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都道府県名 試験实施大学名

試験場名

北海道大学試験場
北海道大学

藤女子大学試験場
北海道大学水産学部試験場
計

北海道教育大学

（農学部）
札幌市北区北９条西９丁目
（人文・社会科学教育研究棟）
札幌市北区北９条西７丁目
（理学部）
5,021
札幌市北区北１０条西８丁目
（工学部）
札幌市北区北１３条西８丁目
（高等教育推進機構）
札幌市北区北１７条西８丁目
500 札幌市北区北１６条西２丁目
391 函館市港町３丁目１番１号

電話（試験当日）

011-716-2111

011-736-0311
0138-40-5506

5,912

北海道教育大学札幌校試験場

700 札幌市北区あいの里５条３丁目１番５号

011-778-4273

北海道教育大学函館校試験場

486 函館市八幡町１番２号

0138-44-4218

北海道教育大学旭川校試験場

769 旭川市北門町９丁目

0166-59-1223

北海道教育大学釧路校試験場

382 釧路市城山１丁目１５番５５号

0154-44-3231

北海道教育大学岩見沢校試験場

798 岩見沢市緑が丘２丁目３４番地１

0126-32-0442

計
北海道

志願者数 所在地

3,135

室蘭工業大学

室蘭工業大学試験場

502 室蘭市水元町２７－１

0143-46-5160

小樽商科大学

小樽商科大学試験場

642 小樽市緑３丁目５番２１号

0134-27-5254

帯広畜産大学

帯広畜産大学試験場

805 帯広市稲田町西２線１１番地

0155-49-5321

旭川医科大学

旭川医科大学試験場

768 旭川市緑が丘東２条１丁目１番１号

0166-69-3145

北見工業大学

北見工業大学試験場

768 北見市公園町１６５番地

0157-24-4790

札幌医科大学

代々木ゼミナール札幌校試験場

800 札幌市北区北７条西２丁目９番地

011-758-1414

釧路公立大学

釧路公立大学試験場

300 釧路市芦野４－１－１

0154-37-5091

公立はこだて未来大学

公立はこだて未来大学試験場

401 函館市亀田中野町１１６番地２

0138-34-6444

札幌大学

札幌大学試験場

750 札幌市豊平区西岡３条７丁目３番１号

011-852-1181

札幌学院大学

札幌学院大学試験場

750 江別市文京台１１番地

011-386-8111

北星学園大学

北星学園大学試験場

750 札幌市厚別区大谷地西２丁目３番１号

011-891-2731

北海学園大学

北海学園大学試験場

北海道工業大学

北海道工業大学試験場

650 札幌市手稲区前田７条１５丁目４－１

011-681-2161

北海道情報大学

北海道情報大学試験場

600 江別市西野幌５９－２

011-385-4411

苫小牧駒澤大学

苫小牧駒澤大学試験場

514 苫小牧市錦岡５２１－２９３

0144-61-3111

千歳科学技術大学

千歳科学技術大学試験場

300 千歳市美々７５８番地６５

0123-27-6011

稚内北星学園大学

稚内北星学園大学試験場

118 稚内市若葉台１丁目２２９０番地２８

0162-32-7511

1,300 札幌市豊平区旭町４丁目１番４０号

011-841-1161

都道府県名 試験实施大学名

青森県

試験場名

志願者数 所在地

弘前大学

弘前大学試験場

青森公立大学

青森公立大学試験場

460 青森市合子沢字山崎１５３－４

017-764-1555

青森県立保健大学

青森県立保健大学試験場

299 青森市浜館字間瀬５８－１

017-765-2145

青森大学試験場

414 青森市幸畑２－３－１

017-738-2001

青森県立田名部高等学校試験場

249 むつ市海老川町６番１８号

017-738-2001

計

663

八戸大学

八戸大学試験場

488 八戸市美保野１３－９８

八戸工業大学

八戸工業大学試験場

北里大学

北里大学獣医学部試験場

476 十和田市東二十三番町３５－１

0176-24-9402

青森中央学院大学

青森中央学院大学試験場

305 青森市横内字神田１２

017-728-0131

青森大学

1,472 弘前市文京町１

電話（試験当日）

1,024 八戸市大字妙字大開８８－１

0172-36-2111

0178-25-2711
0178-25-3111

都道府県名 試験实施大学名

試験場名
岩手大学試験場

岩手大学

岩手県立釜石高等学校試験場
計
岩手県立大学試験場

岩手県

岩手県立大学

盛岡大学試験場
計

志願者数 所在地
2,871 盛岡市上田三丁目１８－８
178 釜石市甲子町１０－６１４－１

電話（試験当日）
019-621-6064
019-621-6064

3,049
558 岩手郡滝沢村滝沢字巣子１５２－５２

019-694-2008

503 岩手郡滝沢村滝沢字砂込８０８番地

019-688-5555

1,061

富士大学

富士大学試験場

720 花巻市下根子４５０－３

0198-23-6221

北里大学

岩手県立大船渡高等学校試験場

283 大船渡市猪川町７の１

0192-26-4441

281 宮古市河南１－５－１

0193-64-2230

岩手県立大学宮古短期大学部 岩手県立大学宮古短期大学部試験場

都道府県名 試験实施大学名

試験場名
東北大学川内北キャンパス試験場

東北大学

宮城県気仙沼高等学校試験場
計

宮城県

志願者数 所在地
2,524 仙台市青葉区川内４１番地
225 気仙沼市常楽１３０番地

電話（試験当日）
022-795-3300
0226-24-3412

2,749

宮城教育大学

