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浦和高校 普通（単位制） 川越東高校 理数 早稲田大学本庄 普通 栄東高校 アルファ 慶應義塾志木 普通 栄東高校 東医

浦和第一女子高校 普通 淑徳与野高校 選抜（A･B） お茶の水女大附 普通 早稲田大学本庄 普通 淑徳与野高校 選抜（C） 栄東高校 アルファ

浦和北高校 普通（単位制） 浦和学院高校 進学類文理選抜 浦和実業学園 選抜α 埼玉栄高校 特進 浦和実業学園 選抜 武南高校 進学

浦和西高校 普通 武南高校 選抜 大宮開成高校 特進選抜Ⅱ類 栄北高校 特類選抜 獨協埼玉高校 普通 川越東高校 普通

浦和東高校 普通 浦和学院高校 進学類文理進学 浦和学院高校 進学類総合進学 豊島学院高校 普通進学 日大豊山高校 進学 瀧野川女子高校 進学

大宮高校 普通 栄東高校 東医 栄東高校 アルファ 早稲田大学本庄 普通 大宮開成高校 特進選抜先進 淑徳与野高校 選抜（A･B）

大宮光陵高校 普通 浦和実業学園 選抜α 浦和麗明高校 特進Ⅰ類 浦和実業学園 選抜 埼玉栄高校 Ｓ 埼玉栄高校 特進

大宮東高校 普通 浦和学院高校 進学類総合進学 秀明英光高校 総合進学 国際学院高校 進学 花咲徳栄高校 AD 総進 浦和実業学園 選抜

大宮南高校 普通 浦和実業学園 進学 浦和実業学園 選抜α 埼玉栄高校 特進 細田学園高校 進学β 埼玉栄高校 Ｓ

川口高校 普通 浦和実業学園 進学 浦和実業学園 選抜 叡明高校 進学Ⅰ類 浦和実業学園 選抜α 浦和麗明高校 特選Ⅰ類

川口北高校 普通 武南高校 選抜 栄北高校 普通特類 大宮開成高校 特進選抜Ⅱ類 武南高校 進学 春日部共栄高校 特進Ｓ系

川口青陵高校 普通 武蔵野高校 進学 浦和学院高校 進学類総合進学 浦和実業学園 進学 駿台学園高校 特選 京華商業高校 商業

南稜高校 普通 浦和実業学園 選抜α 細田学園高校 進学α 浦和学院高校 進学類文理選抜 浦和実業学園 進学 叡明高校 進学Ⅰ類

鳩ヶ谷高校 普通 浦和学院高校 進学類総合進学 浦和学院高校 進学類文理進学 浦和実業学園 進学 京華商業高校 商業 浦和実業学園 選抜

与野高校 普通 武南高校 進学 栄北高校 普通Ⅱ類 浦和実業学園 選抜α 浦和麗明高校 特選Ⅲ類 埼玉栄高校 特進

蕨高校 普通 大宮開成高校 特進選抜Ⅰ類 武南高校 選抜 大宮開成高校 特進選抜Ⅱ類 武南高校 特進 桜丘高校 スーパーアカデミック

市立大宮北高校 普通 栄北高校 普通特類 栄北高校 普通Ⅱ類 武南高校 選抜 栄北高校 特類選抜 星野高校共学部 β

市立浦和高校 普通 大宮開成高校 特進選抜Ⅰ類 開智高校 D コース 栄東高校 アルファ 春日部共栄高校 選抜 大宮開成高校 特進選抜先進

市立浦和南高校 普通 武南高校 進学 武南高校 選抜 桜丘高校 アカデミック 成立学園高校 スーパー特選 浦和学院高校 特進類特進

川口市立高校 普通 武南高校 選抜 武南高校 進学 浦和学院高校 進学類文理選抜 叡明高校 特進選抜 浦和実業学園 特進

上尾高校 普通 栄北高校 普通Ⅱ類 東京農大第三高校 Ⅱコース 埼玉栄高校 特進 東京農大第三高校 Ⅰコース（グローバル含） 浦和実業学園 選抜α

桶川高校 普通 国際学院高校 選抜進学 国際学院高校 セレクト 正智深谷高校 総合進学系 I 浦和実業学園 進学 栄北高校 普通Ⅰ類

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　2022年入試版（埼玉県）
※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 2021 年度のものですが、変更の発表が早かった学校は 2022 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。
※埼玉県の公立普通科、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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鴻巣高校 普通 正智深谷高校 総合進学系 I 国際学院高校 選抜進学 埼玉栄高校 特進 正智深谷高校 総合進学系 P 東京成徳大深谷 進学

