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鶴見高校 普通 横浜創英高校 普通 横浜創英高校 文理 鶴見大学附属高校 総合進学 鶴見大学附属高校 特進 目黒学院共学部 スタンダード

横浜翠嵐高校 普通 東京学芸大附属 普通 早大高等学院 普通 早稲田実業学校 普通 慶應義塾高校 普通 桐蔭学園高校 プログレス

港北高校 普通 横浜創英高校 文理 横浜創英高校 特進 駒場学園高校 進学 横浜翠陵高校 文理 横浜清風高校 総合進学

新羽高校 普通 橘学苑高校 文理・総合進学 白鵬女子高校 総合 武相高校 普通総合（文科体育） 横浜学園高校 普通 英理女子学院 ビジネスデザイン

岸根高校 普通 横浜清風高校 総合進学 橘学苑高校 文理・総合進学 橘学苑高校 文理・特進 横須賀学院高校 A普通 国士舘高校 進学

城郷高校 普通 横浜清風高校 総合進学 横浜商科大学高校 進学 橘学苑高校 文理・総合進学 横浜創学館高校 文理選抜 横浜高校 アドバンス（文理）

川和高校 普通 桐蔭学園高校 プログレス 中央大学附属横浜高校 普通 法政大学第二高校 普通 青山学院高等部 普通 桐蔭学園高校 アドバンス

市ヶ尾高校 普通 駒澤大学高校 普通 桐蔭学園高校 アドバンス 横浜翠陵高校 文理 青稜高校 普通 横浜創英高校 文理

霧が丘高校 普通 横浜商科大学高校 進学 橘学苑高校 文理・総合進学 駒澤大学高校 普通 下北沢成徳高校 進学 横浜学園高校 普通

荏田高校 普通 駒場学園高校 進学 横浜商科大学高校 進学 麻布大附属高校 進学 日本工大駒場高校 総合進学 横浜清風高校 総合進学

新栄高校 普通 横浜学園高校 普通 横浜創学館高校 総合進学 横浜創学館高校 文理選抜 目黒日大高校 全課程コース 鶴川高校 普通

元石川高校 普通 麻布大附属高校 進学 横浜翠陵高校 文理 多摩大学目黒高校 普通 立正大付属立正 進学 朋優学院高校 特進

希望ヶ丘高校 普通 桐蔭学園高校 アドバンス 山手学院高校 普通
（21年から進学） 鎌倉学園高校 普通 中央大学附属横浜高校 普通 桜美林高校 進学

旭高校 普通 横浜商科大学高校 進学 橘学苑高校 文理・総合進学 白鵬女子高校 総合 横浜隼人高校 進学 鵠沼高校 文理

松陽高校 普通 横浜隼人高校 進学 鵠沼高校 文理 日大藤沢高校 普通 朋優学院高校 特進 横浜商科大学高校 特進

瀬谷高校 普通 横浜隼人高校 進学 湘南工科大附属 進学アドバンス 東京農大第一高校 普通 桜美林高校 進学 横浜清風高校 特進

横浜平沼高校 普通 朋優学院高校 特進 朋優学院高校 国公立 横浜創英高校 特進 横浜隼人高校 進学 青稜高校 普通

光陵高校 普通 日大藤沢高校 普通 山手学院高校 普通
（21年から進学） 日本大学高校 普通（特進）横浜隼人高校 進学 中央大学附属横浜高校 普通

舞岡高校 普通 横浜清風高校 総合進学 横浜創学館高校 文理選抜 横浜高校 アドバンス（文理） 横浜商科大学高校 進学 横浜創学館高校 総合進学

金井高校 普通 横浜清風高校 総合進学 横浜商科大学高校 進学 湘南学院高校 スタンダード選抜 北鎌倉女子学園 普通 湘南工科大附属 進学スタンダード

上矢部高校 普通 横浜学園高校 普通 横浜清風高校 総合進学 横浜創学館高校 総合進学 横浜高校 アドバンス（文理） 横浜創学館高校 文理選抜

横浜緑園高校 普通（単位制） 柏木学園高校 スタンダード 横浜学園高校 普通 横浜商科大学高校 進学 横浜清風高校 総合進学 横浜創学館高校 総合進学

学校名 課程名 併願校 1 併願校 2 併願校 3 併願校 4 併願校 5

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　2021年入試版（神奈川県）
※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、課程名は原則として2020年度のものですが、変更の発表が早かった学校は2021年度のものを追記しているものがあります。略称を含みます。
※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。
※神奈川県の公立普通科、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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柏陽高校 普通 山手学院高校 普通
（21年から進学） 中央大学附属横浜高校 普通 早大高等学院 普通 慶應義塾高校 普通 桐蔭学園高校 アドバンス

