さくらの個別指導 （さくら教育研究所）

全国 高校偏差値 ランキング
灘高校[普通/兵庫]78

立命館守山高校[アカデメイア/滋賀]69

筑波大学附属高校[普通/東京]78

西京高校[エンタープライジング/京都]69

お茶の水女子大学附属高校[普通/東京]77

嵯峨野高校[こすもす人文/京都]69

開成高校[普通/東京]77

桃山高校[自然科学/京都]69

筑波大学附属駒場高校[普通/東京]77

立命館高校[サイエンス/京都]69

早稲田大学高等学院[普通/東京]77

大阪女学院高校[理系/大阪]69

東大寺学園高校[普通/奈良]77

大阪女学院高校[英語/大阪]69

市川高校[普通/千葉]76

大阪桐蔭高校[Ⅰ類/大阪]69

渋谷教育学園幕張高校[普通/千葉]76

高津高校[普通/大阪]69

慶応義塾女子高校[普通/東京]76

泉陽高校[普通/大阪]69

早稲田実業高等部[普通/東京]76

寝屋川高校[普通/大阪]69

昭和学院秀英高校[普通/千葉]75

桃山学院高校[Ｓ英数/大阪]69

東邦大学付属東邦高校[普通/千葉]75

滝川高校[Ⅲ進系/兵庫]69

東京学芸大学附属高校[普通/東京]75

姫路西高校[普通/兵庫]69

慶應義塾高校[普通/神奈川]75

修道高校[普通/広島]69

大阪星光学院高校[普通/大阪]75

高松高校[普通/香川]69

天王寺高校[理数/大阪]75

筑紫女学園高校[特進/福岡]69

ラ・サール高校[普通/鹿児島]75

東筑高校[普通/福岡]69

慶應義塾志木高校[普通/埼玉]74

明善高校[総合文科/福岡]69

千葉高校[普通/千葉]74

明善高校[普通/福岡]69

國學院大學久我山高校[普通/東京]74

小倉高校[普通/福岡]69

豊島岡女子学園高校[普通/東京]74

弘学館高校[普通/佐賀]69

西高校[普通/東京]74

大分東明高校[特別進学/大分]69

日比谷高校[普通/東京]74

甲南高校[普通/鹿児島]69

慶應義塾湘南藤沢高等部[普通/神奈川]74

北海道室蘭栄高校[理数/北海道]68

膳所高校[理数/滋賀]74

青森高校[普通/青森県]68

京都教育大学附属高校[普通/京都]74

仙台第二高校[普通/宮城]68

洛南高校[内部進学/京都]74

茨城高校[普通/茨城]68

大阪教育大附高校属池田校舎[普/大阪]74

水城高校[特進 Z/茨城]68

大阪教育大附高校天王寺校舎[普/大阪]74

宇都宮高校[普通/栃木]68

西大和学園高校[特別編入/奈良]74

栄東高校[アドバンス/埼玉]68

広島大学附属高校[普通/広島]74

大宮開成高校[特選国立先進/埼玉]68

広島大学附属福山高校[普通/広島]74

開智高校[S 類/埼玉]68

久留米大学附設高校[普通/福岡]74

川越女子高校[普通/埼玉]68
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青雲高校[普通/長崎]74

