
学校コード表 12月10日 中学受験スタート模試

区分 学校名 学校コード 区分 学校名 学校コード 区分 学校名 学校コード 区分 学校名 学校コード 区分 学校名 学校コード

男子校 聖光学院 2124-000 女子校 香蘭女学校 1146-000 女子校 武蔵野女子学院 1257-000

男子校 麻布 1103-000 男子校 藤嶺学園藤沢 2138-000 女子校 駒沢学園女子 1150-000 女子校 目黒星美学園 1267-000 女子校 札幌聖心女子学院 6104-000

男子校 足立学園 1104-000 男子校 武相 2143-000 女子校 実践女子学園 1155-000 女子校 山脇学園 1271-000 女子校 函館白百合学園 6107-000

男子校 海城 1118-000 男子校 横浜 2150-000 女子校 品川女子学院 1156-000 女子校 立教女学院 1273-000

男子校 開成 1119-000 女子校 十文字 1161-000 女子校 和洋九段女子 1279-000 女子校 盛岡白百合学園 6302-000

男子校 学習院 1122-000 男子校 城西川越 4117-000 女子校 淑徳ＳＣ 1163-000

男子校 暁星 1129-000 男子校 城北埼玉 4119-000 女子校 頌栄女子学院 1167-000 女子校 神奈川学園 2105-000 女子校 不二聖心女子学院 7126-000

男子校 京華 1135-000 男子校 立教新座 4129-000 女子校 昭和女子大学附属昭和 1171-000 女子校 鎌倉女学院 2108-000

男子校 攻玉社 1142-000 女子校 女子学院 1172-000 女子校 鎌倉女子大学 2109-000 共学 青山学院 1102-000

男子校 佼成学園 1144-000 男子校 函館ラ・サール 6108-000 女子校 女子聖学院 1173-000 女子校 カリタス女子 2110-000 共学 郁文館 1106-000

男子校 駒場東邦 1151-000 男子校 北嶺 6113-000 女子校 女子美術大学付属 1174-000 女子校 函嶺白百合学園 2113-000 共学 上野学園 1107-000

男子校 サレジオ 1153-000 女子校 白梅学園清修 1175-000 女子校 北鎌倉女子学園 2114-000 共学 穎明館 1108-000

男子校 芝 1157-000 男子校 静岡聖光学院 7107-000 女子校 白百合学園 1176-000 女子校 相模女子大学 2118-000 共学 桜美林 1112-000

男子校 芝浦工業大学附属 1158-000 女子校 成女学園 1184-000 女子校 湘南白百合学園 2122-000 共学 開智日本橋学園 1120-000

男子校 城北 1170-000 男子校 海陽学園海陽 7405-000 女子校 聖ドミニコ学園 1185-000 女子校 聖セシリア女子 2125-000 別学 かえつ有明 1121-000

男子校 巣鴨 1177-000 女子校 星美学園 1186-000 女子校 清泉女学院 2126-000 共学 共栄学園 1128-000

男子校 聖学院 1180-000 女子校 愛国 1101-000 女子校 瀧野川女子学園 1192-000 女子校 聖ヨゼフ学園 2127-000 共学 国立音楽大学附属 1132-000

男子校 成城 1182-000 女子校 跡見学園 1105-000 女子校 玉川聖学院 1194-000 女子校 聖和学院 2128-000 共学 慶應義塾中等部 1134-000

男子校 世田谷学園 1189-000 女子校 江戸川女子 1109-000 女子校 田園調布学園 1203-000 女子校 洗足学園 2129-000 共学 啓明学園 1138-000

男子校 高輪 1191-000 女子校 桜蔭 1110-000 女子校 東京家政学院 1206-000 女子校 捜真女学校 2130-000 共学 工学院大学附属 1141-000

男子校 東京都市大学付属 1215-000 女子校 鷗友学園女子 1113-000 女子校 東京家政大学附属女子 1207-000 女子校 日本女子大学附属 2139-000 別学 國學院大學久我山 1147-000

男子校 桐朋 1219-000 女子校 大妻 1114-000 女子校 東京純心女子 1208-000 女子校 フェリス女学院 2142-000 共学 国士舘 1148-000