横浜栄高校 普通（単位制） 横須賀学院高校 A普通 鵠沼高校 文理 湘南工科大附属 進学スタンダード 横浜清風高校 総合進学 湘南工科大附属 進学アドバンス

横浜南陵高校 普通 横浜創学館高校 総合進学 横浜創学館高校 文理選抜 横浜高校 アドバンス（文理） 湘南学院高校 スタンダード 白鵬女子高校 総合

横浜清陵高校 普通（単位制） 横浜清風高校 総合進学 横浜創学館高校 総合進学 横浜創学館高校 文理選抜 湘南学院高校 スタンダード 横須賀学院高校 S選抜

横浜緑ヶ丘高校 普通 山手学院高校 普通
（21年から進学） 中央大学附属横浜高校 普通 法政大学第二高校 普通 お茶の水女大附 普通 青稜高校 普通

横浜立野高校 普通 横浜創学館高校 文理選抜 横浜清風高校 特進 湘南学院高校 アドバンス 横須賀学院高校 A普通 横浜高校 アドバンス（文理）

横浜氷取沢高校 普通 横浜高校 アドバンス（文理） 横浜創学館高校 文理選抜 横須賀学院高校 A普通 横浜清風高校 総合進学 湘南学院高校 スタンダード選抜

新城高校 普通 文教大付属高校 普通 横浜創英高校 特進 朋優学院高校 特進 多摩大学目黒高校 普通 東京高校 普通

住吉高校 普通 駒場学園高校 進学 目黒学院共学部 スタンダード 横浜清風高校 総合進学 横浜創英高校 普通 駒澤大学高校 普通

市立橘高校 普通一般 駒澤大学高校 普通 東京高校 普通 多摩大学目黒高校 普通 横浜創英高校 文理 横浜隼人高校 進学

川崎北高校 普通 目黒学院共学部 スタンダード 橘学苑高校 文理・総合進学 横浜清風高校 総合進学 英理女子学院 進学教養 駒場学園高校 進学

多摩高校 普通 桐蔭学園高校 プログレス 桐蔭学園高校 アドバンス 法政大学第二高校 普通 早稲田大学本庄 普通 東京農大第一高校 普通

生田高校 普通 多摩大学目黒高校 普通 麻布大附属高校 進学 桐蔭学園高校 アドバンス 國學院高校 普通 麻布大附属高校 特進

百合丘高校 普通 駒場学園高校 進学 大西学園高校 普通
（21年から大学進学） 国士舘高校 進学 日本体育大荏原 進学 品川翔英高校 特別進学

生田東高校 普通 英理女子学院 ビジネスデザイン 日本体育大荏原 進学 目黒日大高校 N進学 国本女子高校 普通 白鵬女子高校 総合

菅高校 普通 武相高校 普通総合（文科体育） 大東学園高校 普通 日本体育大荏原 進学 白鵬女子高校 総合 大西学園高校 普通
（21年から大学進学）

麻生高校 普通 駒場学園高校 進学 駒沢学園女子 進学 湘南工科大附属 進学スタンダード 向上高校 文理 日本工大駒場高校 総合進学

市立高津高校 普通 駒場学園高校 進学 橘学苑高校 文理・総合進学 横浜清風高校 総合進学 駒場学園高校 特進 正則高校 普通

横須賀高校 普通 青山学院高等部 普通 山手学院高校 普通
（21年から進学） 鎌倉学園高校 普通 慶應義塾高校 普通 桐蔭学園高校 プログレス

横須賀大津高校 普通 横須賀学院高校 A普通 日本大学高校 普通（総進）横浜創英高校 普通 横浜創英高校 特進 湘南学院高校 スタンダード選抜

追浜高校 普通 横須賀学院高校 A普通 横須賀学院高校 S選抜 鶴見大学附属高校 特進 山手学院高校 普通
（21年から進学） 横浜創英高校 文理

逗葉高校 普通 湘南学院高校 スタンダード 武相高校 普通総合（文科体育） 横浜清風高校 総合進学 横浜創学館高校 総合進学 横浜創学館高校 文理選抜

鎌倉高校 普通 鵠沼高校 文理 山手学院高校 普通
（21年から進学） 日大藤沢高校 普通 平塚学園高校 進学 鵠沼高校 理数

七里ガ浜高校 普通 鵠沼高校 文理 湘南工科大附属 進学アドバンス 横須賀学院高校 A普通 平塚学園高校 文理 平塚学園高校 進学

湘南高校 普通 山手学院高校 普通
（21年から進学） 桐蔭学園高校 プログレス 中央大学附属横浜高校 普通 法政大学第二高校 普通 鎌倉学園高校 普通

学校名 課程名 併願校 1 併願校 2 併願校 3 併願校 4 併願校 5
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藤沢西高校 普通 鵠沼高校 文理 湘南工科大附属 進学アドバンス 朋優学院高校 特進 朋優学院高校 国公立 平塚学園高校 文理