越谷北高校[理数/埼玉]68

浦和高校[普通/埼玉]73

狭山ケ丘高校[Ⅰ類/埼玉]68

大宮高校[理数/埼玉]73

芝浦工業大学柏高校[普通/千葉]68

早稲田大学本庄高校[普通/埼玉]73

専修大学松戸高校[A 類/千葉]68

船橋高校[普通/千葉]73

千葉市立千葉高校[理数/千葉]68

青山学院高等部[普通/東京]73

八千代松陰高校[ＩＧＳ/千葉]68

海城高校[普通/東京]73

十文字高校[S 特選/東京]68

国立高校[普通/東京]73

新宿高校[普通/東京]68

桐朋高校[普通/東京]73

成城高校[普通/東京]68

明治大学付属明治高校[普通/東京]73

拓殖大学第一高校[特進/東京]68

旭丘高校[普通/愛知]73

東京工業大学附属科学技術高校[普通/東

滝高校[普通/愛知]73

京]68

東海高校[普通/愛知]73

東洋高校[特進選抜/東京]68

洛南高校[Ⅲ類 A/京都]73

本郷高校[普通/東京]68

大阪教育大附高校平野校舎[普/大阪]73

武蔵高校[普通/東京]68

大手前高校[理数/大阪]73

厚木高校[普通/神奈川]68

北野高校[普通/大阪]73

多摩高校[普通/神奈川]68

三国丘高校[普通/大阪]73

桐蔭学園高校男子部[理数/神奈川]68

明星高校[理系選抜/大阪]73

桐光学園高校[Ａ/神奈川]68

神戸高校[総合理学/兵庫]73

日本大学高校[普通/神奈川]68

智辯学園和歌山高校[編入/和歌山]73

柏陽高校[普通/神奈川]68

江戸川学園取手高校[医科/茨城]72

山手学院高校[理数/神奈川]68

水戸第一高校[普通/茨城]72

長岡高校[理数/新潟]68

西武学園文理高校[エリート/埼玉]72

金沢泉丘高校[普通/石川]68

千葉東高校[普通/千葉]72

小松高校[理数/石川]68

東葛飾高校[普通/千葉]72

岐阜北高校[普通/岐阜]68

国際基督教大学高校[普通/東京]72

大垣北高校[普通/岐阜]68

中央大学杉並高校[普通/東京]72

磐田南高校[理数/静岡]68

湘南高校[普通/神奈川]72

清水東高校[普通/静岡]68

新潟高校[理数/新潟]72

韮山高校[理数/静岡]68

明和高校[普通/愛知]72

沼津東高校[理数/静岡]68

四日市高校[国際科学/三重]72

浜松西高校[普通/静岡]68

堀川高校[人間探究/京都]72

富士高校[普通/静岡]68

堀川高校[自然探究/京都]72

刈谷高校[普通/愛知]68

洛南高校[Ⅲ類 B/京都]72

桜台高校[普通/愛知]68
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四條畷高校[普通/大阪]72

