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Ｏｌａｔｈｅ　Ｈｉｇｈ　Ｓｃｈｏｏｌ 愛媛県立西条農業高等学校 岡山理科大学専門学校

愛知啓成高等学校 愛媛県立新居浜西高等学校 沖縄県立浦添高等学校

愛知県立旭野高等学校 愛媛県立松山北高等学校 沖縄県立開邦高等学校

愛知県立一宮興道高等学校 愛媛県立松山中央高等学校 沖縄県立那覇国際高等学校

愛知県立岡崎北高等学校 愛媛大学 沖縄県立那覇西高等学校

愛知県立岡崎高等学校 エリザベト音楽大学 沖縄県立南風原高等学校

愛知県立鶴城丘高等学校 オイスカ高等学校 沖縄県立宮古農林高等学校

愛知県立木曽川高等学校 追手門学院大学 沖縄国際大学

愛知県立時習館高等学校 近江兄弟社高等学校 小林聖心女子学院高等学校

愛知県立豊田高等養護学校 大分県立大分上野丘高等学校 帯広畜産大学

愛知淑徳大学 大分県立大分豊府高等学校 海南市立下津女子高等学校

愛知大学 大分県立国東高等学校 香川県立観音寺第一高等学校

青森明の星高等学校 大分大学 香川県立高松南高等学校　

青森県立青森南高等学校 大分東明高等学校 学習院女子高等科

青森県立浪岡養護学校 大阪青山大学 学習院大学

青森県立八戸北高等学校 大阪市立生野工業高等学校 鹿児島県立市来農芸高等学校

青森県立八戸高等学校 大阪教育大学 鹿児島県立指宿高等学校

青森県立八戸水産高等学校 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 鹿児島県立鶴丸高等学校

青森県立八戸西高等学校 大阪芸術大学 鹿児島市立鹿児島女子高等学校

青森県立八戸東高等学校 大阪商業大学高等学校 鹿児島大学

青森県立弘前中央高等学校 大阪女学院大学 加藤学園高等学校

青森県立むつ工業高等学校 大阪市立工芸高等学校 神奈川県立大磯高等学校

青森県立百石高等学校 大阪市立大学 神奈川県立神奈川総合高等学校

青森大学 大阪市立鶴見商業高等学校 神奈川県立上溝高等学校

青山学院高等部 大阪市立東商業高等学校 神奈川県立川和高等学校

青山学院女子短期大学 大阪市立盲学校 神奈川県立港北高等学校

青山学院大学 大阪信愛女学院高等学校 神奈川県立座間高等学校

明石工業高等専門学校 大阪大学 神奈川県立湘南高等学校

秋田県立秋田西高等学校 大阪電気通信大学高等学校 神奈川県立城郷高等学校

秋田県立大学 大阪桐蔭高等学校 神奈川県立中央農業高等学校

秋田工業高等専門学校 大阪府立芦間高等学校 神奈川県立平塚工科高等学校

旭川藤女子高等学校 大阪府立生野高等学校 神奈川県立大和高等学校

石川県立工業高等学校 大阪府立市岡高等学校 神奈川県立横須賀高等学校

石川県立松任高等学校 大阪府立今宮高等学校 神奈川大学

伊勢崎市立伊勢崎高等学校 大阪府立堺東高等学校 金沢美術工芸大学

茨城県立石岡第一高等学校 大阪府立枚方高等学校 鎌倉女学院高等学校

茨城県立石下高等学校 大阪府立布施工業高等学校 川越東高等学校

茨城県立三和高等学校 大阪府立布施高等学校 関西外語専門学校

茨城県立下館第一高等学校 大阪府立松原高等学校 関西国際大学

茨城県立玉造工業高等学校 大阪府立三国丘高等学校 関西創価高等学校

茨城県立筑波高等学校 大阪府立箕面東高等学校 関西大学

茨城県立那珂高等学校 大阪府立桃谷高等学校 関西学院大学

茨城県立水戸南高等学校 オーストラリアン・カソリック大学 関西高等学校

茨城県立守谷高等学校 大谷大学 畿央大学

茨城工業高等専門学校 大妻多摩中学高等学校 北大阪福祉専門学校

茨城大学 大妻嵐山高等学校 北九州市立大学

岩手県立伊保内高等学校 大原簿記公務員専門学校新潟校 北里大学

岩手県立岩泉高等学校田野畑校 大原簿記情報専門学校札幌校 北見工業大学

岩手県立久慈高等学校 岡山県立岡山一宮高等学校 岐阜県立大垣桜高等学校

岩手県立不来方高等学校 岡山県立岡山聾学校 岐阜県立大垣東高等学校

岩手県立大学 岡山県立倉敷中央高等学校 岐阜県立海津明誠高等学校

岩手県立盛岡第一高等学校 岡山県立精研高等学校 岐阜県立華陽フロンティア高等学校

英明高等学校 岡山県立高梁城南高等学校 岐阜県立岐阜各務野高等学校

愛媛県立川之石高等学校 岡山県立蒜山高等学校 岐阜県立岐阜農林高等学校
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岐阜県立坂下高等学校 光塩女子学院高等科 静岡県立島田商業高等学校

