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学校名 回次 併願校1位 併願校2位 併願校3位 併願校4位 併願校5位
県立幕張総合高校 総合 共学 八千代松陰高校・普通 日大習志野高校・普通 千葉敬愛高校・普通 東洋高校・特進選抜 千葉英和高校・特進文理

県立磯辺高校 普通 共学 敬愛学園高校・進学β 東京学館浦安高校・総合進学 敬愛学園高校・進学α 千葉日大第一高校・普通 秀明八千代高校・文理進学

県立柏井高校 普通 共学 秀明八千代高校・総合進学 東葉高校・普通 秀明八千代高校・文理進学 千葉英和高校・総進文理 東京学館浦安高校・総合進学

県立検見川高校 普通 共学 敬愛学園高校・進学α 敬愛学園高校・進学β 千葉日大第一高校・普通 千葉敬愛高校・普通 東海大付属浦安・普通

県立犢橋高校 普通 共学 桜林高校・普通総合 東京学館船橋高校・普通 東京学館浦安高校・総合進学（選抜） 東京学館浦安高校・総合進学 東葉高校・普通

県立千城台高校 普通 共学 敬愛学園高校・進学β 東京学館浦安高校・総合進学 千葉敬愛高校・普通 千葉経済大附属・文理一般 植草学園大附属・普通

県立千葉高校 普通 共学 昭和学院秀英高校・普通 渋谷学園幕張高校・普通 江戸川女子高校・普通Ⅲ類 日大習志野高校・普通 筑波大学附属高校・普通

市立稲毛高校 普通 共学 日大習志野高校・普通 昭和学院秀英高校・普通 専修大学松戸高校・A類型 千葉敬愛高校・普通 敬愛学園高校・特進

市立稲毛高校 国際教養 共学 江戸川女子高校・普通Ⅲ類 専修大学松戸高校・A類型 江戸川女子高校・普通Ⅱ類 敬愛学園高校・進学α 昭和学院秀英高校・普通

市立千葉高校 普通 共学 日大習志野高校・普通 敬愛学園高校・特進 昭和学院秀英高校・普通 千葉敬愛高校・普通 市原中央高校・ハイレベルチャレンジⅠ類

市立千葉高校 理数 共学 日大習志野高校・普通 日出学園高校・進学 千葉英和高校・特進選抜 八千代松陰高校・IGS特進 千葉敬愛高校・普通

県立千葉北高校 普通 共学 千葉経済大附属・文理一般 敬愛学園高校・進学β 敬愛学園高校・進学α 秀明八千代高校・総合進学 千葉英和高校・総進文理

県立千葉女子高校 普通 女子 敬愛学園高校・進学β 千葉敬愛高校・普通 和洋国府台女子・進学 千葉英和高校・総進文理 敬愛学園高校・進学α

県立千葉西高校 普通 共学 千葉敬愛高校・普通 検見川高校・普通 千葉日大第一高校・普通 日大習志野高校・普通 敬愛学園高校・進学α

県立千葉東高校 普通（単位制） 共学 昭和学院秀英高校・普通 日大習志野高校・普通 専修大学松戸高校・A類型 東洋高校・特進選抜 江戸川女子高校・普通Ⅲ類

県立千葉南高校 普通 共学 千葉敬愛高校・普通 敬愛学園高校・進学β 植草学園大附属・普通 敬愛学園高校・進学α 千葉経済大附属・文理一般

県立若松高校 普通 共学 植草学園大附属・普通 東京学館浦安高校・総合進学 敬愛学園高校・進学β 千葉経済大附属・情報処理 桜林高校・普通総合

県立市川昴高校 普通 共学 千葉商科大付属・進学 東葉高校・普通 東京学館浦安高校・総合進学 関東第一高校・進学ジェネラル 関東第一高校・特進

県立市川東高校 普通 共学 昭和学院高校・総合進学 関東第一高校・進学アドバンス 東京学館浦安高校・総合進学 安田学園高校・進学 千葉商科大付属・進学

県立市川南高校 普通 共学 東葉高校・普通 東京学館浦安高校・総合進学 不二女子高校・普通 東京学館船橋高校・情報ビジネス 千葉商科大付属・進学

