
行 高校名 学科／コース名 コード 行 募 高校名 学科／コース名 科 コード
ア 安芸 普通 390010 カ 3 高知 特進 3 395032
安芸桜ケ丘 ビジネス 390180 3 高知 文理 3 395031
安芸桜ケ丘 機械土木（土木専攻） 390181 3 高知 スポーツ進学 3 395030
安芸桜ケ丘 機械土木（機械専攻） 390182 3 高知学芸 普通 5 395040
伊野商業 キャリアビジネス 390190 3 高知工業高専 ＳＯデザイン工学科 5 398010
大方 普通 390330 3 高知中央 看護学 3 395050
岡豊 普通 390020 3 高知中央 普通 3 395051
岡豊 芸術 390021 サ 2 清和女子 普通 3 395010
岡豊 体育 390022 タ 3 土佐 普通 5 395060

カ 窪川 普通 390030 3 土佐塾 普通 3 395070
高知追手前 普通 390040 2 土佐女子 普通 3 395020
高知追手前 普通／吾北 390041 マ 3 明徳義塾 英語・中国語 3 395080
高知小津 普通 390050 3 明徳義塾 総合 3 395081
高知小津 理数 390051 3 明徳義塾 特進 3 395082
高知海洋 海洋学 390270
高知工業 機械 390210
高知工業 電気 390211
高知工業 情報技術 390212
高知工業 工業化学 390213
高知工業 土木 390214
高知工業 建築 390215
高知工業 総合デザイン 390216
高知国際 グローバル 390061
高知国際 普通 390060
市立高知商業 総合マネジメント 390200
市立高知商業 社会マネジメント 390201
市立高知商業 情報マネジメント 390202
市立高知商業 スポーツマネジメント 390203
高知農業 農業総合 390250
高知農業 畜産総合 390251
高知農業 森林総合 390252
高知農業 環境土木 390253
高知農業 食品ビジネス 390254
高知農業 生活総合 390255
高知東 看護 390280
高知東 総合 390281
高知東工業 機械 390220
高知東工業 機械生産システム 390221
高知東工業 電子 390222
高知東工業 電子機械 390223
高知丸の内 普通 390070
高知丸の内 音楽 390071

サ 佐川 普通 390090
四万十 普通 390100
四万十 自然環境 390101
清水 普通 390110
城山 普通 390120
宿毛 総合 390290
宿毛工業 機械（機械専攻） 390230
宿毛工業 機械（自動車専攻） 390231
宿毛工業 建設（土木専攻） 390232
宿毛工業 建設（建築専攻） 390233
宿毛工業 電気 390234
宿毛工業 情報技術 390235
須崎総合 機械系 390240
須崎総合 電気情報系 390241
須崎総合 システム工学系 390242
須崎総合 普通 390243

タ 高岡 普通 390130
ナ 中村 普通 390140
中村 普通／西土佐 390141

ハ 幡多農業 園芸システム 390260
幡多農業 アグリサイエンス 390261

公立高校 私立高校／高専　※募は１男２女３共の募集、科は判定科目５（５科）３（３科）

■受験登録シートの志望校コード番号記入枠にコード（６桁）を記入してください
■希望通学圏コード番号（高知県391）を記入してください
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幡多農業 グリーン環境 390262
幡多農業 生活コーディネート 390263
春野 総合 390310

マ 室戸 総合 390320
ヤ 山田 普通 390150
山田 ビジネス探究 390151
山田 グローバル探究 390152
檮原 普通 390160

ラ 嶺北 普通 390170
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