高等学校(普通科)

・波佐見高等学校(商業科)・松浦高等学校(普通科/商業科)・海星高等学校(普通科フロンティアコース)

42

・九州文化学園高等学校(食物調理科/保育福祉科保育コース/保育福祉科福祉コース)・創成館高等学校(普通科特別進学コース)

・諌早農業高等学校(農業科学科/動物科学科/環境創造科/農業土木科/バイオ園芸科/食品科学科/生活科学科)・大村城南高等学校(総合学科)

・川棚高等学校(生活総合科)・佐世保東翔高等学校(総合学科)・鹿町工業高等学校(機械科/電気科/電子工学科/土木技術科)

・長崎女子商業高等学校(トータルビジネス科) ・壱岐高等学校(普通科)

41
・向陽高等学校(福祉科/パティシエ工科/保育科/調理科/美容科)・鎮西学院高等学校(商業科)・国見高等学校(普通科)

・長崎鶴洋高等学校(水産科/総合学科)・波佐見高等学校(美術･工芸科)・長崎女子高等学校(普通科普通コース)

40
・向陽高等学校(エステティック科)・小浜高等学校(総合ビジネス科)・波佐見高等学校(普通科)

・平戸高等学校(総合学科)・長崎総合科学大学附属高等学校(普通科)

39
・瓊浦高等学校(普通科/情報ビジネス科/機械科)・島原中央高等学校(普通科)・創成館高等学校(デザイン科)・対馬高等学校(商業科)

・壱岐商業高等学校(商業科/情報処理科)・大崎高等学校(普通科)・五島南高等学校(普通科)

・島原農業高等学校(農業科学科/食品科学科/生活福祉科)・西彼農業高等学校(施設園芸科/食品流通科/生活科学科)

38

・佐世保実業高等学校(普通科)・聖母の騎士高等学校(普通科)・創成館高等学校(普通科情報ライセンスコース/普通科普通コース)

・小浜高等学校(普通科)・島原翔南高等学校(総合学科)・豊玉高等学校(普通科)・西彼高等学校(普通科)

・久田学園佐世保女子高等学校(普通科)・長崎玉城高等学校(普通科共育コース/普通科医療系進学コース)

・北松農業高等学校(生物生産科/食品流通科/生活科学科)

37
・佐世保実業高等学校(総合ビジネス科/機械科/自動車工学科)・長崎玉成高等学校(生活技術科/医療福祉科)

・壱岐高等学校(普通科東アジア歴史･中国語コ－ス)・宇久高等学校(普通科)・上五島高等学校(普通科)・北松西高等学校(普通科)

・中五島高等学校(普通科)・奈留高等学校(普通科)

36 ・上五島高等学校(電気情報科)・上対馬高等学校(普通科)・中五島高等学校(商業科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



長野県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

70 ・長野高等学校(普通科)

69 ・松本深志高等学校(普通科)

68 ・屋代高等学校(理数科)

67 ・伊那北高等学校(理数科)

66 ・佐久長聖高等学校(普通科Ⅰ類)・屋代高等学校(普通科)・長野日本大学高等学校(普通科)

65
・飯田高等学校(理数科)・上田高等学校(普通科)・野沢北高等学校(理数科)

・長野工業高等専門学校(機械工学科/電気電子工学科/電子制御工学科/電子情報工学科/環境都市工学科)

64 ・諏訪清陵高等学校(普通科)・松本県ヶ丘高等学校(普通科)

63 ・松本県ヶ丘高等学校(探究科[自然探究･国際探究])

62 ・伊那北高等学校(普通科)・長野西高等学校(国際教養科)

61
・飯田高等学校(普通科)・飯山高等学校(探究科[自然科学･人文科学])・須坂高等学校(普通科)・野沢北高等学校(普通科)

・松本蟻ケ崎高等学校(普通科)・松商学園高等学校(普通科特別進学コース)・文化学園長野高等学校(普通科特別進学選抜コース)

60 ・大町岳陽高等学校(理数科)・長野吉田高等学校(普通科)・長野清泉女学院高等学校(普通科特進コース) 

59 ・佐久長聖高等学校(普通科Ⅱ類)・東海大学附属諏訪高等学校(理数科)・松本第一高等学校(普通科SS特別選抜コース)

58 ・上田染谷丘高等学校(普通科)

57 ・岩村田高等学校(普通科)・諏訪二葉高等学校(普通科)・松本美須々ヶ丘高等学校(普通科)・上田染谷高等学校(国際教養科)

56 ・上田西高等学校(普通科特進コース)・長野西高等学校(普通科)・松商学園高等学校(普通科選抜進学コース)

55 ・飯田風越高等学校(国際教養科)・伊那弥生ヶ丘高等学校(普通科)・文化学園長野高等学校(普通科特別進学コース)・大町岳陽高等学校(普通科)

54 ・松商学園高等学校(普通科文理進学コース)

53 ・岡谷南高等学校(普通科)・木曽青峰高等学校(理数科)・篠ノ井高等学校(普通科)・豊科高等学校(普通科)

52 ・東京都市大学塩尻高等学校(特別選抜類型探究コース)・上田東高等学校(普通科)・長野清泉女学院高等学校(普通科進学コース)

51 ・飯田風越高等学校(普通科)・長野市立長野高等学校(総合学科[単位制])・松商学園高等学校(普通科総合進学コース)

50
・赤穂高等学校(普通科)・飯山高等学校(普通科)・木曽青峰高等学校(普通科)・長野東高等学校(普通科)・松本工業高等学校(電気科/電子工業科)

・文化学園長野高等学校(普通科進学コース)・東京都市大学塩尻高等学校(特別選抜類型国公立難関私大コース)

49
・東海大学附属諏訪高等学校(普通科)・塩尻志学館高等学校(総合学科)

・長野商業高等学校(商業科･会計科)・中野西高等学校(普通科)・松本工業高等学校(機械科)

48 ・飯田OIDE長姫高等学校(商業科)・長野工業高等学校(機械工学科/情報工学科/建築学科/電気電子工学科)

47
・上田西高等学校(普通科進学コース)・上田千曲高等学校(機械科/電子機械科/電気科/建築科/商業科/生活福祉科/食物栄養科)

・田川高等学校(普通科)・長野南高等学校(普通科)・野沢南高等学校(普通科)・松商学園高等学校(商業科)

・松本第一高等学校(普通科文理選抜コース)

46
・飯田女子高等学校(普通科進学コース)・赤穂高等学校(商業科)・下諏訪向陽高等学校(普通科)・小諸高等学校(普通科/音楽科)

・飯田OIDE長姫高等学校(電子機械工学科/電気電子工学科/社会基盤工学科/建築学科)・長野工業高等学校(物質化学科/土木工学科)

・佐久平総合技術高等学校浅間キャンパス(電気情報科)

45
・飯田OIDE長姫高等学校(機械工学科)・穂高商業高等学校(商業科･情報マネジメント科)

・佐久平総合技術高等学校浅間キャンパス(機械システム科)

44
・下伊那農業高等学校(アグリサービス科/農業機械科/園芸クリエイト科/食品化学科)

・小諸商業高等学校(商業科/会計システム科)

43 ・飯山高等学校(スポーツ科学科)・岡谷工業高等学校(機械科/情報技術科)・須坂東高等学校(普通科)・丸子修学館高等学校(総合学科)

42
・東京都市大学塩尻高等学校(文理進学類型特別進学コース/文理進学類型特別進学スポーツコース)・伊那西高等学校(普通科進学コース)

・岡谷工業高等学校(電気科/環境化学科/電子機械科)・岡谷東高等学校(普通科)・須坂創成高等学校須園キャンパス(創造工学科/商業科)

・諏訪実業高等学校(商業科･会計情報科)・松代高等学校(普通科)・南安曇農業高等学校(グリーンサイエンス科/環境クリエイト科/生物工学科)

41
・佐久平総合技術高等学校臼田キャンパス(創造実践科)・小海高等学校(普通科)・松代高等学校(商業科)

・上伊那農業高等学校(生物生産科/アグリデザイン科/生命探究科/コミュニティデザイン科)・松本第一高等学校(普通科学術探究コース)

40 ・中野立志舘高等学校(総合学科)・屋代南高等学校(普通科)・長野俊英高等学校(普通科大進クラス)・松本国際高等学校(普通科特進コース)

39

・梓川高等学校(普通科)・阿智高等学校(普通科)・下高井農林高等学校(農業科全科)・軽井沢高等学校(普通科)

・佐久平総合技術高等学校浅間キャンパス(農業科[栽培システム･生物サイエンス･食品サービス])

・駒ヶ根工業高等学校(工業科)・辰野高等学校(普通科/商業科)・屋代南高等学校(ライフデザイン科)

・須坂創成高等学校須園キャンパス(農業科全科)

38

・明科高等学校(普通科)・高遠高等学校(普通科)・更級農業高等学校(農業科全科)・木曽青峰高等学校(森林環境科)

・蓼科高等学校(普通科)・白馬高等学校(普通科/国際観光科)・富士見高等学校(普通科)・松川高等学校(普通科)

・松本筑摩高等学校[通信制](普通科[多部制単位制])・長野女子高等学校(普通科)・松本第一高等学校(普通科スポーツサイエンスコース/食物科)

・東京都市大塩尻高等学校(文理進学類型総合進学コース/文理進学類型総合進学スポーツコース)

37
・飯田女子高等学校(普通科総合コース)・阿南高等学校(普通科)・池田工業高等学校(工業科全科)・木曽青峰高等学校(インテリア科)

・坂城高等学校(普通科)・諏訪実業高等学校(服飾科)・蘇南高等学校(総合学科)・茅野高等学校(普通科)・富士見高等学校(園芸科)

・東御清翔高等学校(普通科[多部制単位制])・松本国際高等学校(環境福祉科/マンガ･アニメ科/Webクリエイター科)・北部高等学校(普通科)

36
・篠ノ井高等学校犀峡校(普通科)・長野俊英高等学校(普通科普通クラス)・伊那西高等学校(普通科普通コース)

・エクセラン高等学校(普通科/美術科/福祉科)・長野西高等学校中条校(普通科)・松本国際高等学校(普通科一般コース)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



奈良県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

78 ・東大寺学園高等学校(普通科)

76 ・西大和学園高等学校(普通科東大･京大･国公医コース)

73 ・帝塚山高等学校(普通科男子英数コース/普通科女子英数コース)

72 ・奈良高等学校(普通科)・西大和学園高等学校(東大･京大･国公医コース帰国生入試)

71 ・奈良学園高等学校(普通科理数コース)

69 ・畝傍高等学校(普通科)

68 ・郡山高等学校(普通科)

67 ・奈良工業高等専門学校(機械工学科/電気工学科/電子制御工学科/情報工学科/物質科学工学科)・帝塚山高等学校(普通科女子特進コース)

64 ・智辯学園高等学校(普通科英数コース)・育英西高等学校(普通科立命館コース)・奈良市立一条高等学校(理数科学科)

63 ・奈良市立一条高等学校(外国語科)

62 ・高田高等学校(普通科文型･理型コース)・奈良北高等学校(理数科)

61 ・奈良育英高等学校(普通科選抜コース)・奈良市立一条高等学校(人文科学科)

60 ・奈良北高等学校(普通科)

59 ・天理高等学校(普通科2類)・奈良市立一条高等学校(普通科)・橿原高等学校(普通科)

58 ・桜井高等学校(普通科英語コース) ・育英西高等学校(普通科特設コースⅠ類･Ⅱ類)

57 ・奈良育英高等学校(普通科国際理解Gコース)・生駒高等学校(普通科)

56 ・智辯学園高等学校(普通科普通コース)

55 ・奈良育英高等学校(普通科高大連携Sコース)・桜井高等学校(普通科一般コース)

53 ・桜井高等学校(普通科書芸コース)

52 ・奈良大学附属高等学校(普通科特進コース)

51
・橿原学院高等学校(普通科特進コース)・奈良育英高等学校(普通科総合進学コース)

・高円高等学校(美術科)・大和高田市立高田商業高等学校(商業科)

50 ・天理高等学校(普通科Ⅰ類)

49 ・関西中央高等学校(普通科特進コース)・香芝高等学校(普通科)・高円高等学校(デザイン科)

48 ・五條高等学校(普通科まなびの森コース)・高取国際高等学校(国際英語科)・法隆寺国際高等学校(歴史文化科/総合英語科)

47 ・高円高等学校(音楽科/普通科)・高取国際高等学校(普通科/国際コミュニケーション科)・法隆寺国際高等学校(普通科)

46 ・五條高等学校(商業科)・奈良朱雀高等学校(総合ビジネス科) ・奈良大学附属高等学校(普通科文理コース)

45 ・五條高等学校(普通科普通コース)・奈良朱雀高等学校(観光ビジネス科/情報ビジネス科)・奈良文化高等学校(衛生看護科)

44 ・橿原学院高等学校(普通科標準コース)・捧生昇陽高等学校(福祉科)

43
・王寺工業高等学校(機械工学科/電気工学科/情報電子工学科) ・奈良大学附属高等学校(普通科標準コース)

・奈良文化高等学校(普通科Ⅱ類特進コース)・奈良朱雀高等学校(機械工学科/情報工学科/建築工学科)

42
・橿原学院高等学校(美術科)・奈良女子高等学校(普通科特別進学コース)

・奈良情報商業高等学校(流通ビジネス科/会計ビジネス科/情報ビジネス科)

41 ・捧生昇陽高等学校(普通科人間探求コース)・西和清陵高等学校(普通科)

40 ・添上高等学校(スポーツサイエンス科)

39

・大淀高等学校(普通科看護･医療コース)・御所実業高等学校(機械工学科/都市工学科/薬品科学科/電気工学科)・添上高等学校(普通科)

・捧生昇陽高等学校(普通科総合選択コース)・二階堂高等学校(キャリアデザイン科)・大和広陵高等学校(生涯スポーツ科)

・磯城野高等学校(農業科学科食料生産コース/施設園芸科施設野菜コース/農業科学科動物活用コース/施設園芸科施設草花コース/

　 バイオ技術科生物未来コース/バイオ技術科食品科学コース/環境デザイン科造園緑化コース/環境デザイン科緑化デザインコース)

38
・関西中央高等学校(普通科進学コース)・天理高等学校(普通科3類)・御所実業高等学校(環境緑地科)

・山辺高等学校(普通科生活文化コース/生物科学科/普通科学びの開拓コース)・奈良女子高等学校(普通科総合進学コース)

・奈良文化高等学校(普通科Ⅱ類スポーツ特進コース)

37
・大宇陀高等学校(普通科ライフクリエイトコース)・大淀高等学校(普通科)・十津川高等学校(普通科工芸･美術コース)

・大和広陵高等学校(普通科)・奈良女子高等学校(普通科保育進学コース)・奈良文化高等学校(普通科Ⅰ類[総進･保育･福祉])

36 ・大宇陀高等学校(普通科)・十津川高等学校(普通科ふるさと共生コース)・吉野高等学校(土木工学科/建築工学科/森林科学科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



新潟県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

73 ・新潟高等学校(理数科)

71 ・新潟高等学校(普通科)

69 ・新潟南高等学校(普通科理数コース)

67 ・長岡高等学校(理数科)

66 ・高田高等学校(理数科)・新潟南高等学校(普通科)

64 ・新発田高等学校(理数科)・高田高等学校(普通科)・長岡高等学校(普通科)・新潟明訓高等学校(普通科)

63 ・三条高等学校(普通科)

62 ・開志国際高等学校(医学科進学コース)

61
・国際情報高等学校(国際文化科/情報科学科)

・新潟中央高等学校(普通科学究コース)・新発田高等学校(普通科)

60
・東京学館新潟高等学校(普通科特別進学コース)・新潟市立万代高等学校(英語理数科)

・長岡工業高等専門学校(機械工学科/電気電子システム工学科/物質工学科/環境都市工学科/電子制御工学科)

59 ・高田北城高等学校(普通科)・新潟江南高等学校(普通科)

58 ・巻高等学校(普通科)・長岡大手高等学校(普通科)・開志国際高等学校(普通科国際コース)・新津高等学校(普通科) 

57 ・柏崎高等学校(普通科)

56 ・長岡向陵高等学校(普通科)・新潟市立万代高等学校(普通科)・新潟第一高等学校(普通科)

55 ・三条東高等学校(普通科)・新潟中央高等学校(普通科)・新潟清心女子高等学校(普通科特進コース)・新発田南高等学校(普通科)

54 ・新潟商業高等学校(国際教養科)

53 ・高田北城高等学校(生活文化科)・新潟商業高等学校(総合ビジネス科/情報処理科)・北越高等学校(普通科インターナショナル特進)