宮城教育大学試験場

328 仙台市青葉区荒巻字青葉１４９番地

022-214-3334

宮城大学

宮城大学大和キャンパス試験場

645 黒川郡大和町学苑１番地１

022-377-8333

尚絅学院大学

私立尚絅学院高等学校試験場

596 仙台市青葉区広瀬町９－１

022-721-4271

仙台大学

仙台大学試験場

586 柴田郡柴田町船岡南２－２－１８

0224-55-1017

東北学院大学

東北学院大学土樋キャンパス試験場

東北工業大学

東北工業大学八木山キャンパス試験場

795 仙台市太白区八木山香澄町３５－１

022-305-3111

東北福祉大学

東北福祉大学国見キャンパス試験場

947 仙台市青葉区国見１－８－１

022-717-3377

宮城学院女子大学

宮城学院女子大学試験場

660 仙台市青葉区桜ケ丘９－１－１

022-279-5837

石巻専修大学

石巻専修大学試験場

705 石巻市南境新水戸１

0225-22-7711

東北文化学園大学

東北文化学園大学試験場

776 仙台市青葉区国見６－４５－１

022-233-3374

1,003 仙台市青葉区土樋１丁目３－１

022-721-4202

都道府県名 試験实施大学名
秋田大学

秋田県

秋田県立大学

試験場名
秋田大学試験場

志願者数 所在地
2,348 秋田市手形学園町１－１

電話（試験当日）
018-889-2256

秋田県立大学秋田キャンパス試験場

267 秋田市下新城中野字街道端西２４１番地の４３８

018-872-1500

県立横手高等学校試験場

750 横手市睦成字鶴谷地６８

0182-32-3020

計

1,017

秋田看護福祉大学

県立大館国際情報学院高等学校試験場

563 大館市松木字大上２５番地の１

0186-48-7770

ノースアジア大学

ノースアジア大学試験場

250 秋田市下北手桜守沢４６－１

018-836-1343

都道府県名 試験实施大学名

試験場名
山形大学小白川地区試験場

山形大学
山形県

志願者数 所在地

電話（試験当日）

1,974 山形市小白川町１－４－１２

023-633-8646

山形大学工学部試験場

859 米沢市城南四丁目３－１６

0238-26-3013

県立鶴岡中央高等学校試験場

741 鶴岡市大宝寺字日本国４１０

0235-25-5601

県立新庄神室産業高等学校試験場

295 新庄市大字松本３７０

0233-29-3962

計

3,869

山形県立保健医療大学

山形県立保健医療大学試験場

362 山形市上柳２６０

023-686-6688

東北公益文科大学

東北公益文科大学酒田キャンパス試験場

497 酒田市飯森山３－５－１

0234-41-1111

都道府県名 試験实施大学名

福島県

試験場名

志願者数 所在地
1,914 福島市金谷川１番地

電話（試験当日）

福島大学

福島大学試験場

福島県立医科大学

福島県立医科大学試験場

会津大学

会津大学試験場

郡山女子大学

郡山女子大学試験場

日本大学

日本大学工学部試験場

1,385 郡山市田村町徳定字中河原１番地

024-956-8619

いわき明星大学

いわき明星大学試験場

1,112 いわき市中央台飯野５－５－１

0246-29-5111

東日本国際大学

県立相馬東高等学校試験場

607 福島市光が丘１
1,142 会津若松市一箕町大字鶴賀字上居合９０
494 郡山市開成３－２５－２

296 相馬市北飯渕字阿弥陀堂２００番地

024-548-8354
024-548-0382
0242-37-2619
024-932-4848

0244-35-1673

都道府県名 試験实施大学名

茨城大学

茨城県

筑波大学

試験場名

志願者数 所在地

電話（試験当日）

茨城大学本部試験場

2,724 水戸市文京２－１－１

029-228-8573

茨城大学工学部試験場

1,066 日立市中成沢町４－１２－１

0294-38-1639

茨城大学農学部試験場

229 稲敷郡阿見町中央３－２１－１

029-888-8834

計

4,019

筑波大学第一試験場

1,468 つくば市天王台１丁目１－１

029-853-6007

筑波大学第二試験場

1,364 つくば市天王台１丁目１－１

029-853-6007

筑波大学第三試験場

1,438 つくば市天王台１丁目１－１

029-853-6007

筑波大学体育・芸術試験場

1,097 つくば市天王台１丁目１－１

029-853-6007

筑波大学医学試験場

600 つくば市天王台１丁目１－１
（筑波大学春日）
つくば市春日１－２
943
（筑波学院大学）
つくば市吾妻３－１
6,910

029-853-6007

筑波大学春日試験場
計

029-853-6007

茨城県立医療大学

茨城県立医療大学試験場

500 稲敷郡阿見町阿見４６６９－２

029-840-2111

茨城キリスト教大学

茨城キリスト教大学試験場

460 日立市大みか町６－１１－１

0294-53-9101

常磐大学

常磐大学試験場

915 水戸市見和１－４３０－１

029-232-2511

流通経済大学

流通経済大学龍ケ崎キャンパス試験場

634 龍ケ崎市平畑１２０

0297-60-1156

都道府県名 試験实施大学名

試験場名
宇都宮大学峰キャンパス試験場

宇都宮大学

栃木県

宇都宮大学陽東キャンパス試験場

志願者数 所在地
1,852 宇都宮市峰町３５０
848 宇都宮市陽東７－１－２

電話（試験当日）
028-649-5112
028-649-5112

計

2,700

足利工業大学

足利工業大学試験場

1,221 足利市大前町２６８－１

獨協医科大学

獨協医科大学試験場

帝京大学