藤沢清流高校 普通（単位制） 横浜商科大学高校 進学 横浜創学館高校 文理選抜 北鎌倉女子学園 普通 光明学園相模原 文理 平塚学園高校 文理

大船高校 普通 鵠沼高校 文理 湘南工科大附属 進学アドバンス 平塚学園高校 進学 平塚学園高校 文理 鵠沼高校 理数

湘南台高校 普通 鵠沼高校 文理 横須賀学院高校 A普通 相模女子大学高等部 進学 平塚学園高校 進学 横浜翠陵高校 特進

深沢高校 普通 横浜清風高校 総合進学 アレセイア湘南高校 進学 藤沢翔陵高校 文理 湘南学院高校 スタンダード 湘南学院高校 スタンダード選抜

鶴嶺高校 普通 湘南工科大附属 進学アドバンス 横浜高校 アドバンス（文理） 相模女子大学高等部 進学 平塚学園高校 文理 アレセイア湘南高校 進学

茅ヶ崎高校 普通 相洋高校 文理（理科・文科） 湘南工科大附属 進学スタンダード 横浜清風高校 総合進学 相模女子大学高等部 進学 平塚学園高校 文理

茅ヶ崎北陵高校 普通 平塚学園高校 進学 鵠沼高校 文理 桐蔭学園高校 プログレス 横浜創英高校 特進 法政大学第二高校 普通

平塚江南高校 普通 平塚学園高校 特進 日大藤沢高校 普通 山手学院高校 普通
（21年から進学） 横浜創英高校 特進 鎌倉学園高校 普通

小田原高校 普通（単位制） 平塚学園高校 進学 桜美林高校 特進 山手学院高校 普通
（21年から進学） 横須賀学院高校 A普通 鎌倉学園高校 普通

厚木高校 普通 桐光学園高校 SA 桐蔭学園高校 プログレス 青山学院高等部 普通 山手学院高校 普通
（21年から進学） 早稲田実業学校 普通

海老名高校 普通 横浜隼人高校 進学 麻布大附属高校 特進 桐蔭学園高校 プログレス 桐蔭学園高校 アドバンス 向上高校 特進

有馬高校 普通 向上高校 文理 横浜商科大学高校 進学 鵠沼高校 文理 向上高校 特進 向上高校 選抜

綾瀬高校 普通 光明学園相模原 普通総合 湘南工科大附属 進学スタンダード 光明学園相模原 文理 柏木学園高校 スタンダード 立花学園高校 総進

大和高校 普通 桐蔭学園高校 アドバンス 日大藤沢高校 普通 東京農大第一高校 普通 中央大学附属横浜高校 普通 法政大学第二高校 普通

座間高校 普通 横浜隼人高校 進学 日大櫻丘高校 総合進学Ｇ 東海大付相模高校 普通 鵠沼高校 理数 駒澤大学高校 普通

大和西高校 普通 横浜隼人高校 進学 向上高校 文理 日本工大駒場高校 理数特進 日本工大駒場高校 総合進学 桜美林高校 進学

麻溝台高校 普通 麻布大附属高校 進学 麻布大附属高校 特進 桜美林高校 進学 向上高校 選抜 明大付属中野高校 普通

上鶴間高校 普通 光明学園相模原 普通総合 柏木学園高校 スタンダード 向上高校 文理 柏木学園高校 情報 武相高校 普通総合（文科体育）

