
北海道 山形県 江戸川学園取手 武南 荏田 村上中等教育 長野工業 岡崎東

函館中部 山形東 茗溪学園 東京成徳大学深谷 横浜雙葉 柏崎翔洋中等 篠ノ井 新城東

滝川 山形南 常総学院 星野 横浜女学院 新潟翠江 松代 国府

稚内 山形西 水戸葵陵 埼玉栄 関東学院 燕中等 屋代 日進

釧路湖陵 山形北 鹿島学園 栄東 横浜清風 津南中等 上田 一宮南

釧路江南 山形中央 翔洋学園 秀明 神奈川学園 直江津中等 上田染谷丘 日進西

北広島 寒河江 つくば開成 獨協埼玉 桐蔭学園 佐渡中等 上田東 春日井南

帯広緑陽 谷地 第一学院（高萩校） 春日部共栄 武相 高志中等 丸子修学館 新川

伊達緑丘 楯岡 東豊学園つくば松実 城北埼玉 横浜 新潟明訓 蓼科 中京大学附属中京

函館 新庄北 栃木県 西武学園文理 山手学院 新潟青陵 小諸 東海

北海学園札幌 米沢興譲館 宇都宮 開智 法政大学第二 北越 岩村田 名城大学附属

立命館慶祥 米沢東 宇都宮南 東京農業大学第三 鎌倉学園 中越 野沢北 滝

とわの森三愛 高畠 宇都宮女子 東野 向上 帝京長岡 野沢南 桜丘

函館ラ・サール 長井 宇都宮中央女子 千葉県 新潟県 上越 小海 光ケ丘女子

北嶺 鶴岡南 鹿沼 八千代 長岡工業高専 加茂暁星 諏訪清陵 愛知産業大学三河

青森県 鶴岡北 栃木 鎌ケ谷 新潟 新発田中央 諏訪二葉 栄徳

青森東 酒田東 佐野 国府台 新潟中央 新潟清心女子 岡谷南 三重県

青森南 酒田西 足利 松戸国際 新潟南 敬和学園 岡谷工業 四日市南

弘前 酒田北 足利南 柏（県立） 新潟江南 関根学園 上伊那農業 暁

八戸 上山明新館 足利女子 柏南 新潟西 新潟第一 伊那北 三重

八戸北 霞城学園 真岡 佐原 新潟工業 東京学館新潟 伊那弥生ケ丘 青山

八戸西 鶴岡中央 真岡女子 匝瑳 新潟商業 日本文理 飯田 滋賀県

五所川原 酒田光陵 茂木 長狭 新潟向陽 開志学園 飯田風越 彦根東

大湊 日本大学山形 大田原 津田沼 巻 長岡英智 梓川 京都府

青森明の星 山形明正 黒磯 成田 巻総合 富山県 松本工業 京都教育大学附属

岩手県 羽黒 鹿沼東 千葉敬愛 吉田 入善 松本県ケ丘 山城

盛岡第一 鶴岡東 宇都宮清陵 千葉経済大学附属 新発田 桜井 松本美須々ケ丘 東山

盛岡第二 酒田南 小山西 和洋国府台女子 西新発田 魚津 松本深志 大阪府

盛岡北 和順館 さくら清修 麗澤 新発田農業 滑川 松本蟻ケ崎 牧野

黒沢尻北 福島県 作新学院 千葉明徳 村上 富山東 松本筑摩 高津

水沢 福島（県立） 宇都宮短期大学附属 国府台女子学院高等部 村上桜ケ丘 富山南 豊科 明星

一関第二 橘 國學院大學栃木 八千代松陰 中条 富山 長野南 上宮

大船渡 福島西 佐野日本大学中等 市原中央 豊栄 富山いずみ 中野西 大阪女学院

宮古工業 安達 群馬県 東京都 新津 富山中部 飯山 兵庫県

福岡 安積 前橋（県立） 上野 新津工業 富山西 木曽青峰 六甲

岩手 安積黎明 前橋女子 江戸川 白根 高岡 長野（市立） 親和女子

盛岡中央 郡山東 勢多農林 高島 五泉 氷見 大町岳陽 滝川

花巻東 須賀川 高崎 豊多摩 阿賀黎明 高岡南 松商学園 小林聖心女子学院

宮城県 須賀川桐陽 高崎女子 白鴎 長岡 砺波 松本第一 自由ケ丘

仙台第二 白河 桐生 日比谷 長岡大手 水橋 長野清泉女学院 第一学院（養父校）

仙台第三 白河旭 桐生南 保谷 長岡明徳 呉羽 文化学園長野 島根県

古川 会津 桐生女子 雪谷 長岡農業 福岡 長野日本大学 松江北