岐阜県立長良高等学校 甲子園学院高等学校 静岡県立大学

岐阜県立長良養護学校 高知県立安芸高等学校 静岡県立藤枝東高等学校

岐阜女子高等学校 高知県立高知小津高等学校 静岡県立富士宮東高等学校

岐阜大学 高知県立高知工業高等学校 静岡女子高等学校

九州女子短期大学 高知県立盲学校 静岡大学

九州大学 高知県立山田高等学校 実践女子短期大学

暁秀高等学校 高知工科大学 柴田女子高等学校

暁星高等学校 高知大学 渋谷教育学園渋谷中学高等学校

京都教育大学 神戸学院大学付属高等学校 島根県立江津工業高等学校

京都嵯峨芸術大学 神戸国際高等学校 島根県立江津高等学校

京都産業大学 神戸女学院大学 島根県立大学

京都女子大学 神戸女子大学 清水ヶ丘高等学校

京都市立鳴滝総合養護学校 神戸市立神港高等学校 就実大学

京都市立紫野高等学校 神戸親和女子大学 十文字学園女子大学

京都成安高等学校 神戸第一高等学校 淑明女子大學校

京都精華大学 神戸大学 潤徳女子高等学校

京都大学 神戸朝鮮高級学校 頌栄女子学院高等学校

京都橘高等学校 國學院大學栃木短期大學 上越情報ビジネス専門学校

京都府立北桑田高等学校 国際開洋第一高等学校 尚絅高等学校

京都府立北嵯峨高等学校 国士舘大学 上智大学

京都府立朱雀高等学校 駒込高等学校 湘南白百合学園高等学校

京都府立園部高等学校 駒沢学園女子高等学校 上武大学

京都府立南陽高等学校 駒沢女子大学 昭和学院高等学校

京都府立山城高等学校 金光学園中学高等学校 昭和学園高等学校

近畿大学 埼玉医科大学短期大学 女子学院高等学校

近畿大学附属和歌山高等学校 埼玉学園大学 仁愛女子高等学校

熊本県立鹿本高等学校 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 杉野服飾大学

熊本県立菊池高等学校 埼玉県立浦和第一女子高等学校 椙山女学園大学

熊本県立球磨工業高等学校 埼玉県立熊谷農業高等学校 鈴鹿工業高等専門学校

熊本県立球磨商業高等学校 埼玉県立鴻巣女子高等学校 精華女子高等学校

熊本県立蘇陽高等学校 埼玉県立南稜高等学校 聖カピタニオ女子高等学校

熊本県立南関高等学校 埼玉県立日高高等学校 清教学園高等学校

熊本県立氷川高等学校 埼玉県立不動岡高等学校 聖光学院高等学校

熊本県立松島商業高等学校 埼玉県立松山女子高等学校 成城大学

熊本県立八代東高等学校 埼玉県立妻沼高等学校 清泉女学院高等学校

熊本市立千原台高等学校 済美高等学校 聖徳大学附属聖徳高等学校

熊本信愛女学院高等学校 済美平成中等教育学校 聖ドミニコ学院高等学校

熊本大学 栄東高等学校 西南学院高等学校

倉吉北高等学校 佐賀県立嬉野高等学校 西南女学院高等学校

久留米市立南筑高等学校 佐賀大学 西武台千葉高等学校

久留米大学 札幌国際大学 聖母学院中学高等学校

呉工業高等専門学校 札幌聖心女子学院高等学校 聖マリア女学院高等学校

群馬県立伊勢崎商業高等学校 山陽女子高等学校 聖ヨゼフ学園高等学校

群馬県立尾瀬高等学校 ＣＡＣヒューマンウェルフェア福山専門学校 生蘭高等専修学校

群馬県立女子大学 滋賀県立北大津養護学校 清林館高等学校

群馬県立高崎北高等学校 滋賀県立湖南農業高等学校 聖和大学

群馬県立館林高等学校 滋賀県立瀬田高等学校 摂南大学

群馬県立前橋女子高等学校 滋賀県立八幡商業高等学校 洗足学園高等学校

群馬大学 静岡県西遠女子学園高等学校 仙台白百合女子大学

慶応義塾女子高等学校 静岡県立新居高等学校 専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢

慶應義塾大学 静岡県立稲取高等学校 創価女子短期大学

恵泉女学園大学 静岡県立磐田西高等学校 創価大学

県立長崎シーボルト大学 静岡県立静岡商業高等学校 ソウル大学校
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園田学園高等学校 同志社女子高等学校 南山国際高等学校

