
 2020年度 福知山公立大学（地域経営学部） 志願者出身高等学校一覧

北海道 南砺福野 三島北 須知 姫路 城ノ内

小樽桜陽 富山第一 御殿場南 綾部 飾磨 徳島北

室蘭栄 高岡第一 沼津城北 福知山 尼崎稲園 香川県

北広島 石川県 清水東 西舞鶴 須磨東 三本松

札幌平岸 金沢大学附属 静岡 宮津 伊丹西 高松第一

札幌光星 大聖寺 静岡城北 海洋 川西北陵 小豆島中央

岩手県 金沢錦丘 静岡東 加悦谷 姫路飾西 高松中央

盛岡北 金沢伏見 焼津中央 峰山 北摂三田 四国学院大学香川西

岩谷堂 金沢桜丘 藤枝東 西京 三田祥雲館 香川誠陵

宮城県 金沢西 榛原 堀川 育英 愛媛県

東北学院 羽咋 袋井 紫野 須磨学園 愛媛大学附属

東陵 七尾 浜松湖東 西城陽 雲雀丘学園 新居浜西

秋田県 輪島 静岡市立 鳥羽 兵庫県播磨 西条

本荘 小松明峰 富士東 南陽 東洋大学附属姫路 今治北

山形県 野々市明倫 富士宮西 洛星 近畿大学附属豊岡 松山南

山形南 星稜 加藤学園暁秀 京都聖母学院 滝川第二 松山北

山形西 小松大谷 静岡雙葉 京都明徳 奈良県 大洲

⾧井 福井県 静岡北 京都成章 生駒 宇和島東

酒田東 高志 静岡学園 京都翔英 平城 今治東（中等教育学校）

酒田西 羽水 藤枝明誠 大阪府 智辯学園 宇和島南（中等教育学校）

福島県 三国 愛知県 桜塚 和歌山県 高知県

郡山東 勝山 五条 市岡 田辺 高知商業

茨城県 武生 碧南 今宮 和歌山信愛 高知南

竜ケ崎第一 敦賀 刈谷北 岸和田 智辯学園和歌山 土佐

栃木県 美方 安城東 東 鳥取県 福岡県

小山 若狭 西尾 大阪ビジネスフロンティア 鳥取東 九州産業大学付属九州

大田原 金津 西尾東 大阪夕陽丘学園 八頭 ⾧崎県

大田原女子 武生東 豊橋南 開明 倉吉東 ⾧崎東

作新学院 北陸 小坂井 履正社 倉吉北 五島

群馬県 仁愛女子 高蔵寺 興國 湯梨浜学園 西海学園

前橋（県立） 福井工業大学附属福井 豊田南 精華 島根県 熊本県

桐生 山梨県 一宮興道 明星 松江北 玉名

太田（県立） 吉田 大府東 浪速 大東 東稜

前橋（市立） 甲府東 岡崎西 大谷 平田 ルーテル学院

高崎北 甲府昭和 知立東 四天王寺 大社 大分県

埼玉県 ⾧野県 常滑 常翔啓光学園 大田 高田

開智 ⾧野東 愛知 追手門学院 益田 大分舞鶴

千葉県 篠ノ井 桜花学園 初芝富田林 松江東 大分雄城台

銚子（市立） 上田染谷丘 三重県 大阪桐蔭 岡山県 大分西

東京都 諏訪二葉 桑名 兵庫県 岡山操山 大分鶴崎

三田国際学園 伊那北 桑名西 御影 岡山芳泉 竹田

新潟県 伊那弥生ケ丘 神戸 兵庫 津山東 日田

新潟中央 飯田 津西 神戸北 玉野 大分豊府

六日町 大町岳陽 津東 鳴尾 西大寺 三重総合

高田 東京都市大学塩尻 松阪 伊丹（県立） 矢掛 宮崎県

高田北城 佐久⾧聖 尾鷲 伊丹北 総社南 妻

新潟東 岐阜県 川越 川西緑台 広島県 都城西

⾧岡向陵 ⾧良 鈴鹿 柏原 広島大学附属福山 鹿児島県

村上（中等教育学校） 岐山 滋賀県 明石 広島観音 伊集院

新潟明訓 加納 東大津 小野 加計 川内

東京学館新潟 大垣南 大津商業 西脇 基町 加治木

富山県 恵那 八日市 社 高陽 大島

桜井 中津 水口東 三木 神辺旭 鹿児島玉龍

魚津 益田清風 米原 西脇工業 比治山女子 鹿児島実業

富山東 斐太 玉川 豊岡 山口県 尚志館

富山南 飛騨高山 京都府 生野 岩国 志學館高等部

富山いずみ 大垣西 山城 村岡 下関（中等教育学校） 沖縄県

富山中部 可児 嵯峨野 出石 徳島県 首里東

八尾 高山西 北嵯峨 津名 城東 球陽

高岡商業 静岡県 東宇治 宝塚西 城南 那覇国際

呉羽 伊東 北桑田 相生 富岡西

福岡 韮山 亀岡 東播磨 鳴門