瑞陵高校[普通/愛知]68

清風高校[理Ⅲ6 ヵ年/大阪]72

中京大学付属中京高校[特進/愛知]68

清風南海高校[3 年特/大阪]72

千種高校[普通/愛知]68

天王寺高校[普通/大阪]72

暁高校[6 年制/三重]68

小野高校[科学総合/兵庫]72

津高校[普通/三重]68

加古川東高校[理数/兵庫]72

四日市高校[普通/三重]68

岡山白陵高校[普通/岡山]72

京都成章高校[AS/京都]68

徳島市立高校[理数/徳島]72

洛南高校[Ⅰ類/京都]68

愛光高校[普通/愛媛]72

立命館高校[総合/京都]68

修猷館高校[普通/福岡]72

大阪国際大和田高校[S 理数/大阪]68

長崎西高校[理系/長崎]72

関西大倉高校[特進/大阪]68

熊本高校[普通/熊本]72

開明高校[編入/大阪]68

鶴丸高校[普通/鹿児島]72

春日丘高校[普通/大阪]68

土浦日本大学高校[スーパーハイ/茨城]71

富田林高校[普通/大阪]68

土浦第一高校[普通/茨城]71

明星高校[文理/大阪]68

前橋高校[普通/群馬]71

明石北高校[自然科学/兵庫]68

浦和第一女子高校[普通/埼玉]71

明石工業高等専門学校[機械/兵庫]68

大宮高校[普通/埼玉]71

明石工業高等専門学校[電気/兵庫]68

川越高校[普通/埼玉]71

明石工業高等専門学校[都市/兵庫]68

立教新座高校[普通/埼玉]71

明石工業高等専門学校[建築/兵庫]68

栄東高校[アルファ/埼玉]71

神戸高校[普通/兵庫]68

船橋高校[理数/千葉]71

滝川高校[Ⅱ進系/兵庫]68

青山高校[普通/東京]71

畝傍高校[普通/奈良]68

学習院高等科[普通/東京]71

奈良学園高校[理数/奈良]68

中央大学高校[普通/東京]71

明誠学院高校[特進Ⅲ類/岡山]68

戸山高校[普通/東京]71

近大附属東広島高校[ADⅡ/広島]68

明治大学付属中野高校[普通/東京]71

基町高校[普通/広島]68

立教池袋高校[普通/東京]71

徳島北高校[国際英語/徳島]68

横浜翠嵐高校[普通/神奈川]71

九州国際大学付属高校[難関/福岡]68

金沢大学附属高校[普通/石川]71

自由ケ丘高校[スーパー特進/福岡]68

静岡高校[普通/静岡]71

長崎北陽台高校[理数/長崎]68

清水東高校[理数/静岡]71

長崎西高校[普通/長崎]68

時習館高校[普通/愛知]71

大分上野丘高校[普通/大分]68

伊勢高校[国際科学/三重]71

志學館高校[普通/鹿児島]68

嵯峨野高校[こすもす自然/京都]71

北海道札幌開成高校[CS/北海道]67
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立命館高校[メディカル/京都]71