帝京大学宇都宮キャンパス試験場

1,079 宇都宮市豊郷台１－１

028-627-7130

白鴎大学

白鴎大学東キャンパス試験場

1,032 小山市駅東通り２－２－２

0285-22-8900

作新学院大学

作新学院大学試験場

750 宇都宮市竹下町９０８

028-667-7111

国際医療福祉大学

国際医療福祉大学大田原キャンパス試験場

693 大田原市北金丸２６００－１

0287-24-3000

宇都宮共和大学

宇都宮共和大学試験場

510 宇都宮市大通り１丁目３番１８号

028-650-6611

585 下都賀郡壬生町大字北小林８８０番地

0284-62-0605
0282-87-2108

都道府県名 試験实施大学名

群馬大学

試験場名

電話（試験当日）

群馬大学荒牧地区試験場

799 前橋市荒牧町四丁目２番地

027-220-7189

県立前橋高等学校試験場

720 前橋市下沖町３２１－１

027-237-5545

県立前橋女子高等学校試験場

760 前橋市紅雲町２－１９－１

027-243-5441

群馬大学桐生地区試験場

882 桐生市天神町１－５－１

0277-30-1860

400 桐生市西久方町１－１－４１

0277-30-1860

県立桐生工業高等学校試験場
計

群馬県

志願者数 所在地

3,561

群馬県立女子大学

群馬県立女子大学試験場

600 佐波郡玉村町大字上之手１３９５－１

0270-65-8511

高崎経済大学

高崎経済大学試験場

940 高崎市上並榎町１３００番地

027-343-5417

前橋工科大学

前橋工科大学試験場

400 前橋市上佐鳥町４６０番地１

027-265-0111

群馬医療福祉大学

群馬医療福祉大学試験場

300 前橋市川曲町１９１－１

027-253-0294

関東学園大学

関東学園大学試験場

650 太田市藤阿久町２００番地

0276-32-7800

上武大学

上武大学高崎キャンパス試験場

721 高崎市新町２７０－１

0274-42-2828

東洋大学

東洋大学板倉校舎試験場

600 邑楽郡板倉町泉野１丁目１番地１号

0276-82-9110

共愛学園前橋国際大学

共愛学園前橋国際大学試験場

400 前橋市小屋原町１１５４－４

027-266-7575

東京福祉大学

東京福祉大学試験場

300 伊勢崎市山王町２０２０－１

0270-20-3673

高崎健康福祉大学

高崎健康福祉大学健康福祉学部試験場

380 高崎市中大類町３７－１

027-352-1290

高崎商科大学

高崎商科大学試験場

392 高崎市根小屋町７４１

027-347-3399

都道府県名 試験实施大学名

試験場名
埼玉大学試験場

埼玉大学

1,361 さいたま市桜区下大久保２５５

電話（試験当日）
048-858-3036

県立浦和高等学校試験場

880 さいたま市浦和区領家５－３－３

048-858-3036

県立浦和西高等学校試験場

800 さいたま市浦和区木崎３－１－１

048-858-3036

県立浦和第一女子高等学校試験場

880 さいたま市浦和区岸町３－８－４５

048-858-3036

840 さいたま市大宮区天沼町２－３２３

048-858-3036

県立大宮高等学校試験場
計

埼玉県

志願者数 所在地

4,761

埼玉県立大学

埼玉県立大学試験場

780 越谷市三野宮８２０番地

048-973-4117

跡見学園女子大学

跡見学園女子大学試験場

720 新座市中野１－９－６

048-478-3333

東京国際大学

東京国際大学第１キャンパス試験場

930 川越市的場北１－１３－１

049-232-1111

埼玉工業大学

埼玉工業大学試験場

760 深谷市普済寺１６９０

048-585-6814

城西大学

城西大学試験場

1,830 坂戸市けやき台１－１

049-271-7711

女子栄養大学

女子栄養大学坂戸校舎試験場

獨協大学

獨協大学試験場

日本工業大学

日本工業大学工学部試験場

文教大学

文教大学越谷校舎試験場

淑徳大学

淑徳大学埼玉みずほ台キャンパス試験場

芝浦工業大学

芝浦工業大学大宮校舎試験場

2,000 さいたま市見沼区深作３０７

048-687-5100

大東文化大学

大東文化大学試験場

1,301 東松山市岩殿５６０

0493-31-1504

東京電機大学

東京電機大学理工学部試験場

830 比企郡鳩山町石坂

049-296-2911

東京理科大学

東京理科大学久喜校舎試験場

400 久喜市下清久５００

0480-21-7600

東洋大学

東洋大学川越校舎試験場

2,100 川越市鯨井２１００

049-239-1392

立教大学

立教大学新座キャンパス試験場

2,060 新座市北野１－２－２６

048-471-6676

駿河台大学

駿河台大学試験場

1,300 飯能市阿須６９８

042-972-1124

文京学院大学

文京学院大学ふじみ野キャンパス試験場

530 ふじみ野市亀久保１１９６番地

049-261-6488

十文字学園女子大学

十文字学園女子大学試験場

410 新座市菅沢２－１－２８

0120-8164-10

西武文理大学

西武文理大学試験場

460 狭山市柏原新田３１１－１

04-2954-7575

尚美学園大学

尚美学園大学川越キャンパス試験場

500 川越市豊田町１－１－１

049-246-2700

ものつくり大学

ものつくり大学試験場

450 行田市前谷３３３番地

048-564-3816

810 坂戸市千代田３－９－２１
1,790 草加市学園町１－１
610 南埼玉郡宮代町学園台４－１
1,570 越谷市南荻島３３３７
410 入間郡三芳町藤久保１１５０－１