52 ・中越高等学校(普通科特進コース)・佐渡高等学校(普通科)・新潟中央高等学校(食物科)・六日町高等学校(普通科)

51 ・帝京長岡高等学校(普通科特進コース)・新井高等学校(総合学科)

50
・加茂暁星高等学校(普通科探求コース)・加茂高等学校(普通科)・五泉高等学校(総合学科)・新発田商業高等学校(商業科/情報処理科)

・長岡大手高等学校(家政科)・長岡工業高等学校(工業科)・新潟中央高等学校(音楽科)・村上高等学校(普通科)

49 ・糸魚川高等学校(普通科)・小千谷高等学校(普通科)・柏崎常盤高等学校(普通科)

48
・高田商業高等学校(総合ビジネス科)・十日町高等学校(普通科)・長岡商業高等学校(総合ビジネス科/情報ビジネス科)

・長岡農業高等学校(農業科)・新潟西高等学校(普通科)

47
・東京学館新潟高等学校(普通科総合進学コース)・中越高等学校(普通科普通コース)・新発田南高等学校(工業科)

・上越総合技術高等学校(工業科)・新潟工業高等学校(機械科)・見附高等学校(普通科)

46
・新潟工業高等学校(電気科/建築科建築コース/建築科建築設備コース/土木科/工業化学科)

・新潟東高等学校(普通科)・北越高等学校(普通科スポーツコース)

45 ・新発田中央高等学校(普通科)・柏崎総合高等学校(総合学科)・高田農業高等学校(農業科)・北越高等学校(普通科普通コース)

44
・柏崎工業高等学校(工業科)・小出高等学校(普通科)・三条商業高等学校(総合ビジネス科)

・新発田農業高等学校(農業科)・村上桜が丘高等学校(総合学科)

43
・加茂暁星高等学校(看護科)・敬和学園高等学校(普通科)・開志国際高等学校(普通科アスリートコース)

・上越高等学校(普通科グローバル特進コース)

42
・関根学園高等学校(普通科進学コース)・帝京長岡高等学校(普通科普通コース)

・十日町総合高等学校(総合学科)・新津工業高等学校(工業マイスター科/生産工学科/ロボット工学科/日本建築科)

・糸魚川白嶺高等学校(総合学科)・新津南高等学校(普通科)・巻総合高等学校(総合学科)

41
・十日町高等学校松之山分校(普通科)・加茂暁星高等学校(普通科普通コース)・関根学園高等学校(普通科普通コース)

・有恒高等学校(普通科)・加茂農林高等学校(農業科)・佐渡総合高等学校(総合学科)・新潟県央工業高等学校(工業科)

・分水高等学校(普通科)・新潟青陵高等学校(普通科高大一貫コース)

40
・荒川高等学校(普通科[単位制])・出雲崎高等学校(普通科[単位制])・小千谷西高等学校(総合学科)・海洋高等学校(水産科)

・久比岐高等学校(普通科)・栃尾高等学校(総合学科)・新潟向陽高等学校(普通科)・吉田高等学校(普通科)・新潟産業大学附属高等学校(普通科)

・新潟青陵高等学校(普通科[普通･特進･国際チャレンジコース])・日本文理高等学校(普通科)

39 ・上越高等学校(普通科)・塩沢商工高等学校(商業科)・正徳館高等学校(普通科)・八海高等学校(普通科)・新潟北高等学校(普通科)

38 ・塩沢商工高等学校(機械システム科)・中条高等学校(普通科)

37 ・阿賀野高等学校(普通科)・阿賀黎明高等学校(普通科)・羽茂高等学校(普通科)

36 ・松代高等学校(普通科)・高田高等学校安塚分校(普通科)・白根高等学校(普通科)・豊栄高等学校(普通科)・村松高等学校(普通科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



兵庫県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

79 ・灘高等学校(普通科)

77 ・神戸高等学校(総合理学科)

74 ・姫路西高等学校(国際理学科)

73 ・白陵高等学校(普通科)・加古川東高等学校(理数科)・兵庫高等学校(創造科学科)

72 ・須磨学園高等学校(普通科Ⅲ類理数系)・宝塚北高等学校(グローバルサイエンス科)・長田高等学校(普通科)

71 ・須磨学園高等学校(普通科Ⅲ類英数系)・西宮市立西宮高等学校(グローバルサイエンス科)・神戸高等学校(普通科)

70 ・兵庫高等学校(普通科)

69 ・明石工業高等専門学校(機械工学科/電気情報工学科)・明石北高等学校(自然科学科)・小野高等学校(科学探究科)・姫路西高等学校(普通科)

68 ・西宮市立西宮高等学校(普通科)・西宮市立西宮東高等学校(普通科数理･科学コース)・加古川東高等学校(普通科)

67 ・明石工業高等専門学校(都市システム工学科/建築学科) ・御影高等学校(普通科総合人文コース)・姫路東高等学校(普通科)

66 ・須磨学園高等学校(普通科Ⅱ類)・西宮市立西宮東高等学校(普通科人文･社会科学コース)・龍野高等学校(総合自然科学科)

65
・関西学院高等部(普通科)・神戸市立工業高等専門学校(電気工学科/電子工学科/応用科学科)・雲雀丘学園高等学校(普通科選抜特進コース)

・滝川高等学校(普通科国際理数コース)・滝川第二高等学校(普通科スーパーフロンティアコース)・星陵高等学校(普通科)

64
・神戸市立工業高等専門学校(都市工学科)・小野高等学校(普通科)・尼崎稲園高等学校(普通科)・御影高等学校(普通科)

・神戸市立葺合高等学校(国際科)・姫路市立姫路高等学校(普通科探究科学コース)

63
・須磨学園高等学校(普通科Ⅰ類)・川西緑台高等学校(普通科総合理数コース)・宝塚北高等学校(普通科)・北摂三田高等学校(普通科)

・仁川学院高等学校(普通科アカデミアコース)・西宮市立西宮東高等学校(普通科普通コース)

62
・神戸市立工業高等専門学校(機械工学科)・啓明学院高等学校(普通科)・武庫川女子大学附属高等学校(創造サイエンスコース)

・姫路飾西高等学校(普通科サイエンス･サーベイコース)・姫路市立姫路高等学校(普通科)

61
・神戸市立葺合高等学校(普通科)・東洋大学附属姫路高等学校(普通科スーパー特進コース)・神戸龍谷高等学校(普通科特進グローバル理系コース)

・明石北高等学校(普通科)・加古川西高等学校(普通科)・三田学園高等学校(普通科文系コース)

・報徳学園高等学校(普通科選抜特進コース)・姫路飾西高等学校(普通科)・豊丘高等学校(理数科)

60

・神戸国際高等学校(国際文化科)・神戸龍谷高等学校(普通科特進文理Sコース/普通科特進グローバル文系コース)

・親和女子高等学校(普通科国際コース/普通科特進コース)・明石城西高等学校(普通科グローバル探求コース) ・明石西高等学校(国際人間科)

・淡路三原高等学校(普通科サイエンスコース)・柏原高等学校(普通科知の探究コース)・篠山鳳鳴高等学校(普通科総合学科コース) 

・須磨東高等学校(普通科)・西宮高等学校(普通科)・姫路飾西高等学校(普通科グローバルコミュニケーション) 

・三田祥雲館高等学校(普通科)・夢野台高等学校(普通科)・八鹿高等学校(普通科自然科学コース) 

59
・近畿大学附属豊岡高等学校(普通科文理特進コース)・賢明女子学院高等学校(普通科ソフィアコース)

・神戸学院大学附属高等学校(普通科特進サイエンス[理数]コース)・神戸野田高等学校(普通科特進Sコース)

・滝川第二高等学校(普通科クリエイティブフロンティアコース)・龍野高等学校(普通科)

58

・愛徳学園高等学校(普通科)・甲南高等学校(普通科アドバンストコース)・尼崎小田高等学校(サイエンスリサーチ科)

・神戸学院大学附属高等学校(普通科特進アカデミック[文理]コース)・川西緑台高等学校(普通科)・兵庫県立大学附属高等学校(総合科学科)

・神戸野田高等学校(普通科グローバル英語コース)・国際高等学校(国際科)・津名高等学校(普通科総合科学コース)

・姫路南高等学校(普通科)・東播磨高等学校(普通科)・相生高等学校(普通科自然科学コース)

57
・洲本高等学校(普通科)・賢明女子学院高等学校(普通科ルミエールコース)・姫路市立琴丘高等学校(国際文化科)・明石城西高等学校(普通科)

・仁川学院高等学校(普通科カルティベーションSコース)・須磨友が丘高等学校(総合学科)・芦屋高等学校(普通科)

・豊岡高等学校(普通科普通コース)・小野高等学校(ビジネス探究科)・滝川高等学校(普通科進学選抜コース)・鳴尾高等学校(国際文化情報学科)

56
・伊丹高等学校(普通科)・加古川北高等学校(普通科)・相生高等学校(普通科)・西脇高等学校(普通科)・夙川高等学校(普通科特進コース)

・報徳学園高等学校(普通科特進コース)・武庫川女子大学附属高等学校(普通科創造グローバルコース)・姫路工業高等学校(電子機械科)

・宝塚西高等学校(普通科国際教養コース)・鳴尾高等学校(普通科)・神戸鈴蘭台高等学校(普通科国際コミュニケーション)・伊川谷高等学校(普通科)

55
・神戸龍谷高等学校(普通科龍谷総合コース)・姫路市立琴丘高等学校(普通科)・神戸鈴蘭台高等学校(普通科)・西宮高等学校(音楽科)

・育英高等学校(普通科特別進学文系コース)・姫路商業高等学校(情報科学科)・松蔭高等学校(普通科)

54

・神戸市立六甲アイランド高等学校(普通科)・育英高等学校(普通科特別進学理系コース)・蒼開高等学校(普通科スーパー特進コース)

・尾崎小田高等学校(国際探究学科)・尾崎北高等学校(普通科)・伊丹北高等学校(総合学科)・宝塚西高等学校(普通科)

・福崎高等学校(普通科/普通科総合科学コース)・北条高等学校(普通科人間創造コース)・三木高等学校(普通科)

・姫路女学院高等学校(普通科特進コース)・伊丹市立伊丹高等学校(普通科グローバルコミュニケーションコース)

・市川高等学校(普通科特進コース)・夙川高等学校(普通科進学コース)・神戸学院大学附属高等学校(普通科特進グローバルコース)

53
・尼崎市立尼崎高等学校(普通科)・神戸山手女子高等学校(普通科選抜コース)・園田学園高等学校(普通科特別進学コース)

・東洋大学附属姫路高等学校(普通科特進コース)・明石高等学校(普通科/美術科)・舞子高等学校(普通科)・龍野北高等学校(看護科) 

・宝塚北高等学校(演劇科) ・神戸商業高等学校(情報科)・姫路工業高等学校(電気科)

52
・育英高等学校(普通科理系進学コース/普通科文系進学コース)・伊丹市立伊丹高等学校(普通科)・三木高等学校(国際総合科)

・仁川学院高等学校(普通科カルティベーションコース)・兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校(普通科特進アドバンスコース)・西宮北高等学校(普通科)

・姫路工業高等学校(機械科)・八鹿高等学校(普通科普通コース)・百合学院高等学校(普通科選抜特進コース)・神戸市立須磨翔風高等学校(総合学科)

51

・近畿大学附属豊岡高等学校(普通科進学探究コース)・神戸学院大学附属高等学校(普通科総合進学コース)

・神戸星城高等学校(商業科特進Sコース)・神戸常盤女子高等学校(普通科大学特進文系コース/普通科大学特進看護医療コース)

・神戸野田高等学校(普通科特進アドバンスコース)・明石西高等学校(普通科)・網干高等学校(普通科)

・神戸商業高等学校(会計科)・有馬高等学校(総合学科)・高砂南高等学校(普通科)・日高高等学校(看護科)

50
・甲子園学院高等学校(普通科国公立大学進学コース)・芦屋学園高等学校(国際文化科)・神戸市立科学技術高等学校(科学工学科)

・加古川南高等学校(総合学科)・香寺高等学校(総合学科)・兵庫県立農業高等学校(食品科学科)・神戸星城高等学校(商業科特進Aコース)

・舞子高等学校(環境防災科)・神戸山手女子高等学校(音楽科)・三田松聖高等学校(普通科特別進学コース)

49

・甲子園学院高等学校(普通科難関私立大学進学コース)・神戸弘陵学園高等学校(普通科特進文理コース)・柏原高等学校(普通科一般コース)

・神港学園神港高等学校(普通科特進コース)・滝川第二高等学校(普通科Cコース)・川西北陵高等学校(普通科)・神戸甲北高等学校(総合学科)

・太子高等学校(総合学科)・姫路商業高等学校(商業科)・蒼開高等学校(普通科グローバル特進コース)・姫路工業高等学校(デザイン科/工業化学科)

・姫路市立飾磨高等学校(普通科/普通科健康福祉コース)・北条高等学校(普通科)・兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校(普通科特進看護医療コース)

48

・神戸市立科学技術高等学校(機械工学科/都市工学科)・神戸野田高等学校(普通科進学総合コース)・尼崎市立尼崎高等学校(体育科)

・明石南高等学校(総合学科)・赤穂高等学校(普通科)・尼崎小田高等学校(普通科)・淡路三原高等学校(普通科)・神戸高塚高等学校(普通科)

・社高等学校(普通科)・兵庫県立農業高等学校(動物科学科)・兵庫工業高等学校(デザイン科/情報技術科)・龍野北高等学校(電気情報システム科)

・報徳学園高等学校(普通科進学コース)・百合学院高等学校(普通科特進コース) 

47

・芦屋学園高等学校(普通科特進コース)・育英高等学校(普通科総合進学コース)・甲子園学園高等学校(普通科看護系進学コース)

・神戸市立科学技術高等学校(電気情報工学科)・神戸常盤女子高等学校(普通科大学特進こども教育コース)・伊丹西高等学校(普通科) 

・日ノ本学園高王学校(普通科特進コース)・神戸商業高等学校(商業科)・篠山鳳鳴高等学校(普通科普通コース)・社高等学校(体育科)

・高塚高等学校(普通科)・津名高等学校(普通科)・西宮今津高等学校(総合学科)・兵庫県立農業高等学校(園芸科)・武庫荘総合高等学校(総合学科)

・姫路工業高等学校(溶接科)・兵庫工業高等学校(総合理化学科/機械工学科/電気工学科)・三田西陵高等学校(普通科)・龍野北高等学校(総合福祉科)

46

・有馬高等学校(人と自然科)・豊岡総合高等学校(総合学科)・西宮南高等学校(普通科)・西脇高等学校(生活情報科)

・兵庫県立農業高等学校(農業環境工学科/生物工学科)・兵庫工業高等学校(建築学科/都市環境工学科)・三木北高等学校(普通科)

・尼崎市立尼崎双星高等学校(普通科)・神戸市立神港橘高等学校(みらい商学科)・西脇工業高等学校(総合技術科)

・姫路女学院高等学校(商業科)・明石市立明石商業高等学校(国際会計科)・園田学園高等学校(普通科進学コース)

45

・甲子園学院高等学校(普通科生活デザインコース)・神戸国際大学附属高等学校(普通科文理特進コース)・尼崎高等学校(普通科教育と絆コース)

・神戸山手女子高等学校(普通科総合進学コース)・兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校(普通科介護福祉士コース)・明石清水高等学校(普通科)

・生野高等学校(普通科)・神崎高等学校(普通科)・社高等学校(生活科学科)・飾磨工業高等学校(電気情報工学科/エネルギー環境工学科)

・西脇工業高等学校(機械科)・松陽高等学校(普通科)・兵庫県立農業高等学校(農業科)・姫路別所高等学校(普通科)・三木東高等学校(総合学科)

・武庫荘総合高等学校(福祉探究科)・市川高等学校(普通科進学コース)・龍野北高等学校(環境建設工学科)・山崎高等学校(普通科)

44

・伊丹市立伊丹高等学校(商業科)・甲子園学院高等学校(普通科5年一貫幼児教育コース/普通科総合選択コース)

・神戸弘陵学園高等学校(普通科総合進学コース)・神戸星城高等学校(商業科特進Bコース)・蒼開高等学校(普通科アスリート進学コース)

・東洋大学附属姫路高等学校(普通科総合進学コース)・自由ヶ丘高等学校(普通科特進コース)・伊川谷高等学校(普通科)

・篠山産業高等学校(電気建設工学科)・飾磨工業高等学校(機械工学科)・松陽高等学校(商業科)・洲本実業高等学校(工業科)