伊奈学園総合高校 人文系 栄北高校 普通Ⅱ類 埼玉栄高校 特進 埼玉栄高校 Ｓ 東京農大第三高校 Ⅱコース 浦和学院高校 進学類文理選抜

朝霞高校 普通（単位制） 細田学園高校 進学α 細田学園高校 選抜 L 西武台高校 選抜Ⅱ 西武台高校 選抜Ⅰ 山村学園高校 総合進学

朝霞西高校 普通 細田学園高校 進学β 西武台高校 進学 浦和実業学園 進学 細田学園高校 進学α 浦和学院高校 進学類文理進学

和光国際高校
普通 細田学園高校 選抜 L 細田学園高校 特進 山村学園高校 特別進学文理 日大豊山女子高校 N 進学 星野高校共学部 α選抜

外国語 細田学園高校 特進 武南高校 選抜 西武台高校 選抜Ⅰ 獨協埼玉高校 普通 駒込高校 国際教養

川越高校 普通（単位制） 川越東高校 普通 川越東高校 理数 城北埼玉高校 本科 早稲田大学本庄 普通 淑徳高校 スーパー特進

川越女子高校 普通 淑徳与野高校 選抜（A･B） 星野高校 Ⅲ類特進選抜 星野高校 文理選抜 淑徳与野高校 選抜（C） 大宮開成高校 特進選抜Ⅰ類

川越西高校 普通 埼玉平成高校 進学 山村国際高校 進学 武蔵越生高校 選抜Ⅱ 浦和学院高校 進学類総合進学 浦和学院高校 進学類文理進学

川越南高校 普通 狭山ヶ丘高校 Ⅱ特別進学 細田学園高校 選抜 L 山村学園高校 特別進学文理 山村学園高校 総合進学選抜 東京農大第三高校 Ⅱコース

所沢高校 普通 狭山ヶ丘高校 Ⅱ特別進学 西武台高校 選抜Ⅰ 山村学園高校 総合進学選抜 聖望学園高校 特選 細田学園高校 選抜 L

所沢北高校 普通 狭山ヶ丘高校 Ⅱ特別進学 狭山ヶ丘高校 Ⅰ難関国立 星野高校共学部 α選抜 川越東高校 普通 錦城高校 特進

所沢中央高校 普通 東野高校 進学 A 秋草学園高校 進学 埼玉平成高校 進学 西武台高校 進学 聖望学園高校 選抜

所沢西高校 普通 聖望学園高校 選抜 狭山ヶ丘高校 Ⅱ特別進学 西武台高校 選抜Ⅱ 西武台高校 選抜Ⅰ 山村学園高校 総合進学選抜

豊岡高校 普通（単位制） 西武台高校 選抜Ⅱ 聖望学園高校 選抜 秋草学園高校 進学 浦和実業学園 進学 山村学園高校 総合進学

熊谷高校 普通（単位制） 本庄東高校 特進 本庄東高校 特進選抜 東京農大第三高校 Ⅰコース（グローバル含） 正智深谷高校 特別進学系 H 川越東高校 普通

熊谷女子高校 普通 本庄東高校 特進 東京農大第三高校 Ⅰコース（グローバル含） 本庄東高校 特進選抜 栄北高校 特類選抜 正智深谷高校 特別進学系 H

深谷第一高校 普通 東京成徳大深谷 進学選抜 正智深谷高校 総合進学系 I 東京成徳大深谷 進学 東京農大第三高校 Ⅱコース 本庄第一高校 A Ⅱ型

熊谷西高校 普通 本庄東高校 特進 正智深谷高校 特別進学系 H 東京農大第三高校 Ⅰコース（グローバル含） 東京農大第三高校 Ⅱコース 本庄第一高校 S 類型

本庄高校 普通（単位制） 東京成徳大深谷 進学選抜 正智深谷高校 総合進学系 I 本庄第一高校 A Ⅱ型 本庄第一高校 S 類型 東京農大第三高校 Ⅱコース

松山高校 普通 東京農大第三高校 Ⅱコース 城西大学付属川越高校 進学 東京農大第三高校 Ⅰコース（グローバル含） 城西大学付属川越高校 特進 城北埼玉高校 本科