相模原高校 普通 桐蔭学園高校 アドバンス 八王子学園 文理特進 帝京大学高校 普通 桜美林高校 進学 桜美林高校 特進

上溝南高校 普通 麻布大附属高校 進学 麻布大附属高校 特進 八王子学園 文理進学 向上高校 文理 八王子実践高校 特進

橋本高校 普通 駒場学園高校 進学 八王子実践高校 文理選抜
（21年から選抜） 麻布大附属高校 進学 光明学園相模原 文理 向上高校 文理

相模原弥栄高校 普通（単位制） 桜美林高校 進学 駒場学園高校 進学 日大櫻丘高校 総合進学Ｇ 桜美林高校 特進 横浜翠陵高校 文理

市立金沢高校 普通 横浜隼人高校 進学 横須賀学院高校 A普通 横須賀学院高校 S選抜 山手学院高校 普通
（21年から進学） 鎌倉学園高校 普通

市立桜丘高校 普通 横浜隼人高校 進学 横浜創英高校 特進 鵠沼高校 文理 桐蔭学園高校 アドバンス 日本大学高校 普通（ＳＧ）

市立戸塚高校 普通（単位制） 横須賀学院高校 A普通 鵠沼高校 理数 横須賀学院高校 S選抜 横浜創英高校 普通 横浜創英高校 特進

市立東高校 普通（単位制） 横浜創英高校 文理 横浜創英高校 特進 横浜創英高校 普通 横須賀学院高校 S選抜 麻布大附属高校 進学

学校名 課程名 併願校 1 併願校 2 併願校 3 併願校 4 併願校 5
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市立南高校 普通 横浜隼人高校 進学 横須賀学院高校 S選抜 東京工大附属高校 科学技術 鶴見大学附属高校 特進 横浜創英高校 文理

横浜国際高校 国際 横浜隼人高校 進学 横須賀学院高校 A普通 青稜高校 普通 鵠沼高校 理数 桜美林高校 進学

神奈川総合高校 国際文化（単位制） 法政大学第二高校 普通 横浜翠陵高校 国際 早稲田大学本庄 普通 宝仙理数インター 普通 早稲田実業学校 普通

市立サイエンスフロンティア高校 理数 桐蔭学園高校 プログレス 桐蔭学園高校 アドバンス 東京工大附属高校 科学技術 東京農大第一高校 普通 慶應義塾高校 普通

金沢総合高校 総合 横浜創学館高校 総合進学 横浜創学館高校 文理選抜 日本体育大荏原 進学 白鵬女子高校 総合 横浜学園高校 普通

藤沢総合高校 総合 光明学園相模原 文理 柏木学園高校 アドバンス 湘南工科大附属 進学スタンダード 藤沢翔陵高校 文理 横浜清風高校 総合進学

市立みなと総合高校 総合 横浜清風高校 総合進学 横須賀学院高校 A普通 湘南工科大附属 進学スタンダード 玉川聖学院高等部 普通 トキワ松学園高校 特進

横須賀総合高校 総合 横浜創学館高校 特進 横浜高校 アドバンス（文理） 湘南学院高校 アドバンス 横須賀学院高校 A普通 湘南学院高校 スタンダード
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