・高砂高等学校(普通科)・東播工業高等学校(電気科/建築科)・西脇工業高等学校(電気科)・兵庫県立農業高等学校(造園科)

・播磨南高等学校(普通科)・姫路女学院高等学校(普通科教養科コース/普通科アスリートコース)・龍野高等学校(総合デザイン科)

43

・芦屋学園高等学校(普通科総合進学コース/普通科アスリートコース)・神戸村野工業高等学校(情報技術科)・日ノ本学園高等学校(普通科)

・園田学園高等学校(普通科総合コース)・東洋大学附属姫路高等学校(普通科体育コース)・相生産業高等学校(工業科)・尼崎高等学校(普通科)

・尼崎工業高等学校(機械科)・猪名川高等学校(普通科)・篠山産業高等学校(機械工学科)・松陽高等学校(生活文化科) 

・洲本実業高等学校(地域商業科)・兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校(普通科キャリア進学コース/普通科幼児教育コース)

・西脇工業高等学校(ロボット工学科)・浜坂高等学校(普通科)・東播工業高等学校(機械科/土木科)・東灘高等学校(普通科)

・尼崎市立尼崎双星高等学校(ものづくり機械科/電気情報科/商業科)・豊岡総合高等学校(電気応用工学科/環境建設工学科)

42

・神戸常盤女子高等学校(家庭科)・神戸村野工業高等学校(電気科)・明石市立明石商業高等学校(商業科)・神戸第一高等学校(情報処理コース)

・神港学園神港高等学校(普通科トップアスリートコース/普通科進学コース/普通科総合進学コース)・相生産業高等学校(商業科)

・尼崎工業高等学校(電気科/電子科/建築科)・出石高等学校(普通科)・小野工業高等学校(生活創造科/工業科)

・香住高等学校(普通科)・川西明峰高等学校(普通科)・西宮甲山高等学校(普通科)・日ノ本学園高等学校(普通科フリーアカデミーコース)

・播磨農業高等学校(畜産科)・日高高等学校(福祉科)・尼崎西高等学校(普通科)

41

・神戸国際大学附属高等学校(普通科アスリートコース)・神戸第一高等学校(保育･福祉コース)・神戸村野工業高等学校(機械電子科)

・上郡高等学校(普通科)・神戸北高等学校(普通科)・佐用高等学校(家政科)・宝塚東高等学校(普通科)・和田山高等学校(総合学科)

・播磨農業高等学校(農業経営科/園芸科)・神戸弘陵学園高等学校(普通科総合教育コース)・夢前高等学校(普通科)

・神戸星城高等学校(商業科キャリアコース)・神戸常盤女子高等学校(普通科総合コース)

40

・神戸弘陵学園高等学校(普通科体育特選コース)・神戸国際大学附属高等学校(普通科進学･キャリアコース)

・神戸第一高等学校(普通科スポーツコース/ファッションデザインコース/調理師コース)・神戸村野工業高等学校(機械科)

・淡路高等学校(総合学科)・香住高等学校(海洋科学科)・上郡高等学校(農業生産科/地域環境科)・篠山産業高等学校(農と食科/総合ビジネス科)

・三田松聖高等学校(普通科総合コース)・佐用高等学校(普通科)・山崎高等学校(生活創造科/森林環境科学科)

39
・神戸第一高等学校(普通科/パティシエ･ブーランジェコース)・自由ヶ丘高等学校(普通科進学コース)・佐用高等学校(農業科学科)

・氷上西高等学校(普通科)・篠山東雲高等学校(地域農業科)・多可高等学校(普通科) ・市川高等学校(普通科普通クラス)

・神戸村野高等学校(普通科)・千種高等学校普通科(普通科)・村岡高等学校(普通科)

38 ・家島高等学校(普通科)・伊和高等学校(普通科)・但馬農業高等学校(みのりと食科/総合畜産科)・吉川高等学校(普通科)

37 ・氷上高等学校(生産ビジネス科/食品ビジネス科)

36 ・自由ヶ丘高等学校(普通科総合コース)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



広島県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

75 ・広島大学附属福山高等学校（普通科）

74 ・広島大学附属高等学校（普通科)

70 ・修道高等学校（普通科)

69 ・如水館高等学校（普通科難関特進Ｓ類)・広島市立基町高等学校（普通科)

67
・近畿大学附属広島高等学校 東広島校（普通科ＡＤⅡコース)

・広島高等学校（普通科）

65
・広島市立舟入高等学校（普通科)

・広島新庄高等学校（普通科スーパー特進コース)

64
・呉工業高等専門学校（機械工学科／電気情報工学科／環境都市工学科／建築学科）

・尾道北高等学校（総合学科）・呉三津田高等学校（普通科)

・福山誠之館高等学校（総合学科）

63
・崇徳高等学校（普通科特別進学コース)・比治山女子高等学校（普通科特進コース)

・広島国泰寺高等学校（普通科／普通科理数コース) ・安古市高等学校（普通科) ・安田女子高等学校（普通科)

62
・尾道高等学校（普通科最難関コース)・近畿大学附属広島高等学校 福山校（普通科特別進学コース)

・広島城北高等学校（普通科)

・広島市立舟入高等学校（普通科国際コミュニケーション)

61
・近畿大学附属広島高等学校 東広島校（普通科ＡＤＩコース)

・海田高等学校（普通科)・広高等学校（普通科)

・福山暁の星女子高等学校（普通科)

60
・武田高等学校（普通科Ａｄｖａｃｅｄコース)

・広島市立基町高等学校（普通科創造表現コース)

59
・広島井口高等学校（普通科)・広島皆実高等学校（普通科)

・広島国際学院高等学校（普通科特進コース)

58
・清水ヶ丘高等学校（普通科特別進学コース)・如水館高等学校（普通科特進Ａ類)

・比治山女子高等学校（普通科英語コース)・祇園北高等学校（普通科／普通科理数コース)

・廿日市高等学校（普通科)・府中高等学校（普通科)

57

・広島文教大学附属高等学校（普通科Ａｄｖａｃｅｄコース)

・比治山女子高等学校（普通科普通コース）

・尾道東高等学校(普通科／普通科国際教養コース)

・呉宮原高等学校（普通科) ・呉青山高等学校（普通科)・呉港高等学校（普通科特進コース)

・大門高等学校（普通科理数コース)・広島観音高等学校（総合学科)

・広島皆実高等学校（衛生看護科）・広島新庄高等学校（普通科特進コース)

56

・広島修道大学附属ひろしま協創高等学校（普通科特別進学コース）・尾道高等学校（普通科難関コース)

・山陽女学園高等部（理数科理系特進コース／理数系文系特進コース／理数科Ｓ特進コース）

・広島国際学院高等学校（普通科進学Ｉコース) ・賀茂高等学校（普通科）

・盈進高等学校（普通科特別進学コース）

・広島新庄高等学校（普通科社会福祉コース探究コース）

55
・広陵高等学校（普通科Ｉ類）

・大門高等学校（普通科）・三原高等学校（普通科）

・広島市立沼田高等学校（普通科）・福山市立福山高等学校（普通科）

54
・呉市立呉高等学校（総合学科）・神辺旭高等学校（普通科）

・広島工業大学高等学校（普通科特別進学類型）

53

・広島文教大学附属高等学校（普通科教育者育成コース）

・広島商船高等専門学校（商船学科航海コース／商船学科機関コース／電子制御工学科／流通情報工学科）

・崇徳高等学校（普通科進学コース）・五日市高等学校（普通科）

・高陽高等学校（普通科）・広島市立美鈴が丘高等学校（普通科）

52
・武田高等学校（普通科グローバルスタディーズコース）

・安芸南高等学校（普通科）

・盈進高等学校（普通科進学コース）

51

・武田高等学校（普通科Ｂａｓｉｃコース）・三次高等学校（普通科）

・総合技術高等学校（電子機械科／情報技術科／環境設備科／人間福祉科／食デザイン科）

・広島山陽学園山陽高等学校（普通科特進フロンティアコース）

・英数学館高等学校（普通科ＩＢコース）・忠海高等学校（普通科）

50

・広島文教大学附属高等学校（普通科Ｂａｓｉｃ（基礎）コース）

・清水ヶ丘高等学校（看護科）

・瀬戸内高等学校（普通科特別進学Ａコース）

・安芸府中高等学校（普通科／国際科）

・呉商業高等学校（商業科／情報処理科／会計科）

・庄原格致高等学校（普通科/普通科医療・教職）・福山葦陽高等学校（普通科）

・福山明王台高等学校（普通科）

・英数学館高等学校（普通科アドバンスドコース）

49

・山陽女学園高等部（普通科進学コース）

・高陽東高等学校（総合学科)

・広島商業高等学校（商業科／国際経済科／会計科／情報システム科)

・広島国際学院高等学校（普通科進学Ⅱコース)

・広島市立広島商業高等学校（みらい商業) ・広島山陽学園山陽高等学校（普通科特進コース）

・山陽女学園高等部（普通科パティシエ・こども教育・生活デザインコース）

48
・近畿大学附属広島高等学校 福山校（普通科体育進学コース）

・海田高等学校（家政科)・総合技術高等学校（現代ビジネス科)・竹原高等学校（普通科)

・広島工業高等学校（機械科／電気科／建築科／土木科／化学工学科）

47

・如水館高等学校（普通科総合進学Ｂ類)

・進徳学園進徳女子高等学校（普通科特進コース)

・広島修道大学附属ひろしま協創高等学校（普通科進学コース)

・神辺旭高等学校（体育科)・呉昭和高等学校（普通科）

・西条農業高等学校（園芸科／畜産科／生活科／農業機械科／緑地土木科／生物工学科／食品科学科)

・廿日市西高等学校（普通科)・広島工業大学高等学校（普通科総合進学類型)

46

・広陵高等学校（普通科Ⅱ類)・清水ヶ丘高等学校(普通科進学コース)

・尾道商業高等学校（商業科／ビジネス会計科／情報管理科)

・竹原高等学校（商業科）

・戸手高等学校（総合学科）・広島国際学院高等学校（総合学科)

・広島市立広島工業高等学校（機械科／自動車科／建築科／環境設備科）

45

・尾道高等学校（普通科総合進学コース)・銀河学院高等学校（普通科)

・呉港高等学校（普通科進学コース)・清水ヶ丘高等学校（商業科) ・世羅高等学校（普通科)

・可部高等学校（普通科)・油木高等学校（普通科)

・呉工業高等学校（機械科・材料工学科／電気科・電子機械科)

・広島市立沼田高等学校（普通科体育コース）

・広島市立広島工業高等学校（電気科／情報電子科）

44

・進徳学園進徳女子高等学校（普通科普通コース)

・因島高等学校（総合学科)	・広島山陽学園山陽高等学校（普通科進学コース）

・広島皆実高等学校（体育科)

・広島三育学院高等学校（普通科国際英語コース／普通科数理科学コース）

43
・尾道高等学校（機械科／電気科) ・尾道高等学校（普通科スポーツ芸術コース)

・進徳学園進徳女子高等学校（食育デザイン科) ・三原東高等学校（普通科）

・松本学園広島県瀬戸内高等学校（普通科一般コース）・三次青陵高等学校（総合学科）・日彰館高等学校（普通科）

42

・河内高等学校（普通科）・安芸高等学校（総合学科）

・安西高等学科（普通科）・神辺高等学校（総合学科）・黒瀬高等学校（普通科）

・福山工業高等学校（機械科／電気科／建築科／工業化学科／電子機械科／染織システム科）

・府中東高等学校（普通科）

・宮島工業高等学校（機械科／電気科・情報技術科／建築科／インテリア科／素材システム科）

・広島白鳩学園広島翔洋高等学校（普通科／ビジネス科）

41

・呉港高等学校（機械科／電気情報科)・賀茂北高等学校（普通科）

・熊野高等学校（普通科）・黒瀬高等学校（福祉科）

・西城紫水高等学校（普通科)	・豊田高等学校（普通科）

・庄原実業高等学校（生物生産科／環境工学科／食品工学科／生活科学科）

・瀬戸田高等学校（普通科）・世羅高等学校（農業経営科）

・府中東高等学校（インテリア科／都市システム科）

・御調高等学校(普通科)・向原高等学校（普通科）

・吉田高等学校（探究科／アグリビジネス科)

・広島三育学院高等学校（普通科総合文理コース)

・広島山陽学園山陽高等学校（工学科)

40

・松本学園広島桜が丘高等学校（普通科)・大崎海星高等学校（普通科)

・大竹高等学校（総合学科)・加計高等学校（普通科)

・上下高等学校（普通科)・世羅高等学校（生活福祉科)

・千代田高等学校（普通科)・東城高等学校（普通科)

・福山商業高等学校（流通経済科／情報ビジネス科)

・広島山陽学園山陽高等学校（情報会計科)

39

・大柿高等学校（普通科)・音戸高等学校（普通科)

・佐伯高等学校（普通科)・沼南高等学校（普通科）

・松永高等学校（総合学科)・油木高等学校（産業ビジネス科)

・湯来南高等学校（普通科)・加計高等学校	芸北分校（普通科）

38 ・沼南高等学校（家政科／園芸デザイン科)

37 ・芦品まなび学園高等学校（普通科（多部制単位制）)

※偏差値のデータは、調査の方法や学校の対策で数値に違いが出る場合があります。1つの目安として参考にご覧下さい。



福井県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

71 ・藤島高等学校(普通科)

67 ・高志高等学校(普通科)

66 ・武生高等学校(普通科/理数科)

64 ・若狭高等学校(文理探究科)

62
・福井工業高等専門学校(機械工学科/電気電子工学科/電子情報工学科/環境都市工学科/物質工学科)

・北陸学園北陸高等学校(普通科特別進学コース)・仁愛女子高等学校(グローバルサイエンスコース)

60 ・金津高等学校(普通科)

59
・仁愛女子高等学校(普通科特別進学コース)・羽水高等学校(普通科)・武生東高等学校(普通科/国際科)

・福井商業高等学校(商業科/情報処理科/国際経済科/会計科/流通経済科)

58 ・福井工業大学附属福井高等学校(特別進学科)

56 ・敦賀高等学校(普通科)

55 ・仁愛女子高等学校(普通科英語留学コース)・大野高等学校(普通科)・勝山高等学校(普通科)

54 ・敦賀気比高等学校(普通科特別進学コース)

53 ・啓新高等学校(普通科特別進学コース)・鯖江高等学校(普通科)・美方高等学校(普通科)・若狭高等学校(普通科)

52 ・北陸学園北陸高等学校(普通科進学コース)

49 ・敦賀高等学校(情報経理科)

48
・坂井高等学校(ビジネス･生活デザイン科ビジネスコース)・仁愛女子高等学校(普通科進学コース)・敦賀高等学校(商業科)

・武生商業高等学校(情報処理科/情報ビジネス科/商業科)・敦賀工業高等学校(電気科/電子機械科/建築システム科/情報ケミカル科)

・丸岡高等学校(普通科)・福井工業大学附属福井高等学校(進学科進学コースⅠ類)

47 ・丹生高等学校(普通科)・三国高等学校(普通科)

46 ・足羽高等学校(普通科) ・敦賀気比高等学校(普通科進学コース)

45

・仁愛女子高等学校(普通科商業コース)・美方高等学校(食物科/生活情報科)

・若狭東高等学校(ビジネス情報科経営コース/ビジネス情報科情報コース)

・坂井高等学校(機械・自動車科機械コース/機械・自動車科自動車コース/

食農科学科農業コース/食農科学科食品コース/ビジネス・生活デザイン科生活デザインコース)

44
・科学技術高等学校(機械システム科/情報工学科/テキスタイルデザイン科/化学システム科/電子電気科)

・丹南高等学校(総合学科)・足羽高等学校(国際科英語コース)

43
・奥越明成高等学校(電気科/機械科/生活福祉科福祉コース/生活福祉科生活コース)・足羽高等学校(国際科中国語コース)

・武生工業高等学校(電気科/電子機械科/工業化学科/都市･建築科)

・坂井高等学校(電気･情報システム科電気コース/電気･情報システム科情報システムコース)

42
・敦賀気比高等学校(普通科教養コース)・若狭東高等学校(地域創造科/生活創造科/電気･機械科電子機械コース/電気･機械科電気コース)

・福井工業大学附属福井高等学校(衛生看護科)・北陸学園北陸高等学校(普通科普通コース/商業科情報処理コース)

41
・啓新高等学校(普通科進学コース/調理科)・奥越明成高等学校(ビジネス情報科)・福井工業大学附属福井高等学校(進学科進学コースⅡ類)

・福井農林高等学校(生物生産科/環境工学科/生活科学科/生産流通科)・若狭高等学校(海洋科学科)

39 ・啓新高等学校(普通科普通コース/ファッションデザイン科/情報商業科)