男子校 獨協 1226-000 女子校 大妻多摩 1115-000 女子校 東京女学館 1209-000 女子校 聖園女学院 2145-000 共学 駒込 1149-000

男子校 日本学園 1229-000 女子校 大妻中野 1116-000 女子校 東京女子学院 1210-000 女子校 緑ヶ丘女子 2146-000 共学 桜丘 1152-000

男子校 日本大学豊山 1234-000 女子校 小野学園女子 1117-000 女子校 東京女子学園 1211-000 女子校 横浜共立学園 2152-000 共学 実践学園 1154-000

男子校 本郷 1251-000 女子校 学習院女子 1123-000 女子校 桐朋女子 1221-000 女子校 横浜女学院 2153-000 共学 渋谷教育学園渋谷 1159-000

男子校 武蔵 1255-000 女子校 川村 1124-000 女子校 東洋英和女学院 1222-000 女子校 横浜富士見丘学園 2157-000 共学 自由学園 1701-000

男子校 明治大学付属中野 1261-000 女子校 神田女学園 1125-000 女子校 トキワ松学園 1224-000 女子校 横浜雙葉 2158-000 共学 修徳 1160-000

男子校 明法 1265-000 女子校 北豊島 1126-000 女子校 豊島岡女子学園 1225-000 共学 淑徳 1162-000

男子校 立教池袋 1272-000 女子校 吉祥女子 1127-000 女子校 中村 1227-000 女子校 国府台女子学院 3103-000 共学 淑徳巣鴨 1164-000

男子校 早稲田 1276-000 女子校 共立女子 1130-000 女子校 日本体育大学桜華 1111-000 女子校 聖徳大学附属女子 3111-000 共学 順天 1165-000

男子校 早稲田大学高等学院 1278-000 女子校 共立女子第二 1131-000 女子校 日本大学豊山女子 1235-000 女子校 和洋国府台女子 3124-000 共学 松蔭 1166-000

女子校 国本女子 1133-000 女子校 富士見 1240-000 共学 城西大学附属城西 1168-000

男子校 浅野 2101-000 女子校 京華女子 1136-000 女子校 富士見丘 1241-000 女子校 浦和明の星女子 4101-000 共学 聖徳学園 1169-000

男子校 栄光学園 2103-000 女子校 恵泉女学園 1137-000 女子校 藤村女子 1242-000 女子校 大妻嵐山 4104-000 共学 駿台学園 1179-000

男子校 鎌倉学園 2107-000 女子校 光塩女子学院 1139-000 女子校 雙葉 1243-000 女子校 淑徳与野 4116-000 共学 成蹊 1181-000

男子校 慶應義塾普通部 2117-000 女子校 晃華学園 1140-000 女子校 普連土学園 1244-000 共学 成城学園 1183-000

男子校 サレジオ学院 2119-000 女子校 麹町学園女子 1143-000 女子校 文京学院大学女子 1247-000 女子校 聖徳大学附属取手聖徳女子 5108-000 共学 成立学園 1187-000

男子校 逗子開成 2123-000 女子校 佼成学園女子 1145-000 女子校 三輪田学園 1254-000 共学 青稜 1188-000

●茨城県･女子校

●北海道・女子校

●岩手県・女子校

●東京都・共学校･男女別学校

●静岡県・女子校●神奈川県・女子校

●千葉県・女子校

●埼玉県・女子校

●東京都・男子校

●神奈川県・男子校

●埼玉県・男子校

●北海道・男子校

●静岡県・男子校

愛知県・男子校

●東京都・女子校

●気になる中学校の情報を

チェック

受験票の学校コード記入欄に、

学校コードと中学校名を記入す

ることで、学校の情報を得ること

ができます。

・建学の精神、学校の特徴

・入試情報コメント

・併願校など

このコード表では男子校・女子

校・共学校・国立校・公立校の順

で、都道府県ごとのくくりで、50
音順に並んでいます。

男女別学校というのは、学校に

は男女とも通いますが、クラス

編成や授業等が、男女別々でと

り行われる学校のことです。

※スタート模試では志望校判定

ができませんので、予めご了承

ください。



学校コード表 12月10日 中学受験スタート模試
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共学 明治大学付属明治 1263-000 共学 志学館 3104-000 共学 武南 4126-000