049-282-3601
048-946-1948
0480-33-7676
048-974-8816
049-274-1511

都道府県名 試験实施大学名

千葉大学

試験場名

電話（試験当日）

千葉大学第１試験場（文学部・法経学部）

570 千葉市稲毛区弥生町１－３３

043-251-1111

千葉大学第２試験場（工学部）

480 千葉市稲毛区弥生町１－３３

043-251-1111

千葉大学第３試験場（教育学部）

560 千葉市稲毛区弥生町１－３３

043-251-1111

千葉大学第４試験場（総合校舎）

865 千葉市稲毛区弥生町１－３３

043-251-1111

千葉大学園芸学部試験場

320 松戸市松戸６４８

043-251-1111

千葉大学亥鼻地区試験場

264 千葉市中央区亥鼻１－８－１

043-251-1111

県立千葉女子高等学校試験場

760 千葉市稲毛区小仲台５－１０－１

043-251-1111

千葉大学亥鼻地区試験場
計

千葉県

志願者数 所在地

1 千葉市中央区亥鼻１－８－１

043-251-1111

3,820

千葉県立保健医療大学

千葉県立保健医療大学試験場

500 千葉市美浜区若葉２－１０－１

043-296-2000

千葉科学大学

千葉科学大学試験場

430 銚子市潮見町３番地

0479-30-4545

明海大学

明海大学浦安キャンパス試験場

730 浦安市明海１

047-355-5116

淑徳大学

淑徳大学千葉キャンパス試験場

500 千葉市中央区大巌寺町２００番地

043-265-7331

敬愛大学

敬愛大学稲毛キャンパス試験場

500 千葉市稲毛区穴川１－５－２１

043-284-2364

千葉工業大学

千葉工業大学津田沼校舎試験場

1,810 習志野市津田沼２－１７－１

047-478-0580

千葉商科大学

千葉商科大学試験場

1,030 市川市国府台１－３－１

047-373-9771

中央学院大学

中央学院大学試験場

600 我孫子市久寺家４５１

04-7186-0191

麗澤大学

麗澤大学試験場

560 柏市光ケ丘２－１－１

04-7173-3500

和洋女子大学

和洋女子大学試験場

500 市川市国府台２丁目３番１号

047-371-1127

東京電機大学

東京電機大学情報環境学部試験場

270 印西市武西学園台２－１２００

0476-46-4111

東京理科大学

東京理科大学野田校舎試験場

東邦大学

東邦大学試験場

日本大学

1,800 野田市山崎２６４１番地

04-7124-1501

860 船橋市三山２－２－１

047-472-0666

日本大学生産工学部津田沼校舎試験場

1,515 習志野市泉町１－２－１

047-474-9507

日本大学理工学部船橋校舎試験場

1,850 船橋市習志野台７－２４－１

047-469-5237

計

3,365

神田外語大学

神田外語大学試験場

580 千葉市美浜区若葉１－４－１

043-273-2476

帝京平成大学

帝京平成大学試験場

950 市原市うるいど南４－１

0436-74-6199

秀明大学

秀明大学試験場

350 八千代市大学町１－１

047-488-2111

川村学園女子大学

川村学園女子大学試験場

610 我孫子市下ヶ戸１１３３

04-7183-0114

東京情報大学

東京情報大学試験場

500 千葉市若葉区御成台４－１

043-236-1408

聖徳大学

聖徳大学／聖徳大学短期大学部試験場

1,510 松戸市岩瀬５５０

047-365-1111

江戸川大学

江戸川大学試験場

550 流山市駒木４７４

04-7152-0661

東京成徳大学

東京成徳大学八千代キャンパス試験場

380 八千代市保品２０１４

047-488-1000

清和大学

清和大学法学部試験場

320 木更津市東太田３丁目４番５号

0438-30-5555

東洋学園大学

東洋学園大学試験場

560 流山市鰭ヶ崎１６６０

04-7150-3005

城西国際大学

城西国際大学試験場

1,190 東金市求名１番地

0475-55-8855

都道府県名 試験实施大学名

試験場名

3,042 文京区本郷７－３－１

03-3818-9020

東京大学教養学部試験場

3,217 目黒区駒場３－８－１

03-3818-9020

860 中野区南台１－１５－１

03-3818-9020

私立富士見丘高等学校試験場

1,120 渋谷区笹塚３－１９－９

03-3818-9020

私立海城高等学校試験場

1,260 新宿区大久保３－６－１

03-3818-9020

都立日比谷高等学校試験場
私立開成高等学校試験場
計
東京医科歯科大学

代々木ゼミナール本部校代ゼミタワー試験場

東京外国語大学

880 千代田区永田町２－１６－１
1,080 荒川区西日暮里４－２－４

03-3818-9020
03-3818-9020

11,459