37 ・福井工業大学附属福井高等学校(進学科体育コース/進学科創造科学コース[電･機])

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。
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偏差値 学校名

76 ・久留米大学附設高等学校(普通科)

73 ・修猷館高等学校(普通科)

72 ・九州国際大学付属高等学校(普通科難関クラス)・明善高等学校(理数科)・筑紫丘高等学校(理数科/普通科)・福岡高等学校(普通科)

71 ・福岡大学附属大濠高等学校(普通科スーパー進学コース)

70 ・西南学院高等学校(普通科)・明善高等学校(普通科/普通科総合文化コース)・東筑高等学校(普通科)

69
・筑陽学園高等学校(普通科特別進学S選抜クラス)・小倉高等学校(普通科)・春日高等学校(普通科)・城南高等学校(普通科理数コース)

・筑柴女学園高等学校(普通科特進コース)

68
・九州国際大学付属高等学校(普通科S特進クラス)・敬愛高等学校(普通科九大医進コース)・自由ヶ丘高等学校(普通科特進コース[スーパー特進])

・久留米工業高等専門学校(機械工学科/電気電子工学科/制御情報工学科/生物応用化学科/材料工学科)

67 ・筑陽学園高等学校(普通科特別進学Sクラス)・香住丘高等学校(普通科理数コミュニケーション)

66 ・香住丘高等学校(英語科)・北九州工業高等専門学校(生産デザイン工学科)・九州産業大学付属九州高等学校(普通科スーパー特進クラス)

65 ・中村学園女子高等学校(普通科スーパー特別進学Vコース)・筑紫高等学校(普通科)・八幡高等学校(理数科)

64
・西南女学院高等学校(普通科特進コース)・鞍手高等学校(理数科)・新宮高等学校(理数科)

・九州産業大学附属九州産業高等学校(普通科スーパー特進クラス)

・伝習館高等学校(普通科)・福岡雙葉高等学校(医進Sコース)・福岡工業大学附属城東高等学校(普通科Ⅰ類特別選抜コース)

63
・有明工業高等専門学校(創造工学科)・香住丘高等学校(普通科)・京都高等学校(普通科)・戸畑高等学校(普通科)・福岡中央高等学校(普通科)

・宗像高等学校(普通科)・祐誠高等学校(普通科特別選抜コース)

62
・東筑紫学園高等学校(普通科照曜館コース)・東福岡高等学校(普通科特進英数コース)・久留米高等学校(普通科)・新宮高等学校(普通科)

・筑前高等学校(普通科)・八幡高等学校(普通科)・福岡女学院高等学校(普通科)・福岡大学附属大濠高等学校(普通科進学コース)

・福岡雙葉高等学校(GLコース/特進コース)・八女学院高等学校(普通科スーパー選抜コース) ・福岡舞鶴高等学校(普通科特別進学選抜コース)

61
・敬愛高等学校(普通科特進Sコース)・柳川高等学校(普通科スーパー特進コース) ・筑紫中央高等学校(普通科)

・自由ヶ丘高等学校(普通科特進コース[特進1類])・筑紫女学園高等学校(普通科進学コース)・嘉穂高等学校(普通科)

60
・九州国際大学付属高等学校(普通科特進クラス)・九州産業大学付属九州高等学校(普通科特進クラス)・小倉西高等学校(普通科)

・北筑高等学校(普通科) ・八女高等学校(普通科)・久留米市立久留米商業高等学校(経営科学科特別進学コース)

・中村学園女子高等学校(普通科特別進学Vコース)・久留米高等学校(英語科) ・福岡舞鶴高等学校(普通科特別進学コース)

59
・近畿大学附属福岡高等学校(普通科特別進学コースS特進クラス)・久留米信愛高等学校(普通科選抜コース)・三池高等学校(普通科)

・西南女学院高等学校(普通科進学コース)・朝倉高等学校(普通科)・鞍手高等学校(普通科/普通科人間文科コース)

・八幡南高等学校(普通科)・九州産業大学付属九州産業高等学校(普通科特進クラス)

58
・敬愛高等学校(普通科特進コース)・筑陽学園高等学校(普通科特別進学クラス)・東福岡高等学校(普通科特進コース)・門司学園高等学校(普通科)

・福岡工業大学附属城東高等学校(普通科Ⅰ類)・福岡市立福岡西陵高等学校(普通科)・福岡市立福翔高等学校(総合学科)

・福岡大学附属若葉高等学校(普通科スーパー特進コース)・明光学園高等学校(普通科特進コース[理数･英語])

57 ・香椎高等学校(普通科)・北筑高等学校(英語科)・八女学院高等学校(普通科選抜コース)・大牟田高等学校(普通科誠進コース)

56
・東海大学付属福岡高等学校(普通科スーパー特進難関受験コース)・福岡県公立古賀竟成館高等学校(普通科特進コース)・小倉東高等学校(普通科)

・福岡県立福岡工業高等学校(電気工学科/電子工学科)・福岡女学院高等学校(音楽科)・柳川高等学校(普通科特進コース)

55

・九州産業大学付属九州高等学校(普通科準特進クラス)・久留米市立久留米商業高等学校(経営科学科)・筑紫台高等学校(普通科アドバンスコース)

・東海大学付属福岡高等学校(普通科スーパー特進アスリートコース)・育徳館高等学校(普通科)・嘉穂高等学校(普通科武道･日本文化コース)

・小倉南高等学校(普通科)・田川高等学校(普通科)・福岡県立福岡工業高等学校(機械工学科/情報工学科)・武蔵台高等学校(普通科)

・山門高等学校(普通科/普通科理数コース)・八女工業高等学校(電子機械科/電気科/情報技術科) ・大牟田高等学校(普通科特進コース)

54
・北九州市立高等学校(普通科)・博多女子高等学校(普通科特別進学コース)・小倉工業高等学校(工業科電気系)

・福岡県立福岡工業高等学校(機械工学科工業進学コース)・八女工業高等学校(自動車科/工業化学科/土木科)・福岡雙葉高等学校(普通科進学コース)

・九州産業大学附属九州産業高等学校(普通科準特進クラス)

53
・北九州市立高等学校(情報ビジネス科情報コース/情報ビジネス科ビジネスコース)・小倉工業高等学校(工業科機械系/工業科化学科)

・小郡高等学校(普通科)・中間高等学校(普通科)・柏陵高等学校(普通科環境科学コース)・福岡海星女子学院高等学校(普通科特別進学コース)

52
・九州国際大学附属高等学校(普通科進学クラス) ・久留米信愛高等学校(普通科学際コース) ・純真高等学校(普通科特進コース)

・常磐高等学校(普通科特別進学コース) ・嘉穂高等学校(普通科)・玄界高等学校(普通科国際文化コース) 

・光陵高等学校(普通科)・福岡工業大学附属城東高等学校(普通科Ⅱ類特別選抜コース)

51

・近畿大学附属福岡高等学校(普通科特別進学コース特進クラス)・中村学園三陽高等学校(普通科選抜コース) ・小倉商業高等学校(商業全科)

・朝倉東高等学校(普通科/総合ビジネス科/ビジネス情報科) ・宇美商業高等学校(ビジネス情報科) ・折尾高等学校(総合ビジネス科/ビジネス情報科)

・西日本短期大学附属高等学校(普通科特進選抜コース)・東筑紫学園高等学校(普通科特進コース) ・嘉穂東高等学校(英語科)・柏陵高等学校(普通科)

・福岡県公立古賀竟成館高等学校(普通科進学コース)・北九州高等学校(普通科)・太宰府高等学校(芸術科)・福島高等学校(総合ビジネス科)

50

・自由ヶ丘高等学校(普通科特進コース[特進Ⅱ類])・中村学園女子高等学校(普通科一般進学コース)

・博多高等学校(興志館特進シリウスコース)・福岡県公立古賀竟成館高等学校(普通科ベーシックデザインコース)・宇美商業高等学校(総合ビジネス科)

・香椎高等学校(ファッションデザイン科)・香椎工業高等学校(電気科/電子機械科/工業化学科/情報技術科/機械科)・福岡講論館高等学校(総合学科)

・福岡県立福岡工業高等学校(環境化学科/染織デザイン科/建築科/都市工学科)・八幡工業高等学校(機械系/電気系)・八幡中央高等学校(普通科)

49

・近畿大学附属福岡高等学校(看護科)・敬愛高等学校(普通科進学コース)・筑陽学園高等学校(普通科進学クラス)・東福岡高等学校(普通科進学コース)

・西日本短期大学附属高等学校(普通科特進看護･医療進学コース)・ありあけ新世高等学校(総合学科)・福岡女子商業高等学校(商業系)

・東海大学付属福岡高等学校(普通科進学コースⅠ類)・福岡海星女子学院高等学校(普通科国際教養コース)

・福岡県公立古賀竟成館高等学校(普通科)・折尾高等学校(生活デザイン科)・苅田工業高等学校(電気科/情報技術科)・青豊高等学校(総合学科)

・福島高等学校(普通科)・八幡工業高等学校(土木系)・福岡大学附属若葉高等学校(普通科高大一貫コース/普通科グローバルコース)

・福岡常葉高等学校(普通科特進コース)・福岡舞鶴高等学校(普通科進学コース)・八女学院高等学校(普通科特進コース)

・明光学園高等学校(普通科進学強化コース/普通科総合音楽コース･総合美術コース)・祐誠高等学校(普通科進学コース)

48

・九州産業大学付属九州高等学校(普通科進学クラス)・高稜高等学校(普通科特別進学コース)・杉森高等学校(看護科)

・星琳高等学校(普通科特別進学コース)・筑紫台高等学校(普通科特別進学コース) ・戸畑工業高等学校(機械･電気系/建築系)

・西日本短期大学附属高等学校(普通科特進総合進学コース)・浮羽究真館高等学校(普通科総合コース)・大川樟風高等学校(文理科)

・苅田工業高等学校(機械科)・玄界高等学校(普通科)・須恵高等学校(普通科)・太宰府高等学校(普通科)

・福岡魁誠高等学校(総合学科)・三池工業高等学校(メカトロニクス系/エネルギー系/社会基盤系)・大和青藍高等学校(看護科)

・福岡工業大学附属城東高等学校(電気･電子情報スペシャリストコース)・福岡海星女子学院高等学校(普通科進学コース)

・沖学園高等学校(普通科特進プレミアムコース/普通科隆徳館コース)・三井中央高等学校(総合学科アドバンスコース)

47

・九州産業大学付属九州高等学校(造形芸術科)・九州産業大学付属九州産業高等学校(普通科進学クラス)・久留米市立南筑高等学校(普通科)

・純真高等学校(普通科進学コース)・精華女子高等学校(普通科特別進学コース)・糸島高等学校(普通科)

・大牟田北高等学校(普通科)・福岡県公立古賀竟成館高等学校(総合ビジネス科)・北九州高等学校(普通科体育コース)

・東鷹高等学校(普通科総合コース)・八幡中央高等学校(普通科芸術コース)・美萩野女子高等学校(看護科)

・福岡市立博多工業高等学校(機械科/自動工学科/インテリア科/建築科/画像工学科/電子情報科)・大川樟風高等学校(普通科総合コース)

・福岡市立福岡女子高等学校(保育福祉科)・福岡海星女子学院高等学校(普通科こども教育進学コース)

46

・筑陽学園高等学校(デザイン科)・筑紫台高等学校(普通科進学コース)・博多高等学校(看護科)・稲築志耕館高等学校(総合学科)

・築上西高等学校(普通科)・東鷹高等学校(総合生活科)・直方高等学校(普通科)・福島高等学校(生活デザイン科)・門司大翔館高等学校(普通科)

・若松商業高等学校(商業全科)・福岡市立福岡女子高等学校(生活情報科/食物調理科/服飾デザイン科/国際教養科)

・福岡第一高等学校(国際科[IBコース])・福智高等学校(普通科特進コース)

45

・折尾愛真高等学校(普通科特進コース/普通科中高一貫コース)・純真高等学校(看護科)・自由ヶ丘高等学校(普通科アドバンスコース)

・杉森高等学校(普通科医療系進学コース)・東筑紫学園高等学校(食物文化科)・三井中央高等学校(総合学科マイスターコース)

・直方高等学校(普通科スポーツ学科コース)・太宰田高等学校(総合学科)・福岡第一高等学校(普通科国公立大学進学コース)

・行橋高等学校(総合ビジネス科)・福岡市立福岡女子高等学校(普通科)・柳川高等学校(普通科進学コース)・祐誠高等学校(普通科ドリームコース)

44

・九州国際大学付属高等学校(普通科トップアスリートクラス)・久留米学園高等学校(普通科進学･公務員コース)

・博多女子高等学校(普通科普通進学コース/トータルビジネスコース)・精華女子高等学校(看護科) ・慶成高等学校(普通科)

・浮羽工業高等学校(建築系/機械･電気系)・大川樟風高等学校(住環境システム科)・嘉穂総合高等学校(工業科)・三井高等学校(普通科)

・田川科学技術高等学校(システム科学技術科/ビジネス科学科)・筑豊高等学校(総合ビジネス科/ビジネス情報科)・西田川高等学校(普通科)

・三潴高等学校(普通科/普通科スポーツ文化コース)・若松高等学校(普通科)・八女学院高等学校(普通科進学コース)

・柳川高等学校(商業科マイクロソフトコース/商業科総合ビジネスコース/国際科) ・東筑紫学園高等学校(普通科進学コース)

43

・太牟田高等学校(調理科)・精華女子高等学校(普通科進学コース)・博多高等学校(興志館特進ドリームコース) ・玄洋高等学校(普通科)

・遠賀高等学校(普通科情報ビジネスコース/普通科生活創造コース/普通科観光共生コース/農業食品科)・嘉穂総合高等学校(普通科総合コース)

・久留米筑水高等学校(生物工学科/食品流通科/環境緑地科/社会福祉科/食物調理科)・三井高等学校(普通科福祉教養コース/普通科スポーツ健康コース)

・筑豊高等学校(生活デザイン科)・福岡工業大学附属城東高等学校(普通科Ⅱ類/電子情報科)・田川科学技術高等学校(生命科学科)

42

・折尾愛真高等学校(普通科普通コース/普通科健康福祉コース/普通科保育コース/商業科商業コース/商業科美容専科コース/商業科製菓衛生師コース)

・近畿大学付属福岡高等学校(普通科進学コース)・杉森高等学校(食物科)・星琳高等学校(普通科進学コース)

・東海大学付属福岡高等学校(普通科進学コースⅡ類)・早良高等学校(普通科/普通科スポーツコミュニケーションコース)

・福岡農業高等学校(食品科学科/生活デザイン科)・行橋高等学校(農業技術科/環境緑地科/生活デザイン科)

・大和青藍高等学校(普通科/調理科/介護福祉科)・嘉穂総合高等学校(農業食品科/情報科)・福岡工業大学附属城東高等学校(電気科)

41

・太牟田高等学校(工業科)・九州産業大学付属九州産業高等学校(機械科)・高稜高等学校(普通科進学コース/普通科資格･情報コース)

・誠修高等学校(普通科/保育科/生活文化科)・第一薬科大学付属高等学校(普通科スーパー薬進クラス)・鞍手竜徳高等学校(総合学科)

・常磐高等学校(普通科情報進学コース/普通科進学コース)・中村学園三陽高等学校(普通科進学コース)

・博多高等学校(興志館進学コース/興志館グローバルコース)・朝倉光陽高等学校(普通科)・美萩野女子高等学校(普通科進学コース)

・福岡農業高等学校(都市園芸科/環境活用科)・福岡常葉高等学校(普通科エステティックコース)

40

・久留米学園高等学校(総合学科)・慶成高等学校(福祉科/コンピュータビジネス科)・杉森高等学校(普通科ファッションコース/福祉科)

・飯塚高等学校(普通科特別進学コースⅠ類)・糸島農業高等学校(農業経済科･農業技術科/食品科学科/生活科学科)

・水産高等学校(海洋水産全科)・八女農業高等学校(生産技術科/システム園芸科/生物利用科/生活科学科)・豊国学園高等学校(電子情報科)

・沖学園高等学校(普通科進学コース/普通科アスリートコース/社会総合学科公務員コース/社会総合学科保育福祉コース/

社会総合学科ビジネスコース/社会総合学科食育コース)

39

・希望が丘高等学校(総合学科/自動車科)・星琳高等学校(普通科総合コース/食物調理科)・博多高等学校(普通科普通キャリアデザインコース)

・真颯館高等学校(機械電気科/自動車科/情報技術科/建築科建築コース/建築科伝統技能コース/普通科/美術科/調理科)・朝倉光陽高等学校(食農科学科)