園田学園女子大学 同志社女子大学 新潟県立柏崎高等学校

大正大学 同志社大学 新潟県立柏崎養護学校

大東文化大学 桐朋高等学校 新潟県立正徳館高等学校

高岡法科大学 東北学院大学 新潟県立津南高等学校

高崎経済大学 東北高等学校 新潟県立新潟工業高等学校

高田高等学校 東北大学 新潟県立新潟中央高等学校

高田短期大学 東洋女子高等学校 新潟県立八海高等学校

滝川第二高等学校 徳島県立池田高等学校 新潟コンピュータ専門学校

滝高等学校 徳島県立徳島工業高等学校 新潟市立万代高等学校

多治見西高等学校 徳島県立徳島中央高等学校 新潟大学

多摩大学附属聖ヶ丘高等学校 常葉学園短期大学 日本獣医生命科学大学

千葉県立安房南高等学校 栃木県立足利工業高等学校 日本社会事業大学

千葉県立長狭高等学校 栃木県立宇都宮北高等学校 日本大学

中央大学 栃木県立宇都宮清陵高等学校 日本大学三島高等学校

中京大学 鳥取県立倉吉西高等学校 日本福祉大学中央福祉専門学校

中国短期大学 利根沼田学校組合立利根商業高等学校 博多高等学校

中部大学 富山県立小杉高等学校 函館大学

筑紫女学園大学 富山県立大門高等学校 八戸聖ウルスラ学院高等学校

筑波学院大学 富山県立高岡高等学校 浜松学芸高等学校

筑波大学 富山県立南砺総合高等学校 八王子高等学校

筑波大学附属坂戸高等学校 トラベルジャーナル旅行専門学校 パリ第一パンテオン・ソルボンヌ大学

津田塾大学 とわの森三愛高等学校 東大阪大学敬愛高等学校

鶴岡工業高等専門学校 長崎県立壱岐高等学校 東筑紫学園高等学校

敦賀短期大学 長崎県立宇久高等学校 光ヶ丘女子高等学校

帝塚山学院大学 長崎県立小浜高等学校 比治山大学短期大学

天使大学 長崎県立島原商業高等学校 一橋大学

戸板女子短期大学 長崎県立大学 兵庫県立明石清水高等学校

東海大学付属翔洋高等学校 長崎県立長崎明誠高等学校 兵庫県立尼崎高等学校

東海大学菅生高等学校 長崎県立西彼杵高等学校 兵庫県立加古川東高等学校

東京医科歯科大学 長崎県立猶興館高等学校 兵庫県立神戸甲北高等学校

東京家政大学 長崎国際大学 兵庫県立三田祥雲館高等学校

東京基督教大学 長崎純心大学 兵庫県立松陽高等学校

東京工学院専門学校 長崎女子高等学校 兵庫県立鈴蘭台西高等学校

東京国際学園高等学校 長崎市立長崎商業高等学校 兵庫県立須磨友が丘高等学校

東京成徳大学 長野県飯田風越高等学校 兵庫県立宝塚西高等学校

東京造形大学 長野県伊那北高等学校 兵庫県立但馬農業高等学校

東京大学 長野県上田染谷丘高等学校 兵庫県立津名高等学校

東京大学教育学部附属中等教育学校 長野県木曽山林高等学校 兵庫県立東播工業高等学校

東京電機大学 長野県坂城高等学校 兵庫県立西脇工業高等学校

東京都立足立新田高等学校 長野県蘇南高等学校 兵庫県立農業高等学校

東京都立上野高等学校 長野県松本深志高等学校 兵庫県立和田山高等学校

東京都立国立高等学校 中村学園大学 広島音楽高等学校

東京都立小松川高等学校 名古屋外国語大学 広島県立五日市高等学校

東京都立新宿山吹高等学校 名古屋市立北高等学校 広島県立江田島高等学校

東京都立杉並高等学校 名古屋市立桜台高等学校 広島県立賀茂北高等学校