799 渋谷区代々木２－２５－７

03-3379-5221

東京外国語大学試験場

1,501 府中市朝日町３－１１－１

042-330-5114

東京学芸大学

東京学芸大学試験場

2,542 小金井市貫井北町４－１－１

042-329-7203

東京農工大学

東京農工大学小金井キャンパス試験場

2,053 小金井市中町２－２４－１６

042-385-8751

東京工業大学大岡山試験場

2,944 目黒区大岡山２－１２－１

03-5734-3741

東京工業大学

東京工業大学田町試験場
計

東京都

電話（試験当日）

東京大学本郷試験場

東京大学教育学部附属中等教育学校試験場
東京大学

志願者数 所在地

お茶の水女子大学

一橋大学

東京海洋大学

首都大学東京

03-5734-3741

3,414

お茶の水女子大学試験場

10 文京区大塚２－１－１

03-5978-5151

お茶の水女子大学試験場

4 文京区大塚２－１－１

03-5978-5151

計
電気通信大学

470 港区芝浦３－３－６

14

電気通信大学試験場

2,013 調布市調布ヶ丘１－５－１

042-443-5103

一橋大学国立西キャンパス試験場

1,531 国立市中２丁目１番地

042-580-8159

一橋大学国立東キャンパス試験場

1,273 国立市東２丁目４番地

042-580-8159

計

2,804

東京海洋大学品川キャンパス試験場

1,047 港区港南４－５－７

東京海洋大学越中島キャンパス試験場

666 江東区越中島２－１－６

03-5463-4265
03-5245-7315

計

1,713

首都大学東京第一試験場

1,759 八王子市南大沢１－１

042-677-2391

首都大学東京第二試験場

680 八王子市南大沢１－１

042-677-2391

計

2,439

東京未来大学

駿台予備校お茶の水３号館試験場

758 千代田区神田駿河台２－５－１７

青山学院大学

青山学院大学青山キャンパス試験場

1,346 渋谷区渋谷４－４－２５

03-3409-8627

亜細亜大学

亜細亜大学試験場

1,325 武蔵野市境５－２４－１０

0422-36-3273

大妻女子大学

大妻女子大学多摩キャンパス試験場

887 多摩市唐木田２－７－１

042-372-9141

桜美林大学

桜美林大学明々館・太平館試験場

1,009 町田市常盤町３７５８

03-5813-2525

042-797-1461

都道府県名 試験实施大学名

東京都

試験場名

志願者数 所在地

電話（試験当日）

北里大学

北里大学薬学部試験場

560 港区白金５－９－１

03-3442-6979

共立女子大学

共立女子大学・短期大学試験場

859 千代田区一ツ橋２－２－１

03-3237-2621

杏林大学

杏林大学八王子キャンパス試験場

609 八王子市宮下町４７６

042-691-0011

工学院大学

工学院大学試験場

917 新宿区西新宿１－２４－２

03-3340-0130

國學院大学

國學院大学渋谷キャンパス試験場

国際基督教大学

国際基督教大学試験場

国士舘大学

国士舘大学世田谷試験場

1,100 世田谷区世田谷４－２８－１

03-5481-3211

駒澤大学

駒澤大学駒沢校舎試験場

1,496 世田谷区駒沢１－２３－１

03-3418-9109

实践女子大学

实践女子大学試験場

566 日野市大坂上４－１－１

042-585-8817

昭和女子大学

昭和女子大学試験場

昭和薬科大学

昭和薬科大学試験場

成蹊大学

成蹊大学試験場

成城大学

成城大学試験場

809 世田谷区成城６－１－２０

03-3482-9100

創価大学

創価大学試験場

611 八王子市丹木町１－２３６

042-691-4617

大正大学

大正大学巣鴨校舎試験場

784 豊島区西巣鴨３－２０－１

03-3918-7311

高千穂大学

高千穂大学試験場

561 杉並区大宮２－１９－１

03-3317-4077

拓殖大学

拓殖大学文京キャンパス試験場

834 文京区小日向３－４－１４

03-3947-7159

玉川大学

玉川大学試験場

609 町田市玉川学園６丁目１番１号

042-739-8990

中央大学

中央大学多摩校舎試験場

津田塾大学

津田塾大学試験場

帝京大学

帝京大学八王子キャンパス試験場

東京家政大学

東京家政大学試験場

934 板橋区加賀１－１８－１

03-3961-2443

東京家政学院大学

東京家政学院大学試験場

609 町田市相原町２６００

042-782-5911

東京経済大学

東京経済大学試験場

1,060 国分寺市南町１－７－３４

042-328-7748

東京女子大学

東京女子大学試験場

611 杉並区善福寺２－６－１

03-5382-6592

東京電機大学

東京電機大学工学部・未来科学部試験場

997 千代田区神田錦町２－２