・精華女子高等学校(普通科普通コース/普通科保育福祉コース/普通科食物調理コース/普通科製菓コース/普通科情報コース)

・第一薬科大学付属高等学校(普通科普通コース/保育科)・筑紫台高等学校(総合学科/普通科情報コース/工業科)

・福岡常葉高等学校(普通科進学コース/情報処理科)・祐誠高等学校(機械科/自動車科/土木科/情報技術科)

・美萩野女子高等学校(普通科看護福祉コース/キャリア情報科)・福智高等学校(普通科普通コース/総合福祉科)

・豊国学園高等学校(普通科進学コース/普通科保育コース/普通科生活情報コース/機械システム科/自動車科)

・福岡第一高等学校(普通科/音楽科/ソーシャル心理科/造形科デザインコース/普通科アスリート特進コース/普通科製菓コース/

38

・純真高等学校(普通科普通コース)・福智高等学校(普通科スポーツ振興コース)・立花高等学校(普通科)

・西日本短期大学附属高等学校(普通科保育･福祉進学コース/普通科キャリア･ライセンスコース/普通科健康スポーツコース)

・飯塚高等学校(普通科特別進学コースⅡ類/保育福祉科福祉コース/保育福祉科こども保育コース/総合学科自動車エンジニアコース/

総合学科製菓コース/総合学科健康スポーツコース/総合学科トータルライセンスコース)

37 ・第一薬科大学付属高等学校(普通科芸能コース)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



福島県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

71 ・福島高等学校(普通科)

70 ・安積高等学校(普通科)

68 ・磐城高等学校(普通科)

67 ・安積黎明高等学校(普通科)

66 ・会津高等学校(普通科)・橘高等学校(普通科)

65 ・白河高等学校(理数科)

64
・日本大学東北高等学校(普通科Ⅱコース)

・福島工業高等専門学校(機械システム工学科/電気電子システム工学科/化学･バイオ工学科/都市システム工学科/ビジネスコミュニケーション学科)

63 ・郡山高等学校(普通科)・相馬高等学校(理数科)・福島南高等学校(文理科)

62 ・磐城桜が丘高等学校(普通科)・福島東高等学校(普通科)

61 ・郡山東高等学校(普通科)・福島成蹊高等学校(普通科特別進学コース)

60 ・郡山高等学校(英語科)・須賀川桐陽高等学校(理数科学科)

59 ・葵高等学校(普通科)・須賀川桐陽高等学校(普通科)・福島西高等学校(普通科)・福島南高等学校(国際文化科)

58
・松韻学園福島高等学校(普通科特別進学コース)・いわき光洋高等学校(文理科[単位制])・原町高等学校(普通科)

・白河高等学校(普通科)・平工業高等学校(情報工学科)・福島南高等学校(情報会計科)

57 ・東日本大学国際大学附属昌平高等学校(普通科特別進学コース)

56
・尚志学園尚志高等学校(普通科特別進学コース)・日本大学東北高等学校(普通科Ⅰコース)・福島西高等学校(デザイン科学科)

・福島工業高等学校(情報電子科)・湯本高等学校(普通科)・いわき秀英高等学校(普通科)

55 ・桜の聖母学院高等学校(普科通特別進学コース)

54
・学校法人石川高等学校(普通科特別進学課程)・福島県磐城第一高等学校(普通科特進クラス)

・福島商業高等学校(情報ビジネス科)・福島成蹊高等学校(普通科文理選抜コース)

53
・桜の聖母学院高等学校(普通科総合進学コース)・松韻学園福島高等学校(普通科私立文系コース)

・福島商業高等学校(会計ビジネス科/経営ビジネス科)

52
・会津若松ザベリオ学園高等学校(普通科特別進学コース)・会津学鳳高等学校(総合学科[単位制])

・郡山商業高等学校(流通経済科/会計科/情報処理科)

51 ・福島県磐城第一高等学校(普通科普通クラス)

50
・あさか開成高等学校(国際科学科[単位制])・安達高等学校(普通科)・清陵情報高等学校(情報電子科/電子機械科/情報処理科/情報会計科)

・平工業高等学校(制御工学科)・平商業高等学校(オフィス会計/流通ビジネス/情報システム)

・福島工業高等学校(建築科)・若松商業高等学校(情報ビジネス科)・福島成蹊高等学校(普通科普通コース)

49
・郡山北工業高等学校(建築科)・白河旭高等学校(普通科)・平工業高等学校(機械工学科/電気工学科)

・福島工業高等学校(機械科/電気科/環境化学科)・若松商業高等学校(会計ビジネス科)

・小高産業技術高等学校(産業革新科ICTコース/流通ビジネス科)

48
・尚志学園尚志高等学校(普通科総合進学コース)

・郡山北工業高等学校(情報技術科) ・保原高等学校(普通科)

・白河実業高等学校(情報ビジネス科)・須賀川高等学校(普通科/オフィス情報科)・相馬高等学校(普通科)・平工業高等学校(土木環境工学科)

47
・仁愛高等学校(第一看護科)・東日本国際大学附属昌平高等学校(普通科普通コース)・いわき総合高等学校(総合学科[単位制])

・喜多方高等学校(普通科)・勿来工業高等学校(機械科/電子科/建築科)・福島東稜高等学校(看護科)

・会津工業高等学校(機械科/電気科/建築インテリア科/セラミック化学科/情報技術科)・郡山北工業高等学校(機械科/電気科/電子科/化学工学科)

46
・学校法人石川高等学校(普通科普通課程)・田村高等学校(普通科)・小高産業技術高等学校(産業革新科金融･経済コース)

・光南高等学校(総合学科[単位制])・勿来工業高等学校(電気科/工業化学科)・福島北高等学校(総合学科[単位制])

・福島東稜高等学校(普通科特別進学コース)・ふたば未来学園高等学校(普通科)

45
・会津若松ザベリオ学園高等学校(普通科普通進学コース)・聖光学院高等学校(普通科福祉コース)

・帝京安積高等学校(普通科)・小高産業技術高等学校(機械科/電気科/産業革新科環境化学コース/産業革新科電子制御コース)

・白河実業高等学校(電子科)・相馬東高等学校(総合学科[単位制])・保原高等学校(商業科)

44
・聖光学院高等学校(普通科進学コース)・東日本国際附属昌平高等学校(保健体育科)・磐城農業高等学校(生活科学科)・大沼高等学校(普通科)

・喜多方桐桜高等学校(経営マネジメント科)・白河実業高等学校(機械科/電気科)・二本松工業高等学校(機械システム科/情報システム科)

・郡山女子大学附属高等学校(音楽科/美術科)

43
・松韻学園福島高等学校(普通科実務選択コース)・仁愛高等学校(第二看護科)・聖光学院高等学校(機械科/電気科/情報電子科)

・尚志学園尚志高等学校(情報総合科)・坂下高等学校(普通科)・好間高等学校(普通科)・福島東稜高等学校(普通科キャリアデザインコース)

42
・帝京安積高等学校(ビジネス総合科)・小野高等学校(総合学科[単位制])・川俣高等学校(機械科)・喜多方東高等学校(普通科)

・白河実業高等学校(農業科)・二本松工業高等学校(都市システム科)・本宮高等学校(情報会計科)・四倉高等学校(普通科)

・福島東稜高等学校(普通科スポーツ健康コース/食物文化科)・郡山女子大学附属高等学校(普通科/食物科)

41
・田村高等学校(体育科)・小名浜高等学校(普通科)・川俣高等学校(普通科)・喜多方桐桜高等学校(機械科/電気･電子科/建設科)

・勿来高等学校(普通科)・福島明成高等学校(生物生産科/生物工学科/環境土木科/食品科学科/生産情報科)・本宮高等学校(普通科)

・会津北嶺高等学校(普通科)・修明高等学校(情報ビジネス科)

40 ・磐城農業高等学校(食品流通科/園芸科/緑地土木科)・小名浜高等学校(商業科)・川口高等学校(普通科)

39
・会津農林高等学校(農業園芸科/森林環境科/食品加工科)・石川高等学校(普通科)・猪苗代高等学校(観光ビジネス科)・新地高等学校(普通科)

・西会津高等学校(普通科)・修明高等学校(食品科学科)・南会津高等学校(普通科)・会津北嶺高等学校(自動車科)

38
・安達東高等学校(総合学科[単位制])・猪苗代高等学校(普通科)・いわき海星高等学校(海洋科/食品システム科/情報通信科/海洋工学科)

・岩瀬農業高等学校(食品科学科/生産情報科)・湖南高等学校(普通科)・只見高等学校(普通科)・遠野高等学校(普通科)・塙工業高等学校(電子科)

・船引高等学校(普通科)・梁川高等学校(普通科)

37
・安積高等学校御舘校(普通科)・岩瀬農業高等学校(ヒューマンサービス科/アグリビジネス科/園芸科学科/環境工学科)・塙工業高等学校(機械科)

・相馬農業高等学校(生産環境科/環境緑地科/食品科学科)・田島高等学校(普通科)・長沼高等学校(普通科)・修明高等学校(文理科)

36 ・修明高等学校(生産流通科)・修明高等学校鮫川校(普通科)

35 ・耶麻農業高等学校(産業技術科/ライフコーディネイト科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



北海道高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

72 ・札幌光星高等学校(普通科ステラコース)・札幌南高等学校(普通科)

71 ・札幌北高等学校(普通科)

70 ・札幌西高等学校(普通科)・立命館慶祥高等学校(普通科SPコース)

69 ・札幌第一高等学校(普通科文理コース選抜クラス)

68 ・札幌東高等学校(普通科)・函館ラ･サール高等学校(普通科)・釧路湖陵高等学校(理数科)

67 ・札幌旭丘高等学校(普通科)・旭川東高等学校(普通科)

66 ・札幌第一高等学校(普通科文理コース北大進学クラス)・帯広柏葉高等学校(普通科)・札幌国際情報高等学校(普通科)・室蘭栄高等学校(理数科)

65
・酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校(普通科獣医･理数コース)・札幌日本大学高等学校(普通科プレミアムSコース)

・立命館慶祥高等学校(普通科) ・旭川実業高等学校(普通科難関選抜コース)

64
・札幌光星高等学校(普通科特進コース)・北海高等学校(普通科特別進学コース)

・札幌国際情報高等学校(国際文化科)・滝川高等学校(理数科)・函館中部高等学校(普通科)

63 ・旭川北高等学校(普通科)・札幌月寒高等学校(普通科)・函館白百合学園高等学校(普通科特別進学コース)

62
・北広島高等学校(普通科)・北見北斗高等学校(普通科)・札幌龍谷学園高等学校(普通科スーパー特進コース)

・札幌啓成高等学校(理数科)・札幌大谷高等学校(普通科英数選抜コース)・苫小牧工業高等学校(創造工学科)

61

・札幌日本大学高等学校(普通科特進コース)・旭川龍谷高等学校(普通科特進Sコース)・遺愛女子高等学校(普通科特別進学コース)

・釧路湖陵高等学校(普通科)・旭川工業高等専門学校(機械システム工学科/電気情報工学科/システム制御情報工学科/物質科学工学科)

・帯広三条高等学校(普通科)・北海道栄高等学校(普通科アルファコース)・駒澤大学附属苫小牧高等学校(普通科特別進学 A特進国立大学進学系)

・函館工業高等学校(生産システム工学科/物質環境工学科/社会基盤工学科)

60
・岩見沢東高等学校(普通科)・小樽潮陵高等学校(普通科)・苫小牧東高等学校(普通科)・旭川西高等学校(普通科)

・札幌清田高等学校(普通科グローバルコース)・札幌新川高等学校(普通科)・札幌手稲高等学校(普通科)

・札幌藻岩高等学校(普通科)・室蘭栄高等学校(普通科) ・北海学園札幌高等学校(普通科特進コース)

59

・北星学園女子高等学校(普通科Highコース)・釧路工業高等専門学校(創造工学科)・札幌北陵高等学校(普通科)・市立函館高等学校(普通科)

・札幌第一高等学校(普通科総合進学コース)・札幌山の手高等学校(普通科特別進学コース)

・札幌清田高等学校(普通科普通コース)・北見藤高等学校(普通科特進コース)・札幌国際情報高等学校(理数工学科/グローバルビジネス科)

・東海大学付属札幌高等学校(普通科特別進学コース) ・函館大学附属有斗高等学校(普通科特別進学コース)・旭川西高等学校(理数科)

58
・遺愛女子高等学校(英語科)・札幌啓成高等学校(普通科)・旭川大学高等学校(普通科特別進学コース)・札幌創成高等学校(普通科S選抜コース)

・大麻高等学校(普通科)・帯広緑陽高等学校(普通科)・北海道科学大学高等学校(普通科特別進学コース)・帯広大谷高等学校(普通科文理コース)

・北星学園大学附属高等学校(普通科特別進学コース)・大麻高等学校(普通科)・札幌大谷高等学校(普通科Sコース)・北星学園女子高等学校(英語科)

57 ・帯広北高等学校(普通科特進コース)・札幌光星高等学校(普通科文理コース)

56
・酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校(普通科アドバンスコース)・札幌聖心女子学院高等学校(普通科)・札幌龍谷学園高等学校(普通科特進コース)

・函館白百合学園高等学校(普通科看護医療系進学コース)・旭川実業高等学校(普通科特別進学コース)

・札幌平岸高等学校(普通科デザインアートコース/普通科普通コース)北海高等学校(普通科進学コース)

55
・滝川高等学校(普通科)・千歳高等学校(普通科)・旭川永嶺高等学校(普通科)・北見柏陽高等学校(普通科)・帯広南商業高等学校(商業科)

・旭川藤星高等学校(普通科特別進学コース)・札幌静修高等学校(普通科特進コース)・双葉高等学校(普通科特別進学コース)

・釧路江南高等学校(普通科)・北海道栄高等学校(普通科アドバンスコース)

54
・札幌北斗高等学校(普通科特進コース)・旭川藤星高等学校(普通科ULコース)・美唄聖華高等学校(衛生看護科)・札幌稲雲高等学校(普通科)

・室蘭清水丘高等学校(普通科)・網走南ヶ丘高等学校(普通科)・札幌静修高等学校(ユニバーサル科)・石狩南高等学校(普通科)

53
・札幌大谷高等学校(普通科Gコース)・札幌日本大学高等学校(普通科総合進学コース)・苫小牧南高等学校(普通科)

・札幌白石高等学校(普通科)・千歳高等学校(国際教養科)・本別高等学校(普通科)・稚内高等学校(普通科)・旭川南高等学校(総合学科)

52
・旭川龍谷高等学校(普通科特進Aコース)・函館大妻高等学校(福祉科)・札幌平岡高等学校(普通科)・旭川商業高等学校(情報処理科)

・札幌龍谷学園高等学校(普通科スーパープログレス進学コース) ・海星学院高等学校(普通科) ・岩見沢西高等学校(普通科)

51
・釧路北陽高等学校(普通科)・芽室高等学校(普通科)・札幌東商業高等学校(情報処理科/流通経済科/会計ビジネス科/国際経済科)

・函館西高等学校(普通科)・旭川商業高等学校(流通ビジネス科/国際ビジネス科/会計科)・遺愛女子高等学校(普通科一般コース)

・札幌創成高等学校(普通科アドバンス特進コース/普通科グローバルラーニングコース)・北海道科学大学高等学校(普通科進学コース)

50

・札幌大谷高等学校(音楽科/美術科)・羽幌高等学校(普通科)・札幌英藍高等学校(普通科)・稚内高等学校(衛生看護科)

・札幌新陽高等学校(普通科特進コース)・東海大学附属札幌高等学校(普通科総合進学コース)・北星学園女子高等学校(普通科Coreコース/音楽科)

・駒澤大学附属苫小牧高等学校(普通科特別進学 B特進大学進学系)・北海学園札幌高等学校(普通科進学コース)・北見緑陽高等学校(普通科)

・北海道文教大学明清高等学校(普通科)・帯広工業高等学校(電子機械科/電気科/建築科/環境土木科)

・札幌厚別高等学校(総合学科)・千歳高等学校(国際流通科)・名寄高等学校(普通科)

49

・帯広大谷高等学校(普通科普通コース)・北見藤高等学校(普通科藤キャリアコース)・駒澤大学附属苫小牧高等学校(普通科特別進学看護進学系)

・札幌山の手高等学校(普通科進学コース)・旭川工業高等学校(電子機械科/電気科/情報技術科/建築科/土木科/工業化学科)

・岩見沢緑陵高等学校(普通科普通コース)・江差高等学校(普通科)・江別高等学校(普通科)・小樽桜陽高等学校(普通科)