北海道札幌東高校[普通/北海道]67

茨木高校[普通/大阪]71

北海道札幌西高校[普通/北海道]67

生野高校[普通/大阪]71

宮城第一高校[理数/宮城]67

四天王寺高校[英数/大阪]71

福島高校[普通/福島]67

豊中高校[普通/大阪]71

常総学院高校[特待 A/茨城]67

白陵高校[普通/兵庫]71

土浦日本大学高校[特進/茨城]67

奈良高校[普通/奈良]71

竜ヶ崎第一高校[普通/茨城]67

福岡高校[普通/福岡]71

宇都宮女子高校[普通/栃木]67

明善高校[理数/福岡]71

佐野日本大学高校[特進 a/栃木]67

北海道札幌南高校[普通/北海道]70

作新学院高校[英進部トップ選抜/栃木]67

江戸川学園取手高校[普通/茨城]70

太田高校[普通/群馬]67

常総学院高校[特待 S/茨城]70

樹徳高校[最難関大学進学/群馬]67

春日部共栄高校[選抜/埼玉]70

高崎女子高校[普通/群馬]67

淑徳与野高校[選抜 A/埼玉]70

越谷北高校[普通/埼玉]67

専修大学松戸高校[E 類/千葉]70

淑徳与野高校[選抜 C/埼玉]67

城北高校[普通/東京]70

不動岡高校[普通/埼玉]67

成蹊高校[普通/東京]70

西武学園文理高校[理数/埼玉]67

創価高校[普通/東京]70

佐倉高校[普通/千葉]67

立川高校[普通/東京]70

成田高校[普通/千葉]67

中央大学附属高校[普通/東京]70

日本大学習志野高校[普通/千葉]67

八王子東高校[普通/東京]70

麗澤高校[特進/千葉]67

明治大学付属中野八王子高校[普通/東京]70

駒場高校[普通/東京]67

桐蔭学園高校女子部[理数/神奈川]70

淑徳高校[スーパー特進/東京]67

桐光学園高校[ＳＡ/神奈川]70

十文字高校[選抜/東京]67

新潟高校[普通/新潟]70

東京学芸大学附属高校大泉校舎[普通/東

金沢泉丘高校[理数/石川]70

京]67

富士高校[理数/静岡]70

都立国際高校[国際/東京]67

一宮高校[普通/愛知]70

日本大学鶴ヶ丘高校[特進/東京]67

岡崎高校[普通/愛知]70

日本大学第二高校[普通/東京]67

菊里高校[普通/愛知]70

両国高校[普通/東京]67

向陽高校[普通/愛知]70

小田原高校[普通/神奈川]67

膳所高校[普通/滋賀]70

鎌倉学園高校[普通/神奈川]67

同志社高校[普通/京都]70

日本女子大学附属高校[普通/神奈川]67

大手前高校[普通/大阪]70

平塚江南高校[普通/神奈川]67

関西創価高校[普通/大阪]70

星稜高校[A/石川]67
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清風高校[理数/大阪]70

甲府東高校[理数/山梨]67

清教学園高校[特進理/大阪]70

多治見北高校[普通/岐阜]67

千里高校[国際文化/大阪]70

松本深志高校[普通/長野]67

千里高校[総合科学/大阪]70

韮山高校[普通/静岡]67

長田高校[普通/兵庫]70

浜松北高校[国際/静岡]67

須磨学園高校[Ⅲ類理数/兵庫]70

藤枝東高校[普通/静岡]67

西宮市立西宮高校[グローバル/兵庫]70

五条高校[普通/愛知]67

西大和学園高校[国際/奈良]70

名城大学附属高校[特進/愛知]67

帝塚山高校[男子英数/奈良]70

名東高校[普通/愛知]67

帝塚山高校[女子英数/奈良]70

鈴鹿高校[編入/三重]67

筑紫丘高校[理数/福岡]70

鈴鹿工業高等専門学校[機械/三重]67

筑紫丘高校[普通/福岡]70

鈴鹿工業高等専門学校[電気電子/三重]67

西南学院高校[普通/福岡]70

鈴鹿工業高等専門学校[電子情報/三重]67

福岡大学附属大濠高校[S 進学/福岡]70

鈴鹿工業高等専門学校[生物応用/三重]67

済々黌高校[普通/熊本]70

鈴鹿工業高等専門学校[材料/三重]67

宮崎西高校[理数/宮崎]70

桑名高校[理数/三重]67

宮崎大宮高校[文科情報/宮崎]70

立命館守山高校[フロンティア/滋賀]67

樟南高校[文理/鹿児島]70

石山高校[普通/滋賀]67

函館ラ・サール高校[普通/北海道]69

彦根東高校[普通/滋賀]67

北海道釧路湖陵高校[理数/北海道]69

同志社国際高校[普通/京都]67

北海道札幌北高校[普通/北海道]69

鳳高校[普通/大阪]67

盛岡中央高校[特進 SP/岩手県]69

岸和田高校[普通/大阪]67

秋田高校[理数/秋田]69

加古川東高校[普通/兵庫]67

秋田高校[普通/秋田]69

須磨学園高校[Ⅲ類英数/兵庫]67

山形東高校[普通/山形]69

宝塚北高校[ＧＳ/兵庫]67

竹園高校[普通/茨城]69

西宮東高校[数理科学/兵庫]67

竹園高校[国際/茨城]69

兵庫高校[普通/兵庫]67

高崎高校[普通/群馬]69

御影高校[総合人文/兵庫]67

春日部高校[普通/埼玉]69

龍野高校[総合自然科学/兵庫]67

川越東高校[理数/埼玉]69

近畿大学附属和歌山高校[AD/和歌山]67

さいたま市立浦和高校[普通/埼玉]69

桐蔭高校[数理科学/和歌山]67

淑徳与野高校[選抜 B/埼玉]69

岡山朝日高校[普通/岡山]67

長生高校[理数/千葉]69

下関西高校[理数/山口]67

薬園台高校[普通/千葉]69

大手前高松高校[栄冠ＳＳ/香川]67

錦城高校[特進/東京]69

丸亀高校[普通/香川]67

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）

法政大学高校[普通/東京]69

土佐高校[普通/高知]67

明治学院高校[普通/東京]69

香住丘高校[英語/福岡]67

法政大学第二高校[普通/神奈川]69

香住丘高校[数理/福岡]67

横浜緑ヶ丘高校[普通/神奈川]69

城南高校[理数/福岡]67

高岡高校[理数/富山]69

佐賀西高校[普通/佐賀]67

富山高校[理数/富山]69

早稲田佐賀高校[普通/佐賀]67

富山中部高校[理数/富山]69

熊本高等専門学校熊本ＣＰ[情報/熊本]67

甲府南高校[理数/山梨]69

熊本高等専門学校熊本ＣＰ[制御/熊本]67

岐阜高校[普通/岐阜]69

熊本高等専門学校熊本ＣＰ[人間/熊本]67

浜松北高校[普通/静岡]69

真和高校[普通/熊本]67
第二高校[理数/熊本]67
第二高校[普通/熊本]67