市立習志野高校 普通 共学 秀明八千代高校・総合進学 敬愛学園高校・進学β 東京学館浦安高校・総合進学 昭和学院高校・総合進学 敬愛学園高校・進学α

市立船橋高校 普通 共学 植草学園大附属・普通 東葉高校・普通 関東第一高校・進学ジェネラル 東京学館船橋高校・普通 秀明八千代高校・文理進学

市立松戸高校 普通 共学 日本体育大柏高・進学 我孫子二階堂高校・普通総合 中央学院高校・進学 潤徳女子高校・総合進学 東京学館浦安高校・総合進学

県立国府台高校 普通 共学 八千代松陰高校・普通 安田学園高校・進学 専修大学松戸高校・A類型 昭和学院高校・特進 東洋高校・特進選抜

県立国分高校 普通 共学 昭和学院高校・総合進学 安田学園高校・進学 関東第一高校・進学アドバンス 安田学園高校・特進 千葉商科大付属・選抜進学

県立津田沼高校 普通 共学 千葉日大第一高校・普通 千葉英和高校・特進文理 千葉英和高校・総進文理 昭和学院高校・総合進学 八千代松陰高校・普通

県立松戸高校 普通 共学 日本体育大柏高・進学 関東第一高校・進学アドバンス 修徳高校・文理進学 千葉商科大付属・商業 千葉商科大付属・進学

県立船橋高校 普通（単位制） 共学 昭和学院秀英高校・普通 日大習志野高校・普通 市川高校・普通 専修大学松戸高校・E類型 八千代松陰高校・IGS特進

県立船橋高校 理数（単位制） 共学 昭和学院秀英高校・普通 日大習志野高校・普通 専修大学松戸高校・A類型 順天高校・特選類型 渋谷学園幕張高校・普通

県立船橋芝山高校 普通 共学 千葉英和高校・総進文理 東葉高校・普通 千葉英和高校・特進文理 敬愛学園高校・進学β 千葉商科大付属・進学

県立船橋啓明高校 普通（単位制） 共学 東京学館浦安高校・総合進学 東葉高校・普通 千葉経済大附属・文理一般 昭和学院高校・総合進学 千葉日大第一高校・普通

県立船橋東高校 普通 共学 日大習志野高校・普通 八千代松陰高校・普通 専修大学松戸高校・A類型 東洋高校・特進選抜 八千代松陰高校・IGS特進

県立松戸国際高校 普通（単位制） 共学 昭和学院高校・総合進学 専修大学松戸高校・A類型 流通経済大柏・普通Ⅰ類 駒込高校・スーパーアドバンス 安田学園高校・特進

県立松戸国際高校 国際教養（単位） 共学 二松学舎大附柏・進学 千葉英和高校・総進文理 東京学館浦安高校・総合進学（選抜） 東葉高校・普通 流通経済大柏・普通Ⅰ類

県立松戸馬橋高校 普通 共学 我孫子二階堂高校・普通総合 我孫子二階堂高校・進学 修徳高校・特進 松戸向陽高校・普通 千葉商科大付属・選抜進学

県立松戸六実高校 普通 共学 日本体育大柏高・進学 中央学院高校・進学 共栄学園高校・進学 二松学舎大附属・進学 千葉商科大付属・進学

統一模試合否追跡調査による
高校入試併願校・併願入試データ　2019年入試版（千葉県）

※データは「統一模試」( ㈱エデュケーショナルネットワークが提供している塾内模試 ) の結果をもとに、独自に集計したものです。
※学校名、課程名は 2018 年度のもので、略称も含みます。
※各校ごとの私国立高校併願校を、合否に関わらず件数の多い順に掲載しています。
※公立高校の方が志望順位が高い場合、私国立高校の方が志望順位が高い場合のどちらも含めます。
※千葉県の公立普通科、普通科系の学科コースのデータを掲載していますが、合否追跡調査にご協力いただいた件数がわずかだった学校については掲

載していません。
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県立実籾高校 普通 共学 東葉高校・普通 千葉英和高校・総進文理 秀明八千代高校・文理進学 東京学館浦安高校・総合進学 関東第一高校・進学ジェネラル

