
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 明野 生産科学 240470 ア 3 青山 普通 3 245030
明野 食品科学 240471 3 暁 ３年制Ⅰ類 5 245040
明野 生活教養 240473 3 暁 ３年制Ⅱ類英進 5 245041
明野 福祉 240474 3 暁 ３年制Ⅱ類進学 5 245042
あけぼの学園 総合 240330 3 伊勢学園 特別進学 3 245010
朝明 普通 240100 3 伊勢学園 選択 3 245011
朝明 ふくし 240101 3 伊勢学園 看護医療 3 245012
飯野 応用デザイン 240190 カ 3 海星 進学特別 5 245000
飯野 英語コミュ 240191 1 海星 進学 5 245001
伊賀白鳳 機械 240340 3 近畿大学工業高専 総合システム工学（一般） 5 248030
伊賀白鳳 電子機械 240341 3 近畿大学工業高専 総合システム工学（特別進学） 5 248031
伊賀白鳳 建築デザイン 240342 3 皇學館 特別進学 5 245050
伊賀白鳳 生物資源 240343 3 皇學館 進学 5 245051
伊賀白鳳 フードシステム 240344 サ 3 桜丘 普通 3 245080
伊賀白鳳 経営 240345 3 鈴鹿 特進 5 245060
伊賀白鳳 ヒューマンサービス 240346 3 鈴鹿 探究 5 245061
石薬師 普通 240210 3 鈴鹿 総合 5 245062
伊勢 普通 240490 3 鈴鹿工業高専 機械工学 5 248010
伊勢 国際科学 240491 3 鈴鹿工業高専 電気電子工学 5 248011
伊勢工業 機械 240510 3 鈴鹿工業高専 電子情報工学 5 248012
伊勢工業 電気 240511 3 鈴鹿工業高専 生物応用化学 5 248013
伊勢工業 建築 240512 3 鈴鹿工業高専 材料工学 5 248014
稲生 普通 240220 2 セントヨゼフ女子学園 普通 5 245020
稲生 体育 240222 タ 3 高田 ３年制Ⅱ類特別選抜 5 245070
いなべ総合学園 総合 240060 3 高田 ３年制Ⅱ類進学 5 245071
飯南 総合 240430 3 高田 ３年制Ⅰ類進学 5 245072
上野 普通 240320 3 津田学園 特別選抜 5 245110
上野 理数 240321 3 津田学園 特別進学 5 245111
宇治山田 普通 240480 3 津田学園 総合進学 5 245112
宇治山田商業 商業 240500 3 鳥羽商船高専 商船学 5 248020
宇治山田商業 情報処理 240501 3 鳥羽商船高専 情報機械システム工学 5 248021
宇治山田商業 国際 240502 マ 3 三重 特進 5 245100
相可 普通 240440 3 三重 進学 5 245101
相可 生産経済 240441 3 四日市メリノール学院 普通 5 245090
相可 環境創造 240442
相可 食物調理 240443
尾鷲 普通 240560
尾鷲 プログレッシブ 240561
尾鷲 情報ビジネス 240562
尾鷲 システム工学 240563

カ 亀山 普通 240230
亀山 システムメディア 240231
亀山 総合生活 240232
川越 普通 240170
川越 国際文理 240171
神戸 普通 240180
神戸 理数 240181
紀南 普通 240580
木本 普通 240570
木本 総合 240571
桑名 普通 240010
桑名 理数 240011
桑名 衛生看護 240020
桑名北 普通 240040
桑名工業 機械･材料技術 240050
桑名工業 電気･電子 240051
桑名西 普通 240030
菰野 普通 240160

サ 志摩 普通 240540
白子 普通 240200
白子 文化教養／吹奏楽 240201
白子 生活創造 240202
水産 海洋・機関 240550
水産 水産資源 240551
昴学園 総合 240460

タ 津 普通 240240
津工業 機械 240280

■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（三重県241）を記入してください

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）公立高校

三重県／コード番号表
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津工業 電気 240281
津工業 電子 240282
津工業 建設工学 240283
津商業 ビジネス 240260
津商業 情報システム 240261
津西 普通 240250
津西 国際科学 240251
津東 普通 240270
鳥羽 総合 240530

ナ 名張 総合 240370
名張青峰 普通 240380
名張青峰 文理探究 240381

ハ 白山 普通 240310
白山 情報コミュ 240311
久居 普通 240290
久居農林 生物生産 240300
久居農林 生物資源 240301
久居農林 環境情報 240302
久居農林 環境土木 240303
久居農林 生活デザイン 240304

マ 松阪 普通 240400
松阪 理数 240401
松阪工業 機械 240410
松阪工業 電気工学 240411
松阪工業 工業化学 240412
松阪工業 繊維デザイン 240413
松阪工業 自動車 240414
松阪商業 情報ビジネス 240420
松阪商業 国際ビジネス 240422
南伊勢 普通／南勢 240521
南伊勢 普通／度会 240520

ヤ 四日市 普通 240070
四日市 国際科学 240071
四日市工業 機械 240120
四日市工業 電子機械 240121
四日市工業 電気 240122
四日市工業 電子工学 240123
四日市工業 建築 240124
四日市工業 物質工学 240125
四日市工業 自動車 240126
四日市商業 商業 240140
四日市商業 情報マネジメント 240141
四日市中央工業 機械 240130
四日市中央工業 電気 240131
四日市中央工業 化学工学 240132
四日市中央工業 都市工学 240133
四日市中央工業 設備システム 240134
四日市西 普通 240090
四日市西 比較文化･歴史 240091
四日市西 数理情報 240092
四日市農芸 食品科学 240150
四日市農芸 環境造園 240151
四日市農芸 農芸科学 240153
四日市農芸 生活文化 240152
四日市南 普通 240080
四日市南 数理科学 240081
四日市四郷 普通 240110
四日市四郷 スポーツ科学 240111
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