
 2022年度　福知山公立大学（情報学部）　志願者出身高等学校一覧

北海道 金沢二水 静岡県富士見 水口東 早稲田摂陵 向陽 香川県

札幌月寒 金沢桜丘 浜松学芸 高島 関西創価 桐蔭 丸亀

旭川西 七尾 愛知県 安曇川 大阪桐蔭 田辺 高松北

北見北斗 飯田 愛知教育大学附属 河瀬 ルネサンス大阪 新宮 高松桜井

岩手県 金沢 惟信 比叡山 堺リベラル 開智 多度津

盛岡第四 福井県 春日井 京都府 兵庫県 和歌山信愛 愛媛県

久慈東 高志 長久手 京都教育大学附属 兵庫 鳥取県 愛媛大学附属

茨城県 羽水 豊明 山城 芦屋（県立） 鳥取西 小松

藤代 大野 一宮北 桂 伊丹（県立） 倉吉西 松山南

茨城キリスト教学園 敦賀 五条 北嵯峨 伊丹北 米子西 大洲

鹿島学園 美方 大府 桃山 川西緑台 倉吉総合産業 宇和

第一学院（高萩校） 山梨県 横須賀 福知山 有馬 鳥取中央育英 今治明徳

栃木県 甲府第一 刈谷北 工業 柏原 鳥取敬愛 高知県

宇都宮南 甲府西 安城 東舞鶴 篠山鳳鳴 島根県 高知工業

大田原 長野県 安城東 西舞鶴 篠山産業 松江北 中村

宇都宮短期大学附属 長野（県立） 西尾東 宮津 明石北 出雲 福岡県

群馬県 諏訪清陵 岡崎東 海洋 加古川西 岡山県 筑前

沼田 諏訪二葉 国府 網野 西脇 岡山朝日 筑紫女学園

前橋（市立） 伊那弥生ケ丘 豊丘 北稜 三木 津山商業 筑陽学園

高崎北 飯田 蒲郡東 鳥羽 西脇工業 玉島（県立） 佐賀県

太田東 松本蟻ケ崎 天白 莵道 山崎 玉野商工 東明館

桐生 中野西 菊里 南陽 姫路商業 就実 長崎県

埼玉県 岐阜県 春日井東 城南菱創 太子 明誠学院 西陵

大宮北 岐山 西春 大谷 豊岡 倉敷 熊本県

開智 大垣東 阿久比 京都先端科学大学附属 八鹿 岡山学芸館 第一

千葉県 大垣商業 小牧南 龍谷大学付属平安 生野 鹿島朝日 鹿本

八千代松陰 斐太 豊田南 京都橘 村岡 広島県 湧心館

東京都 飛騨高山 半田東 福知山成美 出石 加計 熊本北

京華 鶯谷 一宮興道 大阪府 和田山 広 大分県

桜丘 高山西 名古屋南 今宮 東播磨 尾道北 高田

淑徳 静岡県 岡崎西 東住吉 西宮東 東城 杵築

神奈川県 三島北 新川 佐野 尼崎稲園 舟入 臼杵

横浜平沼 御殿場南 杏和 西 加古川北 広島井口 宮崎県

希望ケ丘 静岡商業 桜丘 枚方なぎさ 伊丹西 神辺旭 宮崎商業

柏陽 焼津中央 三重県 追手門学院大手前 伊川谷北 祇園北 鹿児島県

平塚江南 榛原 亀山 大阪学芸 三田祥雲館 ノートルダム清心 樟南

横浜修悠館 掛川西 津西 履正社 神戸星城 盈進 屋久島おおぞら

新潟県 掛川工業 津東 関西大学北陽 神戸野田 山口県 沖縄県

長岡 磐田南 松阪 興國 雲雀丘学園 徳山 那覇

佐渡 浜松西 松阪商業 金光大阪 三田学園 下関西 首里

富山県 浜松南 伊勢 大阪星光学院 姫路女学院 下関南 球陽

桜井 浜松湖東 高田 羽衣学園 奈良県 徳島県 興南

富山北部 浜名 三重 清明学院 香芝 城南

富山東 浜松市立 滋賀県 箕面自由学園 奈良北 城北

高岡 伊豆中央 膳所 関西大倉 育英西 富岡西

南砺福野 科学技術 石山 清風 和歌山県 阿波

石川県 日本大学三島 彦根東 常翔啓光学園 那賀 徳島科学技術