県立薬園台高校 普通 共学 専修大学松戸高校・A類型 日大習志野高校・普通 専修大学松戸高校・E類型 八千代松陰高校・普通 八千代松陰高校・IGS特進

県立八千代高校 普通 共学 八千代松陰高校・普通 日大習志野高校・普通 成田高校・一般 千葉英和高校・特進文理 専修大学松戸高校・A類型

県立八千代東高校 普通 共学 東葉高校・普通 東京学館高校・総合進学（文理） 秀明八千代高校・総合進学 千葉英和高校・総進文理 千葉明徳高校・進学S

県立我孫子高校 普通 共学 二松学舎大附柏・進学 日本体育大柏高・進学 中央学院高校・進学 土浦日大高校・進学 修徳高校・文理進学

市立柏高校 普通 共学 日本体育大柏高・進学 我孫子二階堂高校・普通総合 関東第一高校・進学ジェネラル 修徳高校・文理進学 潤徳女子高校・総合進学

県立柏高校 普通・理数 共学 専修大学松戸高校・A類型 土浦日大高校・進学 流通経済大柏・普通Ⅲ類 麗澤高校・叡智スーパー特進 専修大学松戸高校・E類型

県立柏の葉高校 普通 共学 中央学院高校・進学 二松学舎大附柏・進学 流通経済大柏・普通Ⅰ類 日本体育大柏高・進学 西武台千葉高校・進学

県立柏中央高校 普通 共学 二松学舎大附柏・進学 東洋大附属牛久・進学 日大習志野高校・普通 日本体育大柏高・進学 流通経済大柏・普通Ⅰ類

県立柏南高校 普通 共学 流通経済大柏・普通Ⅰ類 流通経済大柏・普通Ⅲ類 二松学舎大附柏・特進選抜 土浦日大高校・進学 昭和学院高校・特進

県立鎌ヶ谷高校 普通 共学 八千代松陰高校・普通 専修大学松戸高校・A類型 千葉日大第一高校・普通 流通経済大柏・普通Ⅰ類 日大習志野高校・普通

県立沼南高柳高校 普通 共学 京華商業高校・商業 潤徳女子高校・総合進学 東京学館船橋高校・情報ビジネス 東京学館船橋高校・普通 秀明八千代高校・総合進学

県立東葛飾高校 普通 共学 専修大学松戸高校・E類型 芝浦工業大学柏・ジェネラルラーニング 芝浦工業大学柏・グローバルサイエンス 土浦日大高校・進学 早大高等学院・普通

県立流山南高校 普通 共学 我孫子二階堂高校・普通総合 秀明八千代高校・総合進学 潤徳女子高校・総合進学 不二女子高校・普通 東葉高校・普通

県立佐倉高校 普通・理数 共学 日大習志野高校・普通 八千代松陰高校・普通 八千代松陰高校・IGS特進 専修大学松戸高校・A類型 成田高校・一般

県立佐倉西高校 普通 共学 東京学館高校・総合進学（文理） 東葉高校・普通 千葉聖心高校・普通 東京学館船橋高校・普通 東葉高校・特進

県立成田北高校 普通 共学 東京学館高校・総合進学（文理） 千葉経済大附属・文理一般 秀明八千代高校・総合進学 八千代松陰高校・普通 中央学院高校・進学

県立成田国際高校 普通・国際 共学 千葉敬愛高校・普通 千葉英和高校・特進文理 八千代松陰高校・普通 成田高校・一般 東京学館高校・S特進

県立四街道高校 普通 共学 東京学館高校・総合進学（文理） 敬愛学園高校・進学β 千葉敬愛高校・普通 東京学館高校・S特進 関東第一高校・進学ジェネラル

県立小金高校 総合 共学 専修大学松戸高校・A類型 専修大学松戸高校・E類型 流通経済大柏・普通Ⅲ類 安田学園高校・特進 日大習志野高校・普通

県立幕張総合高校 看護 共学 八千代松陰高校・普通 千葉敬愛高校・普通 敬愛学園高校・特進 共栄学園高校・進学 共栄学園高校・特進

県立八千代高校 家政・体育 共学 敬愛学園高校・進学β 千葉明徳高校・アスリート進学 千葉商科大付属・商業 東京学館浦安高校・総合進学 千葉英和高校・総進文理