共学 創価 1190-000 共学 明星 1264-000 共学 芝浦工業大学柏 3105-000 共学 星野学園 4127-000 共学 お茶の水女子大学附属 1801-000 共学 千代田区立九段中等教育学校 1901-000

共学 玉川学園 1193-000 共学 目黒学院 1266-000 共学 渋谷教育学園幕張 3106-000 共学 本庄第一 4130-000 共学 筑波大学附属 1802-000 共学 東京都立桜修館中等教育学校 1902-000

共学 多摩大学附属聖ヶ丘 1195-000 共学 目白研心 1268-000 共学 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代 3107-000 共学 本庄東高等学校附属 4128-000 男子校 筑波大学附属駒場 1803-000 共学 東京都立大泉高等学校附属 1903-000

共学 多摩大学目黒 1196-000 共学 八雲学園 1269-000 共学 翔凜 3108-000 共学 東京学芸大学附属小金井 1804-000 共学 東京都立小石川中等教育学校 1904-000

共学 中央大学附属 1197-000 共学 安田学園 1270-000 共学 昭和学院 3109-000 共学 江戸川学園取手 5103-000 共学 東京学芸大学附属国際 1805-000 共学 東京都立立川国際中等教育学校 1905-000

共学 帝京 1199-000 共学 立正大学付属立正 1274-000 共学 昭和学院秀英 3110-000 共学 霞ヶ浦高等学校附属 5104-000 共学 東京学芸大学附属世田谷 1806-000 共学 東京都立白鷗高等学校附属 1906-000

共学 帝京大学 1200-000 共学 和光 1275-000 共学 西武台千葉 3112-000 共学 常総学院 5106-000 共学 東京学芸大学附属竹早 1807-000 共学 東京都立富士高等学校附属 1907-000

共学 帝京八王子 1201-000 共学 早稲田実業 1277-000 共学 専修大学松戸 3113-000 共学 清真学園 5107-000 共学 東京大学教育学部附属 1808-000 共学 東京都立三鷹中等教育学校 1908-000

共学 貞静学園 1202-000 共学 千葉日本大学第一 3114-000 共学 智学館中等教育学校 5109-000 共学 横浜国立大学教育人間科学部附属横浜 2802-000 共学 東京都立南多摩中等教育学校 1909-000

共学 東海大学菅生高等学校 1204-000 共学 青山学院横浜英和 2151-000 共学 千葉明徳 3115-000 共学 土浦日本大学 5110-000 共学 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉 2801-000 共学 東京都立武蔵高等学校附属 1910-000

共学 東海大学付属高輪台 1205-000 共学 アレセイア湘南 2102-000 共学 東海大学付属浦安 3116-000 共学 東洋大学附属牛久 5111-000 共学 千葉大学教育学部附属 3801-000 共学 東京都立両国高等学校附属 1911-000

共学 東京成徳大学 1212-000 共学 大西学園 2104-000 共学 東邦大学付属東邦 3118-000 共学 水戸英宏 5112-000 共学 埼玉大学教育学部附属 4801-000 共学 神奈川県立相模原中等教育学校 2901-000

共学 東京電機大学 1213-000 共学 神奈川大学附属 2106-000 共学 成田高等学校付属 3119-000 共学 茗溪学園 5113-000 共学 茨城大学教育学部附属 5801-000 共学 神奈川県立平塚中等教育学校 2902-000

共学 東京都市大学等々力 1214-000 共学 関東学院 2111-000 共学 二松學舍大学附属柏 3120-000 共学 川崎市立川崎高等学校附属 2903-000

共学 東京農業大学第一 1216-000 共学 関東学院六浦 2112-000 共学 日出学園 3121-000 共学 國學院大學栃木 5204-000 共学 横浜市立南高等学校附属 2904-000