03-5280-3511

東京農業大学

東京農業大学世田谷キャンパス試験場

510 世田谷区桜丘１－１－１

03-5477-2602

東京薬科大学

東京薬科大学試験場

661 八王子市堀之内１４３２－１

042-676-5112

東京理科大学

東京理科大学神楽坂校舎試験場

859 新宿区神楽坂１丁目３番地

03-3260-4271

二松学舎大学

二松学舎大学九段キャンパス１号館試験場

547 千代田区三番町６－１６

03-3261-7423

日本大学経済学部試験場

709 千代田区三崎町１－３－２

03-3219-3350

日本大学商学部試験場

600 世田谷区砧５－２－１

03-3749-6737

日本大学

計

1,196 渋谷区東４－１０－２８
550 三鷹市大沢３－１０－２

1,568 世田谷区太子堂１－７
579 町田市東玉川学園３丁目３１６５番地
1,060 武蔵野市吉祥寺北町３－３－１

03-5466-0141
0422-33-3226

03-3411-5116
042-721-1511
0422-37-3699

1,823 八王子市東中野７４２－１

042-674-2441

610 小平市津田町２－１－１

042-342-5120

1,308 八王子市大塚３５９

1,309

042-678-3311

都道府県名 試験实施大学名

東京都

試験場名

志願者数 所在地

電話（試験当日）

日本歯科大学

日本歯科大学生命歯学部試験場

600 千代田区富士見１－９－２０

03-3261-8311

日本獣医生命科学大学

日本獣医生命科学大学試験場

560 武蔵野市境南町１－７－１

0422-31-4151

日本女子大学

日本女子大学目白キャンパス試験場

759 文京区目白台２－８－１

03-5981-3792

法政大学

法政大学市ヶ谷キャンパス富士見校舎試験場

星薬科大学

星薬科大学試験場

600 品川区荏原２－４－４１

03-5498-5817

武蔵大学

武蔵大学試験場

547 練馬区豊玉上１－２６－１

03-5984-3715

東京都市大学

東京都市大学世田谷キャンパス試験場

1,390 世田谷区玉堤１－２８－１

03-5707-0104

武蔵野大学

武蔵野大学試験場

621 西東京市新町１－１－２０

042-451-1300

明治大学

明治大学和泉校舎試験場

明治薬科大学

明治薬科大学試験場

明星大学

明星大学試験場

1,011 日野市程久保２－１－１

042-591-5793

立正大学

立正大学大崎キャンパス試験場

1,158 品川区大崎４－２－１６

03-3492-6649

和光大学

和光大学試験場

早稲田大学

早稲田大学（早稲田キャンパス）１５号館試験場

東京工科大学

東京工科大学試験場

809 八王子市片倉町１４０４－１

042-637-5417

多摩大学

多摩大学試験場

577 多摩市聖ヶ丘４－１－１

042-337-1111

恵泉女学園大学

恵泉女学園大学試験場

561 多摩市南野２－１０－１

042-376-8211

文京学院大学

文京学院大学・短期大学試験場

622 文京区向丘１－１９－１

03-3814-1661

目白大学

目白大学試験場

650 新宿区中落合４－３１－１

03-5996-3117

1,638 千代田区富士見２－１７－１

1,722 杉並区永福１－９－１
677 清瀬市野塩２－５２２－１

03-3264-9666

03-5300-1219
042-495-5061

609 町田市金井町２１６０番地

044-988-1479

1,576 新宿区西早稲田１－６－１

03-3204-9173

都道府県名 試験实施大学名

試験場名

志願者数 所在地

横浜国立大学理工学部試験場

（教育棟）
横浜市保土ヶ谷区常盤台７９－２
2,771
（経済経営棟）
横浜市保土ヶ谷区常盤台７９－３
1,703 横浜市保土ヶ谷区常盤台７９－５

横浜国立大学教育人間科学部試験場
横浜国立大学

電話（試験当日）
045-339-3121
045-339-3121

計

4,474

横浜市立大学

横浜市立大学試験場

1,900 横浜市金沢区瀬戸２２－２

神奈川県立保健福祉大学

神奈川県立保健福祉大学試験場

535 横須賀市平成町１－１０－１

046-828-2500

北里大学

北里大学相模原キャンパス試験場

950 相模原市南区北里１－１５－１

042-778-9749

専修大学

専修大学生田校舎試験場

1,950 川崎市多摩区東三田２－１－１

044-911-1095

東海大学

東海大学湘南校舎試験場

1,290 平塚市北金目４－１－１

0463-58-1211

東京農業大学

東京農業大学厚木キャンパス試験場

445 厚木市船子１７３７

046-270-6678

日本大学

日本大学生物資源科学部試験場

750 藤沢市亀井野１８６６

0466-84-3996

明治大学

明治大学生田キャンパス試験場

