
高校名 種別 高校名 種別 高校名 種別

1 愛国高等学校 私立・女子 44 国際共立学園高等専修学校 専修 87 東亜学園高等学校 私立・共学

2 青井高等学校 都立 45 国士舘高等学校 私立・共学 88 東海大学付属高輪台高等学校 私立・共学

3 浅草高等学校 都立 46 駒澤大学高等学校 私立・共学 89 東京家政学院高等学校 私立・女子

4 飛鳥高等学校 都立 47 小松川高等学校 都立 90 東京家政大学附属女子高等学校 私立・女子

5 足立高等学校 都立 48 駒場高等学校 都立 91 東京実業高等学校 私立・共学

6 足立学園高等学校 私立・男子 49 駒場学園高等学校 私立・共学 92 東京女子学院高等学校 私立・女子

7 足立新田高等学校 都立 50 桜丘高等学校 私立・共学 93 東京女子学園高等学校＊１ 私立・女子

8 足立西高等学校 都立 51 サレジアン国際学園高等学校 私立・女子 94 東京成徳大学高等学校 私立・共学

9 足立東高等学校 都立・エンカレッジ 52 産業技術高等専門学校荒川キャンパス 都立 95 東京表現高等学院　ＭＩＩＣＡ 私立・高等専修

10 安部学院高等学校 私立・女子 53 自衛隊 東京地方協力本部　台東出張所 団体 96 東京文理学院高等部 私立・サポート

11 荒川工業高等学校 都立 54 滋慶学園高校 通信 97 東邦音楽大学附属東邦高等学校 私立・共学

12 岩倉高等学校 私立・共学 55 品川エトワール女子高等学校 私立・女子 98 東放学園高等専修学校 専修

13 上野高等学校 都立 56 品川翔英高等学校 私立・女子 99 東洋高等学校 私立・共学

14 上野学園高等学校 私立・共学 57 忍岡高等学校 都立 100 東洋女子高等学校 私立・女子

15 江戸川女子高等学校 私立・女子 58 自由ヶ丘学園高等学校 私立・男子 101 東洋大学京北高等学校 私立・共学

16 大江戸高等学校 都立 59 修徳高等学校 私立・共学 102 豊島学院高等学校 私立・共学

17 大島海洋国際高等学校 都立 60 淑徳ＳＣ高等部 私立・女子 103 二松学舍大学附属高等学校 私立・共学

18 大田桜台高等学校 都立 61 淑徳巣鴨高等学校 私立・共学 104 日本大学櫻丘高等学校 私立・共学

19 大原学園高等学校 私立・共学 62 順天高等学校 私立・共学 105 日本大学豊山女子高等学校 私立・女子

20 大森学園高等学校 私立・共学 63 潤徳女子高等学校 私立・女子 106 日本体育大学荏原高等学校 私立・共学

21 小台橋高校（足立地区ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ） 都立 64 城西大学附属城西高等学校 私立・共学 107 日本音楽高等学校 私立・女子

22 科学技術高等学校 都立 65 城東高等学校 都立 108 日本芸術高等学園 専修

23 科学技術学園高等学校 私立・男子 66 昭和第一高等学校 私立・共学 109 日本工業大学駒場高等学校 私立・共学

24 葛西南高等学校 都立 67 昭和鉄道高等学校 私立・共学 110 日本女子体育大学附属二階堂高等学校 私立・女子

25 葛飾商業高等学校 都立 68 新宿高等学校 都立 111 日本橋高等学校 都立

26 葛飾総合高等学校 都立 69 巣鴨高等学校 私立・男子 112 農産高等学校 都立

27 葛飾野高等学校 都立 70 墨田工業高等学校 都立 113 野田鎌田学園杉並高等専修学校 専修

28 蒲田女子高等学校 私立・女子 71 成女高等学校 私立・女子 114 晴海総合高等学校 都立

29 神田女学園高等学校 私立・女子 72 正則学園高等学校 私立・男子 115 一橋高等学校 都立

30 関東国際高等学校 私立・共学 73 正則高等学校 私立・共学 116 深川高等学校 都立

31 関東第一高等学校 私立・共学 74 成立学園高等学校 私立・共学 117 文化学園大学杉並高等学校 私立・女子

32 北豊島高等学校 私立・女子・通信有 75 青稜高等学校 私立・共学 118 文京学院大学女子高等学校 私立・女子

33 共栄学園高等学校 私立・共学 76 専修大学附属高等学校 私立・共学 119 豊南高等学校 私立・共学

34 錦城学園高等学校 私立・共学 77 第三商業高等学校 都立 120 堀越高等学校 私立・共学

35 蔵前工業高等学校 都立 78 大智学園高等学校 私立・共学 121 松本国際高等学校 私立・通信

36 京華高等学校 私立・共学 79 大東文化大学第一高等学校 私立・共学 122 向丘高等学校 都立

37 京華女子高等学校 私立・女子 80 瀧野川女子学園高等学校 私立・女子 123 武蔵野高等学校 私立・共学

38 京華商業高等学校 私立・共学 81 竹台高等学校 都立 124 武蔵野大学付属千代田高等学院 私立・女子

39 小岩高等学校 都立 82 竹早高等学校 都立 125 武蔵野東高等専修学校 専修

40 江東商業高等学校 都立 83 橘高等学校 都立 126 紅葉川高等学校 都立

41 江北高等学校 都立 84 中央学院大学中央高等学校 私立・共学 127 八潮高等学校 都立

42 國学院大学久我山高等学校 私立・男子部・女子部 85 中央大学高等学校 私立・共学 128 立志舎高等学校 私立・共学

43 国際製菓専門学校 専修 86 貞静学園高等学校 私立・共学 129 墨田川高等学校 都立
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