東京都立農業高等学校 名古屋市立大学 広島県立呉三津田高等学校

東京都立白鷗高等学校 名古屋造形芸術大学 広島県立河内高等学校

東京都立八丈高等学校 名古屋綜合美容専門学校 広島県立西城紫水高等学校

東京農業大学 名古屋大学 広島県立庄原格致高等学校

東京農業大学第三高等学校 名古屋大学教育学部附属高等学校 広島県立忠海高等学校

東京薬科大学 奈良育英高等学校 広島県立廿日市西高等学校

東京理科大学 奈良大学 広島県立広島観音高等学校

同志社国際高等学校 奈良大学附属高等学校 広島県立三次高等学校
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広島国際大学 宮城県立名取高等学校 早稲田本庄高等学院

広島大学 宮崎医療福祉専門学校 和洋九段女子高等学校

フェリス女子学院大学 宮崎県立小林商業高等学校 和洋国府台女子高等学校

福井県立敦賀工業高等学校 宮崎県立日向高等学校

福井県立春江工業高等学校 宮崎県立宮崎工業高等学校

福井県立福井東養護学校 宮崎公立大学

福井県立福井養護学校 宮崎大学

福井県立藤島高等学校 武蔵大学

福岡県立ありあけ新世高等学校 武蔵野大学

福岡県立修猷館高等学校 武蔵野美術大学

福岡県立東筑高等学校 茗渓学園高等学校

福岡県立福岡魁誠高等学校 明治学院大学

福岡女子短期大学 明治大学

福岡大学 明浄学院高等学校

福岡雙葉高等学校 明誠学院高等学校

福島県立あさか開成高等学校 明星高等学校

福島県立医科大学 明徳義塾高等学校

福島県立須賀川高等学校 目白学園高等学校

福島県立若松商業高等学校 桃山学院大学

福山暁の星女子高等学校 八代白百合学園高等学校

不二聖心女子学院高等学校 山形大学

文化学院 山口県立岩国総合高等学校

文化女子大学 山口県立宇部工業高等学校

文化女子大学附属高等学校 山口県立徳山商工高等学校

文教大学 山口県立奈古高等学校

法政大学 山口県立響高等学校

放送大学 山口大学

北星学園大学 大和高田市立高田商業高等学校

北杜市立甲陵高等学校 山梨英和大学

北陸学院高等学校 山梨県立桂高等学校

北海道旭川商業高等学校 山梨県立富士北稜高等学校

北海道網走向陽高等学校 山梨県立谷村工業高等学校

北海道池田高等学校 山梨大学

北海道札幌丘珠高等学校 山村学園短期大学

北海道札幌北高等学校 ユマニテク福祉専門学校

北海道札幌稲北高等学校 横浜国立大学

北海道白老東高等学校 横浜市立高等養護学校

北海道新十津川農高等学校 横浜雙葉高等学校

北海道大学 立正大学

北海道滝川高等学校 立命館慶祥高等学校

北海道天塩高等学校 立命館高等学校

北海道沼田高等学校 立命館大学

北海道立浜頓別高等学校 立命館守山高等学校

北海道和寒高等学校 琉球大学

舞鶴工業高等専門学校 龍谷大学

松山東雲女子大学 ルーテル学院高等学校

三重県立津高等学校 黎明高等学校

三重県立津西高等学校 和歌山県立紀伊コスモス養護学校

三重県立名張高等学校 和歌山県立新宮高等学校

三重県立名張西高等学校 和歌山県立星林高等学校

三重大学 和歌山県立那賀高等学校

宮城教育大学 早稲田実業学校

宮城県第一女子高等学校 早稲田大学

宮城県第二女子高等学校 早稲田大学高等学院 以上　597校