1,050 川崎市多摩区東三田１－１－１

044-934-7626

明治学院大学

明治学院大学横浜キャンパス試験場

1,050 横浜市戸塚区上倉田町１５１８

045-863-2299

神奈川県 麻布大学
神奈川工科大学

麻布大学８号館試験場

950 相模原市中央区淵野辺１－１７－７１

045-787-2055

042-850-2515

神奈川工科大学試験場

1,200 厚木市下荻野１０３０

046-291-3000

神奈川大学

神奈川大学試験場

2,010 横浜市神奈川区六角橋３－２７－１

045-481-5804

関東学院大学

関東学院大学金沢八景キャンパス試験場

1,650 横浜市金沢区六浦東１－５０－１

045-786-7019

湘南工科大学

湘南工科大学試験場

800 藤沢市辻堂西海岸１－１－２５

0466-30-0200

相模女子大学

相模女子大学１１号館試験場

635 相模原市南区文京２－１－１

042-749-5533

産業能率大学

産業能率大学湘南キャンパス試験場

645 伊勢原市上粕屋１５７３

0463-92-2217

鶴見大学

鶴見大学試験場

495 横浜市鶴見区鶴見２－１－３

045-581-1001

東京工芸大学

東京工芸大学厚木キャンパス試験場

フェリス女学院大学

フェリス女学院大学緑園キャンパス試験場

445 横浜市泉区緑園４－５－３

045-812-9183

横浜商科大学

横浜商科大学つるみキャンパス試験場

645 横浜市鶴見区東寺尾４－１１－１

045-571-3901

昭和音楽大学

昭和音楽大学試験場

545 川崎市麻生区上麻生１－１１－１

044-953-1121

東洋英和女学院大学

東洋英和女学院大学試験場

585 横浜市緑区三保町３２

045-922-5511

桐蔭横浜大学

桐蔭横浜大学試験場

695 横浜市青葉区鉄町１６１４

045-972-5881

松蔭大学

松蔭大学試験場

415 厚木市森の里若宮９－１

046-247-1511

1,000 厚木市飯山１５８３

046-242-4111

都道府県名 試験实施大学名

試験場名
新潟大学試験場

新潟大学

新潟県

県立佐渡高等学校試験場
新潟大学試験場（工学部）

志願者数 所在地
4,325 新潟市西区五十嵐２の町８０５０番地
247 佐渡市石田５６７
1 新潟市西区五十嵐２の町８０５０番地

電話（試験当日）
025-262-6247
0259-57-2822
025-262-6247

計

4,573

長岡技術科学大学

長岡技術科学大学試験場

1,294 長岡市上富岡町１６０３－１

上越教育大学

上越教育大学試験場

812 上越市山屋敷町１番地

025-521-3294

新潟県立看護大学

新潟県立看護大学試験場

387 上越市新南町２４０番地

025-526-2811

日本歯科大学

日本歯科大学新潟生命歯学部試験場

332 新潟市中央区浜浦町１－８

025-267-1500

新潟薬科大学

新潟薬科大学試験場

443 新潟市秋葉区東島２６５－１

0250-25-5000

敬和学園大学

敬和学園大学試験場

510 新発田市富塚１２７０

0254-26-3636

新潟経営大学

新潟経営大学試験場

435 加茂市希望ケ丘２９０９番地２

0256-53-4311

新潟国際情報大学

新潟国際情報大学本校試験場

479 新潟市西区みずき野３丁目１－１

025-264-3006

新潟工科大学

新潟工科大学試験場

474 柏崎市藤橋１７１９番地

0257-22-8102

長岡大学

長岡大学試験場

205 長岡市御山町８０番地８

0258-38-6077

新潟青陵大学

新潟青陵大学試験場

380 新潟市中央区水道町１－５９３９

025-266-8833

長岡造形大学

長岡造形大学試験場

361 長岡市千秋４－１９７

0258-21-3311

0258-46-6000

都道府県名 試験实施大学名

試験場名
富山大学五福キャンパス試験場

富山大学
富山県

富山大学杉谷（医薬系）キャンパス試験場
計

志願者数 所在地
3,451 富山市五福３１９０
750 富山市杉谷２６３０番地

電話（試験当日）
076-445-6100
076-434-2636

4,201

富山県立大学

富山県立大学工学部試験場

560 射水市黒河５１８０

0766-56-7500

高岡法科大学

高岡法科大学試験場

260 高岡市戸出石代３０７－３

0766-63-3388

富山国際大学

富山国際大学試験場

270 富山市東黒牧６５－１

076-483-8000

都道府県名 試験实施大学名

金沢大学

試験場名

電話（試験当日）

金沢大学総合教育棟試験場

917 金沢市角間町

076-264-5894

金沢大学人間社会第１試験場

376 金沢市角間町

076-264-5464

金沢大学人間社会第２試験場

585 金沢市角間町

076-264-5606

金沢大学保健学類試験場

