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1 　札幌市 北海道札幌国際情報高等学校 60 三重県 公立 　四日市市 三重県立四日市高等学校

2 　滝川市 北海道滝川西高等学校 61 　守山市 滋賀県立守山中学・高等学校

3 　登別市 北海道登別明日中等教育学校 62 　甲賀市 滋賀県立水口東中学校・高等学校

4 　札幌市 札幌聖心女子学院高等学校 63 国立 　京都市 京都教育大学附属高等学校

5 　札幌市 北海学園札幌高等学校 64 　京都市 京都府立嵯峨野高等学校

6 　江別市 立命館慶祥高等学校 65 　京都市 京都府立鳥羽高等学校

7 　北広島市 札幌日本大学高等学校 66 　京都市 京都市立西京高等学校

8 公立 　盛岡市 岩手県立盛岡第一高等学校 67 　京都市 京都市立日吉ケ丘高等学校

9 私立 　盛岡市 盛岡中央高等学校 68 　京都市 京都市立堀川高等学校

10 　仙台市 宮城県仙台二華中学校・高等学校 69 　京都市 京都先端科学大学附属高等学校

11 　気仙沼市 宮城県気仙沼高等学校 70 　宇治市 立命館宇治高等学校

12 私立 　仙台市 仙台白百合学園中学・高等学校 71 　長岡京市 立命館高等学校

13 秋田県 公立 　秋田市 秋田県立秋田南高等学校 72 　京田辺市 同志社国際高等学校

14 福島県 公立 　広野町 福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校 73 国立 　大阪市 大阪教育大学附属高等学校平野校舎

15 茨城県 私立 　牛久市 東洋大学附属牛久中学校・高等学校 74 　堺市 大阪府立泉北高等学校

16 栃木県 公立 　佐野市 栃木県立佐野高等学校 75 　堺市 大阪府立三国丘高等学校

17 　高崎市 群馬県立中央中等教育学校 76 　豊中市 大阪府立豊中高等学校

18 　高崎市 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 77 　吹田市 大阪府立千里高等学校

19 国立 　坂戸市 筑波大学附属坂戸高等学校 78 　能勢町 大阪府立豊中高等学校能勢分校

20 　さいたま市 埼玉県立浦和第一女子高等学校 79 　高槻市 関西大学高等部

21 　加須市 埼玉県立不動岡高等学校 80 　高槻市 高槻高等学校・中学校

22 公立 　佐倉市 千葉県立佐倉高等学校 81 　河内長野市 清教学園高等学校

23 　千葉市 渋谷教育学園幕張高等学校 82 　箕面市 関西学院千里国際高等部

24 　木更津市 暁星国際高等学校 83 　高石市 清風南海高等学校

25 　港区 東京工業大学附属科学技術高等学校 84 　交野市 関西創価高等学校

26 　文京区 筑波大学附属高等学校 85 　神戸市 兵庫県立兵庫高等学校

27 　世田谷区 東京学芸大学附属高等学校 86 　神戸市 神戸市立葺合高等学校

28 　練馬区 東京学芸大学附属国際中等教育学校 87 　芦屋市 兵庫県立国際高等学校

29 　世田谷区 佼成学園女子中学高等学校 88 　神戸市 啓明学院中学校・高等学校

30 　世田谷区 昭和女子大学附属昭和高等学校 89 　芦屋市 甲南高等学校・中学校

31 　渋谷区 青山学院高等部 90 奈良県 公立 　橿原市 奈良県立畝傍高等学校

32 　渋谷区 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 91 公立 　御坊市 和歌山県立日高高等学校

33 　渋谷区 富士見丘中学高等学校 92 私立 　和歌山市 和歌山信愛中学校高等学校

34 　中野区 大妻中野中学校・高等学校 93 鳥取県 公立 　鳥取市 鳥取県立鳥取西高等学校

35 　北区 順天高等学校 94 島根県 公立 　出雲市 島根県立出雲高等学校

36 　昭島市 啓明学園中学校高等学校 95 公立 　岡山市 岡山県立岡山城東高等学校

37 　小平市 創価高等学校 96 　岡山市 岡山学芸館高等学校

38 　横浜市 神奈川県立横浜国際高等学校 97 　浅口市 金光学園中学・高等学校

39 　横浜市 横浜市立南高等学校・南高等学校附属中学校 98 広島県 公立 　広島市 広島県立広島中学校・広島高等学校

40 　横浜市 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 99 国立 　松山市 愛媛大学附属高等学校

41 　横浜市 神奈川学園中学・高等学校 100 　松山市 愛媛県立松山東高等学校

42 　横浜市 横浜女学院中学校高等学校 101 　宇和島市 愛媛県立宇和島南中等教育学校

43 　藤沢市 湘南学園中学校高等学校 102 高知県 公立 　高知市 高知県立高知西高等学校（高知県立高知国際高等学校）

44 新潟県 公立 　魚沼市 新潟県立国際情報高等学校 103 公立 　直方市 福岡県立鞍手高等学校

45 国立 　金沢市 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 104 　北九州市 明治学園中学校・高等学校

46 公立 　金沢市 石川県立金沢泉丘高等学校 105 　福岡市 上智福岡中学校・高等学校

47 福井県 公立 　福井市 福井県立高志高等学校 106 長崎県 公立 　長崎市 長崎県立長崎東高等学校

48 山梨県 公立 　甲府市 山梨県立甲府第一高等学校 107 　熊本市 熊本県立済々黌高等学校

49 　長野市 長野県長野高等学校 108 　水俣市 熊本県立水俣高等学校

50 　上田市 長野県上田高等学校 109 　宮崎市 宮崎県立宮崎大宮高等学校

51 　大垣市 岐阜県立大垣北高等学校 110 　五ヶ瀬町 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校

52 　関市 岐阜県立関高等学校 111 沖縄県 公立 　那覇市 沖縄県立那覇国際高等学校

53 国立 　名古屋市 名古屋大学教育学部附属中・高等学校

54 　豊橋市 愛知県立時習館高等学校 ＜参加校の内訳＞

55 　津島市 愛知県立津島高等学校 　１１１校 （国立：１０校　　公立：５９校　　私立：４２校）

56 　名古屋市 名古屋国際中学校・高等学校

57 　名古屋市 名古屋中学校・高等学校

58 　名古屋市 名城大学附属高等学校

59 　豊明市 星城高等学校

    注）学校名欄の（　　　）内は、令和３年度入学生の学校名を表す。
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