・釧路明輝高等学校(総合学科)・千歳高等学校(国際流通科)・函館商業高等学校(流通ビジネス科/国際経済科/会計ビジネス科/情報処理科)

・函館工業高等学校(電子機械科/電気科/建築科/環境土木科/工業化学科)・室蘭東翔高等学校(総合学科)

48

・札幌龍谷学園高等学校(普通科プログレス進学コース)・酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校(普通科フードクリエイトコース)

・函館白百合学園高等学校(普通科総合進学コース)・北星学園大学附属高等学校(普通科進学コース)・北海道三笠高等学校(食物調理科)

・岩見沢緑陵高等学校(情報コミュニケーション科/普通科スポーツ総合コース)・札幌西陵高等学校(普通科)・札幌東陵高等学校(普通科)

・滝川西高等学校(普通科/情報マネジメント科)・天塩高等学校(普通科)・苫小牧工業高等学校(電子機械科/電気科)

・留萌高等学校(普通科)・苫小牧西高等学校(普通科)

47
・旭川実業高等学校(普通科進学コース)・旭川明成高等学校(総合学科)・武修館高等学校(普通科普通コース/普通科体育コース)

・恵庭北高等学校(普通科)・江別高等学校(生活デザイン科)・おといねっぷ美術工芸高等学校(工芸科)・北海道大谷室蘭高等学校(普通科普通コース)

・伊達緑丘高等学校(普通科)・苫小牧工業高等学校(情報処理科/建築科/土木科/環境化学科)・根室高等学校(普通科)・稚内高等学校(商業科)

46

・旭川大学高等学校(普通科ライセンスコース/普通科体育コース)・旭川藤星高等学校(普通科進学コース)・栗山高等学校(普通科)

・酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校(普通科総合進学コース)・函館大学附属有斗高等学校(普通科普通コース)

・石狩翔陽高等学校(総合学科)・岩内高等学校(普通科)・浦河高等学校(総合学科)・江別高等学校(事務情報科)・静内高等学校(普通科)

・札幌工業高等学校(機械科/電気科/建築科/土木科)・大樹高等学校(普通科)・苫小牧総合経済高等学校(流通経済科/国際経済科/情報処理科)

・浜頓高等学校(普通科)・富良野高等学校(普通科)・稚内大谷高等学校(普通科)・北見商業高等学校(商業科)

45

・旭川実業高等学校(自動車科/機械システム科/商業科)・帯広北高等学校(普通科総合コース)・札幌北斗高等学校(普通科進学コース)

・酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校(アグリエイト科機農コース)・旭川農業高等学校(農業科学科/食品科学科/森林科学科/生活科学科)

・駒澤大学附属苫小牧高等学校(普通科総合進学 総合系/文化系/体育系)・芦別高等学校(普通科)・枝幸高等学校(普通科)・遠軽高等学校(普通科)

・小樽未来創造高等学校(流通会計マネジメント科)・札幌丘珠高等学校(普通科)・札幌琴似工業高等学校(電子機械科/電気科/情報技術科/環境化学科)

・鷹栖高等学校(普通科)・深川西高等学校(普通科)・女満別高等学校(普通科) ・士別翔雲高等学校(総合ビジネス科)

44

・旭川大学高等学校(普通科未来創成コース)・旭川龍谷高等学校(普通科キャリアデザインコース)・札幌静修高等学校(普通科総合コース)

・札幌龍谷学園高等学校(普通科未来創造コース)・札幌大通高等学校(普通科[定時制])・函館大学付属柏陵高等学校(普通科)

・双葉高等学校(普通科進学コース)・小樽未来創造高等学校(機械電気システム科/流通マネジメント科/建設科)

・音更高等学校(普通科)・士別翔雲高等学校(普通科)・標茶高等学校(総合学科)・白糖高等学校(普通科)・白老東高等学校(普通科)

・中標津高等学校(普通科)・七飯高等学校(普通科)・釧路工業高等学校(電子機械科/電気科/建築科/土木科/工業化学科)

・俱知安高等学校(普通科)・標津高等学校(普通科)・槍山北高等学校(総合学科)・根室高等学校(商業科/事務情報科)・東川高等学校(普通科)

・北海道文教大学明清高等学校(食物科)・別海高等学校(普通科)・紋別高等学校(普通科)

43

・清尚学院高等学校(製菓衛生師科/調理科)・札幌新陽高等学校(普通科進学コース)

・滝川工業高等学校(電子機械科/電気科)・弟子屈高等学校(普通科)・美深高等学校(普通科)・八雲高等学校(普通科)

・函館大妻高等学校(普通科/家政科/食物健康科)・網走桂陽高等学校(普通科/商業科/事務情報科)・恵庭南高等学校(普通科/体育科)

・大野農業高等学校(農業科学科)・奥尻高等学校(普通科)・北広島西高等学校(普通科)・夕張高等学校(普通科)・羅臼高等学校(普通科)

・留辺蘂高等学校(総合学科)・札幌南陵高等学校(普通科)・函館大学附属柏陵高等学校(商業情報ビジネスコース)

42

・札幌創成高等学校(普通科総合コース)・札幌北斗高等が学校(普通科総合コース)・札幌山の手高等学校(普通科体育コース/普通科総合コース)

・白樺学園高等学校(普通科保健体育コース/普通科体育コース)・函館大谷高等学校(普通科普通コース/普通科体育コース)

・阿寒高等学校(普通科)・足寄高等学校(普通科)・追分高等学校(普通科)・大野農業高等学校(食品科学科/園芸福祉科)・釧路東高等学校(普通科)

・小樽水産高等学校(海洋漁業科/水産食品科/栽培漁業科/情報通信科)・上ノ国高等学校(普通科)・札幌あすかぜ高等学校(普通科)

・北海道栄高等学校(普通科総合コース/普通科保健体育コース)・釧路商業高等学校(流通経済科/国際ビジネス科/会計科/情報処理科)

・佐呂間高等学校(普通科)・士幌高等学校(フードシステム科)・清水高等学校(総合学科)・斜里高等学校(総合学科)・深川東高等学校(生産科学科)

・伊達高等学校(普通科)・平取高等学校(普通科)・常呂高等学校(普通科)・長沼高等学校(普通科)・美瑛高等学校(普通科)・豊富高等学校(普通科)

・函館水産高等学校(海洋技術科/品質管理流通科/水産食品科/機関工学科)・美幌高等学校(普通科)・清里高等学校(普通科)

41

・札幌新陽高等学校(普通科総合コース)・苫小牧中央高等学校(普通科)・北照高等学校(普通科普通コース/普通科スポーツコース)

・厚岸翔洋高等学校(普通科)・岩見沢農業高等学校(農業科学科/畜産科学科/食品科学科/農業土木工学科/環境造園科/森林科学科/生活科学科)

・池田高等学校(総合学科)・興部高等学校(普通科)・帯広農業高等学校(農業科学科/酪農科学科/食品科学科/農業土木工学科/森林科学科)

・上川高等学校(普通科)・静内農業高等学校(食品科学科/生産科学科)・知内高等学校(普通科)・砂川高等学校(普通科)・月形高等学校(普通科)

・中標津高等学校(商業科/事務情報科)・美幌高等学校(地域資源応用科)・広尾高等学校(普通科)・南茅部高等学校(普通科)・森高等学校(総合学科)

・霧多布高等学校(普通科)・剣淵高等学校(総合学科)・鹿追高等学校(普通科)・富良野緑峰高等学校(総合ビジネス科/園芸科学科/電気システム科)

・余市紅志高等学校(総合学科)・美唄尚栄高等学校(総合学科)・室蘭工業高等学校(電子機械科/電気科/建築科/環境土木科)

40

・厚真高等学校(普通科)・えもり高等学校(普通科)・雄武高等学校(普通科)・置戸高等学校(福祉科)・長万部高等学校(普通科)・上磯高等学校(普通科)

・下川実業高等学校(商業科)・上士幌高等学校(普通科)・札幌白陵高等学校(普通科)・更別農業高等学校(農業科)・士幌高等学校(アグリビジネス科)

・寿都高等学校(普通科)・津別高等学校(普通科)・当別高等学校(普通科/家政科)・野幌高等学校(普通科)・留萌高等学校(情報ビジネス科)

・美幌高等学校(生産環境科学科)・穂別高等学校(普通科)・紋別高等学校(総合ビジネス科)・蘭越高等学校(普通科)・深川東高等学校(総合ビジネス科)

39

・小樽明峰高等学校(普通科)・北星学園余市高等学校(普通科)・厚岸翔洋高等学校(海洋資源科)・虻田高等学校(事務情報科)

・遠別農業高等学校(生産科学科)・北見工業高等学校(電子機械科/電気科/建設科)・訓子府高等学校(普通科)・利尻高等学校(普通科)

・札幌東豊高等学校(普通科)・千歳北陽高等学校(普通科)・新十津川農業高等学校(農業･生活科)・幕別清陵高等学校(普通科)

・当別高等学校(園芸デザイン科)・中標津高等学校(食品ビジネス科)・鵡川高等学校(普通科)・紋別高等学校(電子機械科)・湧別高等学校(普通科)

38
・岩内高等学校(地域産業ビジネス科)・俱知安農業高等学校(生産科学科)・更別農業高等学校(生活科学科)・富川高等学校(普通科/商業科)

・名寄産業高等学校(機械・建築システム科)・利尻高等学校(商業科)・福島商業高等学校(商業科)・別海高等学校(酪農経営科)

・松前高等学校(普通科) ・留萌高等学校(電気･建築科)・南富良野高等学校(普通科) 

37
・上富良野高等学校(普通科)・壮瞥高等学校(地域農業科)・奈井江商業高等学校(情報処理科)・中標津農業高等学校(生産技術科)

・名寄産業高等学校(酪農科学科)・八雲高等学校(総合ビジネス科)・礼文高等学校(普通科) 

36 ・苫前商業高等学校(商業科)・名寄産業高等学校(生活文化科)・南幌高等学校(普通科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。
特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、
在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



三重県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

71 ・四日市高等学校(普通科国際科学コース)

69 ・四日市高等学校(普通科)

68 ・津西高等学校(国際科学科)

67 ・桑名高等学校(理数科)・津高等学校(普通科)・四日市南高等学校(普通科理数科学コース)

66
・鈴鹿工業高等専門学校(電気電子工学科/電子情報工学科/機械工学科/生物応用科学科/材料工学科)

・暁高等学校(普通科6年制編入)・上野高等学校(理数科)・伊勢高等学校(普通科国際学科コース)

65 ・松阪高等学校(理数科)

64 ・暁高等学校(普通科Ⅱ類英進コース)・高田高等学校(普通科Ⅱ類数理コース)

63 ・神戸高等学校(理数科)・川越高等学校(国際文理科)・四日市南高等学校(普通科)・鈴鹿高等学校(普通科6年制編入)

62 ・三重高等学校(普通科特進コース)・伊勢高等学校(普通科)

61 ・津西高等学校(普通科) ・桑名高等学校(普通科)

60 ・セントヨゼフ女子学園高等学校(普通科)・川越高等学校(普通科)

59 ・津田学園高等学校(普通科特別選抜コース)

58 ・四日市西高等学校(普通科比較文化歴史･数理情報)・松阪高等学校(普通科)

57 ・皇學館高等学校(普通科特別進学コース)・高田高等学校(普通科Ⅱ類文理コース)

56
・近畿大学工業高等専門学校(総合システム工学科特別進学コース)・神戸高等学校(普通科)・津東高等学校(普通科)

・桑名高等学校(衛生看護科)・宇治山田高等学校(普通科)・暁高等学校(普通科Ⅱ類進学コース)

55 ・上野高等学校(普通科)・名張青峰高等学校(普通科文理探究コース)

54 ・宇治山田商業高等学校(国際科)・尾鷲高等学校(普通科プログレッシブコース)

53
・海星高等学校(普通科進学特別コース)・木本高等学校(普通科)・四日市メリノール学院(英語科)

・宇治山田高等学校(商業科/情報処理科)・鈴鹿高等学校(普通科探究コース)

52
・暁高等学校(普通科Ⅰ類)・四日市西高等学校(普通科普通コース)・皇學館高等学校(普通科進学コース)

・四日市工業高等学校(電気科/電子機械科/電子工学科/物質工学科/機械科/自動車科/建築科)・三重高等学校(普通科進学コース)

51 ・伊勢学園高等学校(普通科特別進学コース)・桑名西高等学校(普通科)・四日市商業高等学校(情報マネジメント科)

50 ・高田高等学校(普通科Ⅰ類)・木本高等学校(総合学科)・津田学園高等学校(普通科特別進学コース)

49
・鳥羽商船高等専門学校(電子機械工学科/制御情報工学科)・いなべ総合学園高等学校(総合学科)・尾鷲高等学校(普通科スタンダードコース)

・四日市農芸高等学校(生活文化科)・松阪工業高等学校(国際教養科)

48 ・鳥羽商船高等学校(商船学科)・名張青峰高等学校(普通科)・四日市メリノール学院(普通科)・松阪工業高等学校(電気工学科)

47
・近畿大学工業高等専門学校(総合システム工学科一般コース)・相可高等学校(普通科/食物調理科)・津商業高等学校(情報システム科)

・松阪商業高等学校(情報ビジネス科/情報システム科)

46
・青山高等学校(普通科特進Sコース)・明野高等学校(生活教養科)・松阪工業高等学校(機械科)

・四日市商業高等学校(商業科)

45
・青山高等学校(普通科特進コース)・相可高等学校(生産経済科/環境創造科)

・桑名工業高等学校(機械科･材料技術科/電気科･電子科)・津商業高等学校(ビジネス科)・亀山高等学校(普通科)

・四日市中央工業高等学校(電気科/機械科/化学工学科/設備システム科/都市工学科)

44
・桜丘高等学校(普通科)・伊勢学園高等学校(普通科看護医療コース)・伊勢工業高等学校(機械科/電気科/建築科)

・飯野高等学校(応用デザイン科)・津工業高等学校(電気科/電子科/機械科/建設工学科)・松阪工業高等学校(繊維デザイン科)

43
・明野高等学校(福祉科)・白子高等学校(普通科)・久居高等学校(普通科普通コース)・伊勢学園高等学校(普通科選択コース)

・久居農林高等学校(生物資源科/生物生産科/生活デザイン科/環境情報科/環境土木科)・松坂工業高等学校(自動車科)

・四日市農芸高等学校(生産科学科･食品科学科/園芸科学科･環境造園科)・海星高等学校(普通科進学コース)

42
・飯野高等学校(英語コミュニケーション科)・鈴鹿高等学校(普通科創造コース)

・名張高等学校(総合学科)・津田学園高等学校(普通科総合進学コース)・松阪工業高等学校(工業化学科)

41 ・稲生高等学校(普通科)・志摩高等学校(普通科)・白子高等学校(普通科文化教養コース)・亀山高等学校(システムメディア科/総合生活科)

40
・伊賀白鳳高等学校(全科)・白子高等学校(生活創造科)・明野高等学校(生産科学科/食品科学科)

・昂学園高等学校(総合学科)・鳥羽高等学校(総合学科)・四日市四郷高等学校(普通科)

39
・青山高等学校(普通科進学コース)・あけぼの学園高等学校(総合学科)・飯南高等学校(総合学科)・桑名北高等学校(普通科)

・久居高等学校(普通科スポーツ科学コース)・四日市四郷高等学校(普通科スポーツ科学コース)

38
・稲生高等学校(体育科)・尾鷲高等学校(情報ビジネス科/システム工学科)・紀南高等学校(普通科)

・朝明高等学校(普通科普通コース/ふくし科)・南伊勢高等学校 度会校舎(普通科)・南伊勢高等学校 南勢校舎(普通科)

37
・愛農学園農業高等学校(農業科)・石薬師高等学校(普通科)・三重県立水産高等学校(海洋･機関科/水産資源科)

・白山高等学校(普通科/情報コミュニケーション科) ・菰野高等学校(普通科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



宮城県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

72 ・仙台第二高等学校(普通科)

69 ・仙台第一高等学校(普通科)・宮城第一高等学校(普通科/理数科) 
68 ・仙台二華高等学校(普通科)

67 ・仙台第三高等学校(理数科/普通科)・仙台向山高等学校(理数科)

66 ・仙台向山高等学校(普通科) ・聖ウルスラ学院英智高等学校(普通科特別志学コース タイプ1)

65
・仙台高等専門学校名取キャンパス(Ⅱ類[機械･電気･材料系]/Ⅲ類[建築系]) 

・尚絅学院高等学校(普通科特別進学コース)・仙台白百合学園高等学校(LSコース[特別進学]) 