白石 葵 太田 成瀬 長岡工業 大門 上田西 平田

石巻 会津学鳳 太田女子 新宿山吹 長岡商業 南砺福野 飯田女子 出雲北陵

気仙沼 喜多方 沼田 麹町学園女子 見附 南砺福光 東京都市大学塩尻 石見智翠館

泉 磐城 沼田女子 広尾学園 栃尾 富山第一 佐久長聖 岡山県

多賀城 磐城桜が丘 館林 明治学院 三条 富山国際大学付属 信濃むつみ 岡山理科大学附属

岩ケ崎 いわき総合 渋川 山脇学園 三条東 高岡第一 岐阜県 広島県

宮城第一 湯本 渋川女子 國學院 三条商業 高岡向陵 関 広島なぎさ

仙台二華 相馬 富岡東 東海大学付属望星 加茂 片山学園 恵那 山口県

仙台三桜 原町 中之条 駒込 加茂農林 石川県 中津 慶進

仙台南 あさか開成 吾妻 昭和第一 小千谷 大聖寺 斐太 香川

石巻西 郡山 前橋（市立） 獨協 小千谷西 金沢泉丘 飛騨神岡 香川高専

富谷 福島東 高崎北 女子聖学院 堀之内 金沢桜丘 岐阜東 観音寺第一

宮城野 福島南 前橋東 駿台学園 小出 羽咋 美濃加茂 愛媛

仙台育英学園 ふたば未来学園 高崎東 足立学園 六日町 鹿西 多治見西 新居浜西

東北学院 福島成蹊 高崎経済大学附属 小野学園女子 八海 七尾 麗澤瑞浪 済美平成中等

東北学院榴ケ岡 桜の聖母学院 中央中等 攻玉社 十日町 野々市明倫 高山西 福岡

宮城学院 聖光学院 伊勢崎（県立） 文教大学付属 柏崎 星稜 静岡県 九州国際大学付属

仙台白百合学園 尚志 伊勢崎 多摩大学目黒 柏崎常盤 福井県 三島北 西南学院

聖和学園 日本大学東北 太田フレックス 八雲学園 柏崎工業 大野 沼津東 佐賀

仙台城南 石川（私立） 四ツ葉学園中等 成城学園 高田 勝山 沼津西 唐津西

古川学園 会津若松ザベリオ学園 共愛学園 日本工業大学駒場 高田北城 武生 富士 熊本

東陵 福島県磐城第一 桐生第一 日本大学第三 高田農業 金津 静岡城北 水俣

秀光中等 いわき秀英 常磐 実践学園 高田商業 山梨県 藤枝西 熊本マリスト学園

秋田県 茨城県 新島学園 巣鴨 新井 甲府南 袋井 宮崎

秋田 日立第一 高崎商科大学附属 日本放送協会学園 有恒 日川 磐田南 高千穂

秋田北 水戸第二 東京農業大学第二 聖徳学園 糸魚川 都留 浜松北 鹿児島

秋田南 勝田 樹徳 大成 佐渡 吉田 浜松南 れいめい

大館鳳鳴 鉾田第一 前橋育英 文華女子 羽茂 甲府西 富士市立 屋久島おおぞら

能代 麻生 高崎健康福祉大学高崎 東海大学菅生 佐渡総合 甲陵 富士東 沖縄

本荘 下館第二 明和県央 神奈川県 万代 駿台甲府 伊豆中央 開邦

由利 水海道第一 埼玉県 鶴見 新潟東 山梨学院大学附属 富士宮西 那覇国際

横手 古河第三 筑波大学附属坂戸 多摩 新津南 山梨学院 星陵 昭和薬科大学附属

横手城南 牛久 熊谷 生田 高志 日本大学明誠 静岡北 八洲学園大学国際

湯沢 日立北 川口（県立） 百合丘 明鏡 日本航空 静岡学園

秋田中央 伊奈 熊谷女子 湘南 新潟北 長野県 常葉大学附属菊川

新屋 並木 不動岡 小田原 分水 飯山北 磐田東

横手清陵学院 茨城キリスト教学園 熊谷西 西湘 新発田南 須坂東 静岡県西遠女子学園

大館国際情報学院 茨城 伊奈学園総合 上溝南 新発田商業 須坂 桐陽

明桜 水戸啓明 大宮開成 厚木 長岡向陵 長野吉田 愛知県

聖霊女子短期大学付属 水城 狭山ケ丘 大磯 国際情報 長野西 中村

秋田和洋女子 土浦日本大学 本庄東 橋本 村上中等 長野東 春日井

新潟薬科大学 志願者出身高校一覧 （平成27～30年度入学試験 実績）


