
101 北海道 教育委員会 201 北海道 私学担当部局 301 北海道教育 401 公立大学

102 青森県 教育委員会 202 青森県 私学担当部局 302 弘前

103 岩手県 教育委員会 203 岩手県 私学担当部局 303 岩手

104 宮城県 教育委員会 204 宮城県 私学担当部局 304 宮城教育 501 株立学校

105 秋田県 教育委員会 205 秋田県 私学担当部局 305 秋田

106 山形県 教育委員会 206 山形県 私学担当部局 306 山形

107 福島県 教育委員会 207 福島県 私学担当部局 307 福島

108 茨城県 教育委員会 208 茨城県 私学担当部局 308 茨城

109 栃木県 教育委員会 209 栃木県 私学担当部局 309 筑波

110 群馬県 教育委員会 210 群馬県 私学担当部局 310 宇都宮

111 埼玉県 教育委員会 211 埼玉県 私学担当部局 311 群馬

112 千葉県 教育委員会 212 千葉県 私学担当部局 312 埼玉

113 東京都 教育委員会 213 東京都 私学担当部局 313 千葉

114 神奈川県  教育委員会 214 神奈川県 私学担当部局 314 東京

115 新潟県 教育委員会 215 新潟県 私学担当部局 315 東京学芸

116 富山県 教育委員会 216 富山県 私学担当部局 316 東京芸術

117 石川県 教育委員会 217 石川県 私学担当部局 317 東京工業

118 福井県 教育委員会 218 福井県 私学担当部局 318 お茶の水女子

119 山梨県 教育委員会 219 山梨県 私学担当部局 319 横浜国立

120 長野県 教育委員会 220 長野県 私学担当部局 320 新潟

121 岐阜県 教育委員会 221 岐阜県 私学担当部局 321 上越教育

122 静岡県 教育委員会 222 静岡県 私学担当部局 322 富山

123 愛知県 教育委員会 223 愛知県 私学担当部局 323 金沢

124 三重県 教育委員会 224 三重県 私学担当部局 324 福井

125 滋賀県 教育委員会 225 滋賀県 私学担当部局 325 山梨

126 京都府 教育委員会 226 京都府 私学担当部局 326 信州

127 大阪府 教育委員会 227 大阪府 私学担当部局 327 岐阜

128 兵庫県 教育委員会 228 兵庫県 私学担当部局 328 静岡

129 奈良県 教育委員会 229 奈良県 私学担当部局 329 名古屋

130 和歌山県  教育委員会 230 和歌山県 私学担当部局 330 愛知教育

131 鳥取県 教育委員会 231 鳥取県 私学担当部局 331 三重

132 島根県 教育委員会 232 島根県 私学担当部局 332 滋賀

133 岡山県 教育委員会 233 岡山県 私学担当部局 333 京都教育

134 広島県 教育委員会 234 広島県 私学担当部局 334 大阪教育

135 山口県 教育委員会 235 山口県 私学担当部局 335 兵庫教育

136 徳島県 教育委員会 236 徳島県 私学担当部局 336 神戸大学

137 香川県 教育委員会 237 香川県 私学担当部局 337 奈良教育

138 愛媛県 教育委員会 238 愛媛県 私学担当部局 338 奈良女子

139 高知県 教育委員会 239 高知県 私学担当部局 339 和歌山

140 福岡県 教育委員会 240 福岡県 私学担当部局 340 鳥取

141 佐賀県 教育委員会 241 佐賀県 私学担当部局 341 島根

142 長崎県 教育委員会 242 長崎県 私学担当部局 342 岡山

143 熊本県 教育委員会 243 熊本県 私学担当部局 343 広島

144 大分県 教育委員会 244 大分県 私学担当部局 344 山口

145 宮崎県 教育委員会 245 宮崎県 私学担当部局 345 鳴門教育

146 鹿児島県  教育委員会 246 鹿児島県 私学担当部局 346 香川

147 沖縄県 教育委員会 247 沖縄県 私学担当部局 347 愛媛

148 札幌市 教育委員会 348 高知

149 仙台市 教育委員会 349 福岡教育

150 さいたま市教育委員会 350 佐賀

151 千葉市 教育委員会 351 長崎

152 川崎市 教育委員会 352 熊本

153 横浜市 教育委員会 353 大分

154 相模原市  教育委員会 354 宮崎

155 新潟市 教育委員会 355 鹿児島

156 静岡市 教育委員会 356 琉球

157 浜松市 教育委員会

158 名古屋市  教育委員会

159 京都市 教育委員会

160 大阪市 教育委員会

161 堺市 教育委員会

162 神戸市 教育委員会

163 岡山市 教育委員会

164 広島市 教育委員会

165 北九州市  教育委員会

株立

公立国立公立 私立



166 福岡市 教育委員会

167 熊本市 教育委員会