64 ・泉館山高等学校(普通科)・仙台高等専門学校広瀬キャンパス(Ⅰ類[情報･電子系])

63 ・東北学院高等学校(普通科)・宮城野高等学校(総合学科)・宮城学院高等学校(普通科選抜コース)

62 ・泉高等学校(普通科)・仙台南高等学校(普通科)・宮城野高等学校(普通科)

61
・宮城学院高等学校(普通科特別進学コース/普通科特別進学コースグローバルコミュニケーション)

・聖ウルスラ学院英智高等学校(普通科特別志学コース　タイプ２)

60 ・東北学院榴ケ岡高等学校(普通科特別進学コース)・石巻高等学校(普通科)

58
・東北学院榴ケ岡高等学校(普通科GT選抜コース)・仙台育英学園高等学校(普通科特別進学コース)

・東北高等学校(普通科創進コース)・泉高等学校(英語科)・仙台東高等学校(普通科)・多賀城高等学校(普通科)・宮城野高等学校(美術科)

57 ・仙台白百合学園高等学校(LIコース[総合進学])・宮城学院高等学校(普通科総合進学コース)・多賀城高等学校(災害科学科)

56
・仙台白百合学園高等学校(LEコース[留学･英語]) ・東北学院榴ケ岡高等学校(普通科総合進学コース)・仙台市立仙台高等学校(普通科)

・古川学園高等学校(普通科進学コース)・仙台三桜高等学校(普通科)・古川高等学校(普通科) 

・聖和学園高等学校(普通科特進パイオニアコース)

55
・仙台城南高等学校(特進科)・石巻好文館高等学校(普通科[単位制])・白石高等学校(普通科)

・仙台西高等学校(普通科)・仙台東高等学校(英語科)・富谷高等学校(普通科)・常盤木学園高等学校(普通科スーパー両立コース[SBC])

54
・尚絅学院高等学校(普通科文理進学コース) ・聖和学園高等学校(普通科特進アドバンスコース)

・気仙沼高等学校(普通科)・宮城県工業高等学校(情報技術科)

53 ・聖ドミニコ学院高等学校(普通科特別進学コース)・常磐木学園高等学校(普通科国際コース)

52 ・佐沼高等学校(普通科)・古川黎明高等学校(普通科)

51
・仙台市立仙台商業高等学校(商業科)・宮城県工業高等学校(機械科/電子機械科/インテリア科)

・名取北高等学校(普通科)・利府高等学校(普通科)

50
・聖和学園高等学校(普通科特進アスリートコース)・仙台育英学園高等学校(普通科外国語コース)

・石巻西高等学校(普通科)・泉松陵高等学校(普通科)・宮城県工業高等学校(化学工学科)・仙台市立仙台工業高等学校(建築科)

49 ・仙台市立仙台工業高等学校(機械科/電気科/土木科)・角田高等学校(普通科)・宮城広瀬高等学校(普通科) 

48
・尚絅学院高等学校(普通科総合進学コース)・仙台城南高等学校(探究科)・宮城県工業高等学校(電気科)・塩釜高等学校(普通科)

・築館高等学校(普通科)・古川工業高等学校(電気電子科)・利府高等学校(スポーツ科学科)・白石高等学校(看護科)

47

・聖ウルスラ学院英智高等学校(普通科尚志コース)・仙台城南高等学校(科学技術科)・常磐木学園高等学校(普通科リバティコース)

・桜坂高等学校(普通科学励探究コース)・石巻工業高等学校(機械科/電気情報科/化学技術科/土木システム科/建築科)

・白石工業高等学校(機械技術科/電気科/工業化学科/建築科/設備工業科)・古川工業高等学校(土木情報科/建築科/機械科/化学技術科)

・東北生活文化大学高等学校(普通科特別進学コース)

46
・東北高等学校(普通科文理コース)・常磐木学園高等学校(音楽科)・大河原商業高等学校(流通マネジメント科/情報システム科/ＯＡ会計科)

・登米高等学校(普通科)・名取高等学校(普通科)・迫桜高等学校(総合学科)

45 ・岩ヶ崎高等学校(普通科文系教養コース/普通科理系教養コース) ・聖ドミニコ学院高等学校(普通科総合進学コース)

・仙台育英学園高等学校(普通科英進進学コース/普通科情報科学コース)・亘理高等学校(普通科普通コース)

44 ・石巻商業高等学校(総合ビジネス科)・小牛田農林高等学校(総合学科)

・塩釜高等学校(ビジネス科)・柴田高等学校(普通科)

43
・聖和学園高等学校(普通科リベラルアーツコース/普通科プログレスコース/普通科ジェネラルスタディコース) ・涌谷高等学校(普通科)

・登米総合産業高等学校(商業科)・黒川高等学校(普通科)・柴田高等学校(体育科) 

・東陵高等学校(普通科特別進学コース/普通科パフォーマンスコース)

42
・東北高等学校(普通科スポーツコース)・古川学園高等学校(普通科総合コース)・岩出山高等学校(普通科)

・名取高等学校(家政科)・中新田高等学校(普通科)

・亘理高等学校(食品科学科/商業科/家政科) 

41
・聖ドミニコ学院高等学校(普通科幼児保育進学コース/普通科キャリアデザインコース)・桜坂高等学校(普通科キャリア探究コース)

・宮城県農業高等学校(食品化学科)・松島高等学校(普通科/観光科)・松山高等学校(家政科)

・亘理高等学校(普通科園芸コース)

40

・東北高等学校(普通科文教コース) ・登米総合産業高等学校(機械科/電気科/情報技術科/福祉科)

・東北生活文化大学高等学校(美術･デザイン科/普通科保育コース/普通科未来創造コース/普通科進学コース)

・小牛田農林高等学校(農業技術科農業科学コース/農業技術科農業土木コース)・宮城県農業高等学校(農業科･園芸科/農業機械科/生活科) 

・志津川高等学校(普通科) ・村田高等学校(総合学科)

39

・仙台大学附属明成高等学校(調理科/介護福祉科介護福祉士養成コース/介護福祉科介護員育成コース/

普通科情報表現コース/普通科デザインアートコース/普通科総合コース/普通科健康スポーツコース)

・東北高等学校(普通科総合コース)・東北生活文化大学高等学校(商業科) ・宮城県水産高等学校(海洋総合科)・本吉響高等学校(総合学科)

・東陵高等学校(普通科総合進学コース)・古川学園高等学校(情報ビジネス科)・伊具高等学校(総合学科[単位制])

・登米総合産業高等学校(農業科)・鹿島台商業高等学校(商業科)・黒川高等学校(機械科/電子工学科/環境技術科)

・気仙沼向洋高等学校(情報海洋科/産業経済科)

38

・仙台育英学園高等学校(普通科技能開発コース/普通科フレックスコース)・石巻北高等学校(総合学科)

・一迫商業高等学校(流通経済科/情報処理科)・加美農業高等学校(農業科/農業機械科/生活技術科)・気仙沼向洋高等学校(機械技術科)

・蔵王高等学校(普通科[単位制])・志津川高等学校(情報ビジネス科)・柴田農林高等学校(食農科学科･動物科学科/森林環境科･園芸工学科)

・南郷高等学校(普通科/産業技術科)・松山高等学校(普通科)・大崎中央高等学校(普通科介護福祉コース/普通科総合コース)

・柴田農林高等学校川崎校(普通科) 

37 ・田尻さくら高等学校(普通科[Ⅰ部])

36 ・西山学院高等学校(普通科普通コース/普通科陶芸コース/普通科日本舞踊コース)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



宮崎県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

71 ・宮崎西高等学校(理数科)

70 ・宮崎大宮高等学校(文科情報科)

66 ・都城泉ケ丘高等学校(理数科)

64 ・宮崎大宮高等学校(普通科)

63 ・都城工業高等専門学校(機械工学科/電気情報工学科/物質工学科/建築学科)

62 ・延岡高等学校(メディカル･サイエンス科)

61 ・宮崎西高等学校(普通科)

60 ・宮崎日本大学高等学校(特別進学科)・宮崎南高等学校(フロンティア科)

59 ・宮崎北高等学校(サイエンス科)

58 ・日向学院高等学校(普通科)・延岡高等学校(普通科)・都城西高等学校(フロンティア科)

57 ・都城泉ケ丘高等学校(普通科)・都城西高等学校(普通科)

56 ・鵬翔高等学校(特進英数科)・小林高等学校(普通科/普通科探究科学コース)・宮崎北高等学校(普通科)

55 ・日章学園高等学校(普通科特別進学コース)・宮崎学園高等学校(特進科)・宮崎南高等学校(普通科)

54 ・日南学園高等学校(理数科)・延岡星雲高等学校(フロンティア科)

53
・高鍋高等学校(探究科学科)・宮崎商業高等学校(商業科/経営情報科/国際経済科/経営科学科)・宮崎日本大学高等学校(英語進学科) 

・佐土原高等学校(電子機械科/通信工学科/情報技術科/産業デザイン科)

52 ・日南学園高等学校(特進科)・都城商業高等学校(商業科/会計科/経営情報科)

51 ・高鍋高等学校(普通科)・日向高等学校(フロンティア科)・宮崎第一高等学校(文理科)・鵬翔高等学校(英数科スポーツコース)

50
・鵬翔高等学校(英数科総合進学コース)・都城高等学校(文理科)・日向高等学校(普通科)・延岡星雲高等学校(普通科)

・都城工業高等学校(機械科/情報制御システム科/電気科/建設システム科/化学工学科/インテリア科)・日南高等学校(普通科探究科学コース)

49
・聖心ウルスラ学園高等学校(普通科特別進学コース)

・宮崎工業高等学校(機械科/生産システム科/電気科/電子情報科/建築科/化学環境科/インテリア科)

48 ・日南高等学校(普通科)・延岡学園高等学校(普通科特進コース)

47
・都城聖ドミニコ学園高等学校(普通科)・高千穂高等学校(普通科)・高鍋高等学校(生活文化科)

・宮崎農業高等学校(生物工学科/生産流通科/食品工学科/環境工学科/生活文化科)

46
・飯野高等学校(普通科)・宮崎日本大学高等学校(総合進学科)

・延岡工業高等学校(機械科/電気電子科/情報技術科/土木科/環境化学システム科/生活文化科)

45
・鵬翔高等学校(看護科)・宮崎学園高等学校(普通科/経営情報科)・高千穂高等学校(経営情報科)・妻高等学校(普通科)・福島高等学校(普通科)

・日南振徳高等学校(商業科/経営情報科)・延岡商業高等学校(流通経済科/経営情報科/商業科/会計科)・日向工業高等学校(機械科/電気科/建築科)

44
・都城東高等学校(看護科)・小林高等学校(普通科体育コース)・小林秀峰高等学校(機械科/電気科)

・妻高等学校(情報ビジネスフロンティア科/福祉科)・富島高等学校(商業科/会計科/経営情報科/国際経済科)

・都城農業高等学校(農業科/畜産科/農業土木科/食品科学科/ライフデザイン科)

43
・聖心ウルスラ学園高等学校(看護科)・日南学園高等学校(看護科)・日南学園高等学校宮崎類学館(看護科)・富島高等学校(生活文化科)

・都城東高等学校(普通科)・小林秀峰高等学校(商業科/経営情報科)・高城高等学校(普通科)・宮崎第一高等学校(普通科)

42
・日章学園高等学校(普通科スポーツ進学コース/普通科経営情報コース/普通科共生コース/ヘアーデザイン科/パティシエ科)

・飯野高等学校(生活文化科)・日南振徳高等学校(機械科/電気科)・本庄高等学校(総合学科)

41

・聖心ウルスラ学園高等学校(普通科総合コース)・日章学園高等学校(福祉科/トータルエステティック科)

・延岡学園高等学校(普通科総合コース/普通科普通コース/調理科調理師コース/調理科食文化コース)

・鵬翔高等学校(くらしの科学科医療歯科コース/システム工学科電子機械コース/システム工学科自動車工学コース)

・高城高等学校(生活文化科)・高鍋農業高等学校(園芸科学科/畜産科学科/食品科学科/フードビジネス科)・宮崎海洋高等学校(海洋科学科)

・宮崎日本大学高等学校(情報ビジネス学科/芸術学科)

40
・小林西高等学校(普通科)・鵬翔高等学校(くらしの科学科商業情報コース)・日南学園高等学校(普通科総合進学クラス)

・都城高等学校(普通科)・門川高等学校(総合学科/福祉科)・小林秀峰高等学校(農業科/福祉科)

・高千穂高等学校(生産流通科)・日南振徳高等学校(地域農業科/福祉科)・宮崎第一高等学校(国際マルチメディア科/電気科)

39
・小林西高等学校(調理科/ビジネス総合科)・日南学園高等学校(普通科総合情報クラス/調理科) 

・日章学園高等学校(調理科/コンピュータ科/電気科/自動車科)・都城東高等学校(調理科)

・都城高等学校(情報ビジネス科/電気システム科/介護科) 

38 ・都城東高等学校(総合ビジネス科/自動車工業科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



山形県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

71 ・山形東高等学校(探究科)

70 ・山形東高等学校(普通科)

69 ・山形南高等学校(理数科)

68 ・山形西高等学校(普通科)・米沢興譲館高等学校(探究科)

67 ・山形南高等学校(普通科)

66 ・日本大学山形高等学校(普通科特別進学コース)・米沢興譲館高等学校(普通科)・酒田東高等学校(探究科)

64 ・長井高等学校(普通科探究コース)

63 ・鶴岡南高等学校(普通科･理数科)・寒河江高等学校(普通科探究コース)

62 ・酒田東高等学校(普通科)・長井高等学校(普通科一般コース)

61 ・東海大学山形高等学校(普通科特進コース)・寒河江高等学校(普通科一般コース)・山形中央高等学校(普通科)

60 ・新庄東高等学校(普通科Eコース)・山形北高等学校(普通科)

59 ・鶴岡工業高等専門学校(創造工学科)・新庄北高等学校(普通科/普通科一般コース)

58 ・山形城北高等学校(特進科)・山形市立商業高等学校(経済科)・酒田南高等学校(特別進学科)

57 ・山形市立商業高等学校(総合ビジネス科)

56 ・米沢東高等学校(普通科)・東桜学館高等学校(普通科)

55
・新庄東高等学校(普通科Aコース)・鶴岡東高等学校(特進科)・酒田西高等学校(普通科)・鶴岡北高等学校(普通科)

・山辺高等学校(看護科)・山形市立商業高等学校(国際コミュニケーション科)・羽黒高等学校(普通科特進コース)

54
・羽黒高等学校(国際科)・九里学園高等学校(普通科プログレスコース)・日本大学山形高等学校(普通科進学コース)

・山形工業高等学校(情報技術科)・山本学園高等学校(普通科特進コース)・米沢中央高等学校(特別進学コース)

53 ・羽黒高等学校(国際科)

52
・東海大学山形高等学校(普通科総合進学コース)・鶴岡工業高等学校(機械科/電気電子科/情報通信科/建築科/環境化学科)

・鶴岡中央高等学校(普通科)・米沢商業高等学校(総合ビジネス科/情報ビジネス科)・酒田光陵高等学校(情報科)

51 ・上山明新館高等学校(普通科/情報経営科)

50
・日本大学山形高等学校(普通科スポーツコース)・新庄南高等学校(普通科)・天童高等学校(総合学科)

・山形工業高等学校(機械科/電子機械科/電気電子科/建築科/土木科･化学科)・山辺高等学校(福祉科)

49 ・鶴岡中央高等学校(総合学科)・山辺高等学校(食物科)・米沢工業高等学校(機械科･生産デザイン科/電気情報科/建築科･環境工学科)

48
・新庄南高等学校(総合ビジネス科)・南陽高等学校(普通科)・谷地高等学校(普通科)・山形北高等学校(音楽科)・山形中央高等学校(体育科)

・山形城北高等学校(普通科進学教養コース)・酒田光陵高等学校(機械制御科/電気電子科/環境技術科)

47
・鶴岡東高等学校(情報科)・山形学院高等学校(情報創造科)・上山明新館高等学校(食料生産科)・北村山高等学校(総合学科)

・新庄神室産業高等学校(機械電気科/環境デザイン科)・酒田光陵高等学校(普通科/商業科ビジネス流通科/商業科ビジネス会計科)

46
・新庄東高等学校(普通科Sコース)・東海大学山形高等学校(普通科総合学習コース)・羽黒高等学校(普通科)

・山形学院高等学校(総合普通科)・寒河江工業高等学校(機械科/電子機械科/情報技術科)・庄内総合高等学校(総合学科)

・高畠高等学校(総合学科)・村山産業高等学校(機械科/電子情報科/流通ビジネス科)