共学 東京立正 1217-000 共学 公文国際学園 2115-000 共学 八千代松陰 3122-000 共学 佐野日本大学中等教育学校 5206-000 共学 横浜市立横浜サイエンスフロンティア 2905-000

共学 東星学園 1218-000 共学 慶應義塾湘南藤沢 2116-000 共学 麗澤 3123-000 共学 千葉県立千葉 3902-000

共学 東邦音楽大学附属東邦 1220-000 共学 自修館中等教育学校 2120-000 共学 秀光中等教育学校 6401-000 共学 千葉県立東葛飾 3903-000

共学 東洋大学京北 1223-000 共学 湘南学園 2121-000 共学 浦和実業学園 4102-000 共学 千葉市立稲毛高等学校附属 3901-000

共学 新渡戸文化 1228-000 共学 相洋 2131-000 共学 浦和ルーテル学院 4103-000 共学 加藤学園暁秀 7102-000 共学 さいたま市立浦和 4901-000

共学 日本工業大学駒場 1230-000 共学 橘学苑 2132-000 共学 大宮開成 4105-000 共学 日本大学三島 7118-000 共学 埼玉県立伊奈学園 4902-000

共学 日本大学第一 1231-000 共学 中央大学附属横浜 2133-000 共学 開智 4106-000 共学 茨城県立古河中等教育学校 5901-000

共学 日本大学第二 1232-000 共学 鶴見大学附属 2134-000 共学 開智未来 4107-000 共学 佐久長聖 7303-000 共学 茨城県立並木中等教育学校 5902-000

共学 日本大学第三 1233-000 共学 桐蔭学園・中等教育学校 2135-000 共学 春日部共栄 4108-000 共学 茨城県立日立第一高等学校附属 5903-000

共学 八王子学園八王子 1236-000 共学 東海大学付属相模 2136-000 共学 国際学院 4109-000 共学 西大和学園 8511-000

共学 八王子実践 1237-000 別学 桐光学園 2137-000 共学 埼玉栄 4110-000

共学 日出 1238-000 共学 日本大学 2140-000 共学 埼玉平成 4111-000 共学 早稲田摂陵 8366-000

共学 広尾学園 1239-000 共学 日本大学藤沢 2141-000 共学 栄東 4112-000

共学 文化学園大学杉並 1245-000 共学 法政大学第二 2144-000 共学 狭山ヶ丘高等学校付属 4113-000 共学 愛光 9121-000

共学 文教大学付属 1248-000 共学 森村学園 2147-000 共学 自由の森学園 4114-000

共学 法政大学 1249-000 共学 山手学院 2148-000 共学 秀明 4115-000 共学 土佐塾 9135-000

共学 宝仙学園共学部・理数ｲﾝﾀｰ 1250-000 共学 横須賀学院 2149-000 共学 昌平 4118-000

共学 三田国際学園 1252-000 共学 横浜翠陵 2154-000 共学 西武学園文理 4120-000 共学 長崎日本大学 9331-000

共学 明星学園 1253-000 共学 横浜創英 2155-000 共学 西武台新座 4121-000

共学 武蔵野 1256-000 共学 横浜隼人 2156-000 共学 聖望学園 4122-000 共学 早稲田佐賀 9306-000

共学 武蔵野東 1258-000 共学 東京成徳大学深谷 4123-000

共学 明治学院 1260-000 共学 市川 3101-000 共学 東京農業大学第三高等学校附属 4124-000 共学 宮崎日本大学 9509-000

共学 明治大学付属中野八王子 1262-000 共学 暁星国際 3102-000 共学 獨協埼玉 4125-000

●宮崎県・共学校

●埼玉県・共学校

●千葉県・共学校

●神奈川県・共学校･男女別学校

●首都圏・国立校

●奈良県・共学校

●大阪府・共学校

●愛媛県・共学校

●高知県・共学校

●長崎県・共学校

●佐賀県・共学校

●首都圏・公立中高一貫校

●茨城県・共学校

●静岡県・共学校

●栃木県・共学校

●長野県・共学校

●宮城県・共学校

●東京都・共学校･男女別学校