松山女子高校 普通 大妻嵐山高校 大妻グローバル 東京農大第三高校 Ⅱコース 星野高校 文理選抜 山村学園高校 総合進学選抜 正智深谷高校 総合進学系 P

羽生第一高校 普通 国際学院高校 選抜進学 東京成徳大深谷 進学 白鴎大学足利高校 文理進学 関東学園大附高校 進学 正智深谷高校 総合進学系 P

不動岡高校 普通（単位制） 昌平高校 特進選抜（特選） 春日部共栄高校 選抜 開智未来高校 T 未来 本庄東高校 特進 昌平高校 Ｔ特選（最難関）

越ヶ谷高校 普通（単位制） 春日部共栄高校 特進Ｅ系 昌平高校 特進選抜（特選） 獨協埼玉高校 普通 武南高校 選抜 春日部共栄高校 特進Ｓ系

越谷北高校 普通 春日部共栄高校 特進Ｅ系 獨協埼玉高校 普通 春日部共栄高校 選抜 開智高校 D コース 昌平高校 特進選抜（特選）

越谷西高校 普通 浦和学院高校 進学類文理選抜 浦和学院高校 進学類文理進学 叡明高校 進学Ⅰ類 叡明高校 進学Ⅱ類 叡明高校 特進Ⅱ類

越谷南高校 普通 叡明高校 特進Ⅰ類 武南高校 進学 叡明高校 特進Ⅱ類 浦和実業学園 選抜α 浦和学院高校 進学類文理選抜

草加高校 普通 浦和学院高校 進学類文理選抜 叡明高校 進学Ⅰ類 叡明高校 特進Ⅱ類 叡明高校 進学Ⅱ類 浦和学院高校 進学類文理進学

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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草加南高校 普通 浦和実業学園 選抜 浦和学院高校 進学類文理進学 浦和実業学園 進学 叡明高校 進学Ⅲ類 浦和学院高校 進学類文理選抜

久喜高校 普通 花咲徳栄高校 α文理選抜 花咲徳栄高校 AD 選進 叡明高校 特進Ⅱ類 栄北高校 普通Ⅰ類 浦和学院高校 進学類文理進学

春日部高校 普通 川越東高校 普通 栄東高校 アルファ 大宮開成高校 特進選抜Ⅰ類 開智高校 S コース 開智高校 D コース

春日部女子高校 普通 昌平高校 選抜 東京家政大附属 E CLASS 花咲徳栄高校 α文理選抜 春日部共栄高校 特進Ｓ系 西武台千葉高校 進学

岩槻高校 普通 国際学院高校 選抜進学 浦和学院高校 進学類総合進学 叡明高校 進学Ⅲ類 花咲徳栄高校 AD 選進 浦和学院高校 進学類文理選抜

春日部東高校 普通 春日部共栄高校 特進Ｓ系 昌平高校 選抜 昌平高校 特進 花咲徳栄高校 α文理選抜 昌平高校 特進選抜（特選）

白岡高校 普通 国際学院高校 進学 国際学院高校 選抜進学 秀明英光高校 総合進学 正智深谷高校 総合進学系 P 花咲徳栄高校 AD 総進

杉戸高校 普通 叡明高校 進学Ⅰ類 花咲徳栄高校 α文理選抜 昌平高校 選抜 花咲徳栄高校 AD 選進 浦和学院高校 進学類文理選抜

鷲宮高校 普通 国際学院高校 選抜進学 関東学園大附高校 進学 国際学院高校 進学 花咲徳栄高校 AD 総進 白鴎大学足利高校 文理進学

久喜北陽高校 総合 花咲徳栄高校 AD 選進 花咲徳栄高校 AD 特進 花咲徳栄高校 AD 総進 叡明高校 進学Ⅲ類 浦和学院高校 進学類文理進学

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