45
・鶴岡東高等学校(体育科)・山形学院高等学校(食物調理科)・長井工業高等学校(機械システム科/電子システム科/福祉生産システム科)

・山形城北高等学校(普通科情報コース)

44
・酒田南高等学校(総合普通科)・九里学園高等学校(普通科ユニバーサルコース)・鶴岡東高等学校(総合科)

・新庄神室産業高等学校(生物生産科/生物環境科)・山形城北高等学校(普通科幼教福祉コース/普通科スポーツ総合コース)

・山本学園高等学校(普通科普通コース)

43 ・基督教独立学園高等学校(普通科)・新庄東高等学校(普通科Tコース)・羽黒高等学校(総合情報学科/機械システム学科/自動車システム学科)

42
・左沢高等学校(総合学科)・置賜農業高等学校(生物生産科/園芸福祉科/食料環境科) 

・山本学園高等学校(商業科ビジネスコース/商業科情報処理コース/衣創科)・米沢中央高等学校(総合コース)

41
・山形明正高等学校(普通科/自動車工学科/情報機械科)・荒砥高等学校(総合学科)・加茂水産高等学校(海洋技術科/海洋資源科)

・新庄神室産業高等学校真室川校(普通科)・創学館高等学校(やまがた創造工学科)・村山産業高等学校(農産経営科/農業環境科)

39
・酒田南高等学校(食育調理コース)・新庄南高等学校金山校(普通科)・庄内農業高等学校(食品生産科/食品科学科)

・遊佐高等学校(普通科)・新庄北高等学校最上分校(普通科)

38 ・小国高等学校(普通科)

35 ・霞城学園高等学校(普通科[定時制])

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



山口県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

71 ・徳山高等学校(理数科)

70 ・山口高等学校(理数科)

68
・徳山工業高等専門学校(機械電気工学科/情報電子工学科/土木建築工学科)

・宇部高等学校(探究科[人文社会学科+自然科学科])・下関西高等学校(普通科/探究科)・山口高等学校(普通科)

67 ・岩国高等学校(理数科)・宇部高等学校(普通科)

65 ・徳山高等学校(普通科)

64 ・高水高等学校(6年制普通科)

62 ・防府高等学校(普通科)・慶進高等学校(普通科アドバンスコース)

61 ・野田学園高等学校(普通科特別進学コース)・岩国高等学校(普通科)・宇部フロンティア大学附属香川高等学校(普通科特別進学コース)

60
・宇部工業高等専門学校(機械工学科/電気工学科/制御情報工学科/物質工学科/経営情報学科)

・サビエル高等学校(普通科特別進学コース)・早鞆高等学校(菁菁館普通科特別進学コース第Ⅰ類)

59 ・山口県桜ケ丘高等学校(普通科特別進学コース)・大津緑洋高等学校大津校舎(普通科)・下関南高等学校(普通科)

58
・下松高等学校(普通科)・豊浦高等学校(普通科)・萩高等学校(探究科)・山口中央高等学校(普通科)

・梅光学院高等学校(普通科特別進学イングリッシュ･サイエンスコース)

57 ・野田学園高等学校(普通科グローバルインターナショナルコース)・小野田高等学校(普通科)・柳井高等学校(普通科)

56 ・大島商船高等専門学校(商船学科)・萩高等学校(普通科)

55 ・高水高等学校(普通科特別進学コース)・大島商船高等専門学校(電子機械工学科/情報工学科)

54 ・華陵高等学校(英語科)・西京高等学校(普通科)

53
・下関市立下関商業高等学校(情報処理科)・新南陽高等学校(普通科)・徳山商工高等学校(総合ビジネス科/情報ビジネス科)

・光高等学校(普通科)・防府高等学校(衛生看護科)

52
・サビエル高等学校(普通科進学コース)・高川学園高等学校(普通科特別進学コース)・華陵高等学校(普通科)

・早鞆高等学校(菁菁館普通科特別進学コース第Ⅱ類)

51 ・山口県鴻城高等学校(普通科特別進学コース)

50

・下関市立下関商業高等学校(商業科)・萩光塩学院高等学校(普通科特進コース)・柳井学園高等学校(普通科総合進学コース)

・岩国工業高等学校(機械科/電気科/都市工学科/システム化学科)・宇部工業高等学校(機械科/電子機械科/電気科/化学工業科)

・西京高等学校(総合ビジネス科/情報処理科)・萩商工高等学校(総合ビジネス科/情報デザイン科)・宇部鴻城高等学校(普通科特別進学コース)

・防府商工高等学校(商業科/情報処理科/機械科)・長府高等学校(総合学科)

49 ・宇部商業高等学校(商業科/総合情報科)・宇部中央高等学校(普通科)・徳山商工高等学校(機械科/電子情報技術科/環境システム科)

48

・誠英高等学校(普通科特別進学コース)・厚狭高等学校(普通科)・岩国商業高等学校(国際情報科/総合ビジネス科)

・岩国総合高等学校(総合学科)・熊毛南高等学校(普通科)・光高等学校(総合学科)・防府西高等学校(総合学科)

・宇部フロンティア大学付属香川高等学校(普通科進学コース)・梅光学院高等学校(普通科進学グローバルコース/音楽科)

・下関工科高等学校(機械工学科/電子工学科/建設工学科/応用科学工学科)

47 ・慶進高等学校(普通科グローバルコース)・下松工業高等学校(システム機械科/電子機械科/情報電子科/化学工業科)

46
・中村女子高等学校(普通科特別進学コース)・南陽工業高等学校(機械システム科/電気科/応用化学科)

・萩商工高等学校(機械･土木科/電気･建築科)

45
・中村女子高等学校(看護科)・萩光塩学院高等学校(普通科普通コース)・早鞆高等学校(衛生看護科)・柳井学園高等学校(衛生看護科)

・厚狭高等学校(総合家庭科)・小野田工業高等学校(機械科/電子科学科/化学工業科)・柳井商工高等学校(ビジネス情報科)

・下関北高等学校(普通科)

44
・野田学園高等学校(普通科進学コース)・早鞆高等学校(普通科進学グローアップコース)

・山口県鴻城高等学校(衛生看護科)・西京高等学校(普通科体育コース)

43
・長門高等学校(普通科)・山口県桜ケ丘高等学校(普通科一般進学コース)・宇部西高等学校(総合学科)・熊毛北高等学校(ライフデザイン科)

・周防大島高等学校 安下庄校舎(普通科)・高森高等学校(普通科)・田布施農工高等学校(生物生産科/機械制御科)・田部高等学校(普通科)

・柳井商工高等学校(機械科/建築･電子科)・山口農業高等学校(生物生産科/食品工学科/生活科学科/環境科学科)

42
・誠英高等学校(情報会計科)・美祢青嶺高等学校(普通科/機械科/電気科)・熊毛北高等学校(普通科)・田布施農工高等学校(食品科学科/都市緑地科)

・宇部フロンティア大学付属香川高等学校(生活デザイン科/保育科/食物調理科)・周防大島高等学校 久賀校舎(地域創生科)

・聖光高等学校(普通科進学コース/普通科総合コース/普通科社会福祉コース/綜合ビジネス科情報ビジネスコース/綜合ビジネス科医療ビジネスコース/機械科)

41
・高川学園高等学校(普通科文理進学コース)・中村女子高等学校(福祉科)・成進高等学校(普通科/総合ビジネス科)・田部高等学校(総合生活科)

・山口県桜ケ丘高等学校(普通科アーティストコース/電気科/商業科)・大津緑洋高等学校 日置校舎(生物生産科/生活科学科)

40
・中村女子高等学校(普通科普通コース/情報ビジネス科/調理科)・大津緑洋高等学校 水産校舎(海洋技術科/海洋科学科)

・萩高等学校(総合学科)・宇部鴻城高等学校(普通科普通コース)

39
・高水高等学校(普通科進学コース)・山口県鴻城高等学校(普通科普通コース/情報商業科)・宇部鴻城高等学校(工業科)

・早鞆高等学校(普通科キャリア･アスリートコース/自動車工学科/普通科ビューティーコース/生活クリエイト科)

38
・誠英高等学校(普通科生活文化コース/普通科情報文化コース/福祉科)・宇部鴻城高等学校(工業科/医療秘書科)

・高川学園高等学校(普通科医療福祉コース/普通科情報ビジネスコース/普通科スポーツ進学コース)・山口農業高等学校 西市分校(総合学科)

・柳井学園高等学校(普通科教養キャリアコース/普通科スポーツ科学コース)・岩国高等学校広瀬分校(普通科)・徳山高等学校 鹿野分校(普通科)

37
・長門高等学校(商業科)・防府高等学校 佐波分校(普通科)・徳山高等学校 徳山北分校(普通科)

・岩国高等学校 坂上分校(普通科)・山口高等学校 徳佐分校(普通科)・下関国際高等学校(普通科普通コース)

36
・下関国際高等学校(普通科ハングル会話コース/電子機械科電子機械コース/電子機械科自動車工学コース)

・下関短期大学付属高等学校(普通科/くらしデザイン科/音楽科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



山梨県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

71 ・甲府南高等学校(理数科)

68 ・甲府第一高等学校(探究科)

67 ・甲府東高等学校(普通科理数コース)・吉田高等学校(理数科)

65 ・北杜市立甲陵高等学校(普通科[単位制])

63 ・甲府西高等学校(普通科[単位制])

62 ・甲府南高等学校(普通科)

61 ・駿台甲府高等学校(普通科)

60 ・富士学苑高等学校(普通科特別進学Ａコース)・韮崎高等学校(文理科)

59 ・日本大学明誠高等学校(普通科特別進学コース)・山梨学院高等学校(普通科特別進学コースプレミアム系列)

58 ・市川高等学校(英語科)・甲府東高等学校(普通科普通コース)・吉田高等学校(普通科)

57 ・甲府第一高等学校(普通科)

54
・山梨学院高等学校(普通科特別進学コースグローバル系列)・甲府昭和高等学校(普通科)

・巨摩高等学校(普通科理数創造コース)・都留高等学校(普通科[単位制])・日川高等学校(普通科[単位制])・山梨英和高等学(普通科)

53 ・韮崎高等学校(普通科)・北杜高等学校(普通科理数コース)

52 ・日本大学明誠高等学校(普通科普通コース)・富士学苑高等学校(普通科特別進学Sコース)・帝京第三高等学校(普通科特選コース)

50 ・塩山高等学校(普通科英数コース)

49 ・甲府工業高等学校(電子科)

48 ・山梨学院高等学校(普通科進学コース)・市川高等学校(普通科)・都留興譲館高等学校(英語理数科)

47 ・甲府工業高等学校(建築科)

46 ・甲府市立甲府商業高等学校(情報処理科/商業科)・甲府工業高等学校(電気科)・富士河口湖高等学校(普通科)

45 ・北杜高等学校(普通科)・身延高等学校(総合学科)	・巨摩高等学校(普通科普通類型)

44
・駿台甲府高等学校(普通科アスリートコース)・上野原高等学校(総合学科)

・甲府工業高等学校(機械科/土木科)・山梨高等学校(普通科)・東海大学附属甲府高等学校(普通科特進コースA)

43 ・甲府城西高等学校(総合学科)・笛吹高等学校(普通科)・東海大学附属甲府高等学校(普通科特進コースB)

42 ・白根高等学校(普通科普通コース)・富士北稜高等学校(総合学科)・都留興譲館高等学校(普通科)

41
・甲斐清和高等学校(普通科進学コース)・東海大学付属甲府高等学校(普通科総合進学コース)・富士学苑高等学校(普通科進学コース)

・峡南高等学校(工業科全科)・笛吹高等学校(果樹園芸科/食品化学科)

40 ・日本航空高等学校(普通科/航空科)・笛吹高等学校(総合学科)・北杜高等学校(総合学科)

39
・甲斐清和高等学校(普通科人間文科コース/音楽科)・駿台甲府高校(美術デザイン科)・帝京第三高等学校(普通科普通コース)

・塩山高等学校(普通科)・韮崎工業高等学校(工業科全科)・増穂商業高等学校(情報処理科)

38
・塩山高等学校(商業科[商業･情報シス･国際経済])・増穂商業高等学校(商業科)　

・農林高等学校(森林科学科/環境土木科/造園緑地科/食品科学科/システム園芸科)	

37 ・富士学苑高等学校(普通科普通コース)・身延山高等学校(普通科)・都留興譲館高等学校(工業科)

36 ・甲斐清和高等学校(普通科総合コース)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。



和歌山県高等学校偏差値≪2022年度版≫

偏差値 学校名

74 ・智辯学園和歌山高等学校(普通科編入コース)

71 ・開智高等学校(普通科SI類コース)

70 ・近畿大学附属和歌山高等学校(普通科ADコース/普通科スーパーADコース)

69 ・桐蔭高等学校(普通科)

67 ・開智高等学校(普通科Ⅰ類コース)

66 ・向陽高等学校(普通科)

65 ・和歌山工業高等専門学校(知能機械工学科/電気情報工学科/物質工学科/環境都市工学科)

64 ・和歌山信愛高等学校(特進コース)

63 ・近畿大学附属新宮高等学校(普通科アグレッシブコース)・初芝橋本高等学校(普通科Premium[国公立]コース)

60 ・初芝橋本高等学校(普通科Ritsumekan[立命館]コース)・海南高等学校	海南校舎(普通科)

58 ・星林高等学校(普通科)・田辺高等学校(普通科)・橋本高等学校(普通科)・海南高等学校	海南校舎(教養理学科)

57 ・耐久高等学校(普通科)

56 ・星林高等学校(国際交流科)・那賀高等学校(普通科)

55 ・近畿大学附属新宮高等学校(普通科フロンティアコース)	

54 ・日高高等学校(普通科)・高野山高等学校(普通科特別進学コース)

53 ・智辯学園和歌山高等学校(普通科スポーツコース)・神島高等学校(普通科)・和歌山信愛高等学校(学祭コース)・粉河高等学校(普通科)

52 ・新宮高等学校(普通科)・和歌山工業高等学校(機械科)	・初芝橋本高等学校(普通科Advance[総合進学]コース)

51 ・那賀高等学校(国際科)

50
・神島高等学校(経営科学科)・和歌山工業高等学校(電気科)・和歌山商業高等学校(ビジネス創造科)

・和歌山市立和歌山高等学校(デザイン科/普通科)

49 ・笠田高等学校(普通科)

48 ・熊野高等学校(看護科)・和歌山工業高等学校(建築科)	・粉河高等学校(普通科)・高野山高等学校(宗教科Ⅱ類)

47
・箕島高等学校(普通科普通コース/情報経営科)・和歌山北高等学校	北校舎(普通科)

・和歌山工業高等学校(産業デザイン科/創造技術科)・和歌山市立和歌山高等学校(総合ビジネス科)

46
・笠田高等学校(情報処理科/総合ビジネス科)・貴志川高等学校(人間科学科)・和歌山工業高等学校(科学技術科/土木科)

・高野山高等学校(宗教科Ⅰ類)

45 ・南部高等学校(普通科)・串本古座高等学校(普通科)

44 ・紀央館高等学校(普通科)・紀北工業高等学校(電気科/機械科)

43
・紀北工業高等学校(システム化学科)・熊野高等学校(総合学科)・田辺工業高等学校(機械科/電気電子科/情報システム科)

・箕島高等学校(機械科)・和歌山北高等学校	北校舎(スポーツ健康学科)・和歌山高等学校(総合学科)・和歌山北高等学校	西校舎(普通科)

42 ・紀央館高等学校(工業技術科)・新翔高等学校(総合学科)・海南高等学校	大成校舎(普通科)

41
・有田中央高等学校(総合学科)・貴志川高等学校(普通科)・紀北農芸高等学校(生産流通科/施設園芸科/環境工学科)

・箕島高等学校(普通科スポーツコース)	・高野山高等学校(普通科スポーツコース)

40
・南部高等学校(食と農園科)・和歌山東高等学校(普通科)・海南高等学校	美里分校(普通科)・日高高等学校	中津分校(普通科)

・高野山高等学校(普通科自己探求コース)

39 ・海南市立海南下津高等学校(家政科/食物科)

38 ・南部高等学校	龍神分校(普通科)

37 ・有田中央高等学校	清水分校(普通科)

※1：学校名と学校法人名の違いにご注意ください。

※2：合否は選抜方法の影響を強く受けるため、偏差値は目標設定の目安にしてください。

特に内申点によって、合否が変わることがあります。

      ※3：こちらの情報は最新の入試情報ではありません。進路選択にあたっては、

在籍する中学校での進路相談、および志望する高校からの入試情報の確認をお願いします。

※4：高校名は各都道府県の教育政策課の公開している高等学校一覧を参考にしています。