247 金沢市小立野５丁目１１番８０号

076-265-2647

867 金沢市角間町

076-234-4563

金沢大学自然科学試験場
石川県

志願者数 所在地

計

2,992

金沢美術工芸大学

金沢美術工芸大学試験場

270 金沢市小立野５丁目１１番１号

076-262-3531

石川県立看護大学

石川県立看護大学試験場

242 かほく市学園台１丁目１番地

076-281-8302

石川県立大学

石川県立大学試験場

270 野々市市末松１－３０８

076-227-7408

金沢星稜大学

金沢星稜大学試験場

500 金沢市御所町丑１０番地１

076-253-3922

金沢工業大学

金沢工業大学８号館試験場

700 野々市市扇が丘７－１

076-248-0365

金沢学院大学

金沢学院大学試験場

460 金沢市末町１０

076-229-8844

都道府県名 試験实施大学名

試験場名
福井大学文京キャンパス試験場

福井大学

福井大学松岡キャンパス試験場
計

福井県
福井県立大学

福井工業大学

志願者数 所在地
1,794 福井市文京３－９－１
511 吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３

電話（試験当日）
0776-27-9735
0776-61-3111

2,305

福井県立大学福井キャンパス試験場

542 吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１

0776-61-6000

福井県立大学小浜キャンパス試験場

290 小浜市学園町１－１

0770-52-6300

計

832

福井工業大学福井キャンパス試験場

472 福井市学園３－６－１

0776-29-2803

都道府県名 試験实施大学名

山梨県

試験場名

志願者数 所在地
1,871 甲府市武田四丁目４－３７

電話（試験当日）

山梨大学

山梨大学試験場

都留文科大学

都留文科大学試験場

783 都留市田原三丁目８番１号

0554-43-4341

山梨県立大学

山梨県立大学看護学部試験場

292 甲府市池田１－６－１

055-253-7859

山梨英和大学

山梨英和大学試験場

299 甲府市横根町８８８

055-223-6024

山梨学院大学

山梨学院大学試験場

1,073 甲府市酒折２－４－５

055-224-1302

帝京科学大学

帝京科学大学試験場

441 上野原市八ツ沢２５２５

055-220-8046

0554-63-4411

都道府県名 試験实施大学名

信州大学

試験場名

電話（試験当日）

信州大学松本試験場

2,434 松本市旭３－１－１

0263-37-2192

信州大学教育学部試験場

1,217 長野市西長野６のロ

026-238-4044

信州大学工学部試験場

1,585 長野市若里４－１７－１

026-269-5062

信州大学農学部試験場

892 上伊那郡南箕輪村８３０４

0265-77-1314

信州大学繊維学部試験場

1,196 上田市常田３－１５－１

0268-21-5310

信州大学教育学部試験場

1 長野市西長野６のロ

026-238-4044

計
長野県

志願者数 所在地

7,325

長野県看護大学

長野県看護大学試験場

386 駒ヶ根市赤穂１６９４番地

0265-81-5100

佐久大学

佐久大学・信州短期大学試験場

323 佐久市岩村田２３８４

0267-68-6088

諏訪東京理科大学

諏訪東京理科大学試験場

509 茅野市豊平５０００－１

0266-73-1201

松本大学

松本大学試験場

518 松本市新村２０９５－１

0263-48-7200

清泉女学院大学

清泉女学院大学・清泉女学院短期大学試験場

238 長野市上野２－１２０－８

026-295-5665

長野大学

長野大学試験場

713 上田市下之郷６５８－１

0268-39-0010

松本歯科大学

松本歯科大学試験場

238 塩尻市広丘郷原１７８０

0263-53-1851

長野県短期大学

長野県短期大学試験場

213 長野市三輪８－４９－７

026-234-1221

都道府県名 試験实施大学名

試験場名
岐阜大学試験場

岐阜大学

県立斐太高等学校試験場
計

岐阜県

志願者数 所在地
2,528 岐阜市柳戸１番１
487 高山市三福寺町７３６番地

電話（試験当日）
058-293-2156
0577-32-2132

3,015

岐阜薬科大学

岐阜薬科大学試験場

750 岐阜市三田洞東５丁目６番１号

058-237-3931

岐阜県立看護大学

岐阜県立看護大学試験場

400 羽島市江吉良町３０４７－１

058-397-2300

岐阜経済大学

岐阜経済大学試験場

898 大垣市北方町５－５０

0584-77-3511

朝日大学

朝日大学試験場

521 瑞穂市穂積１８５１

058-329-1155

岐阜聖徳学園大学

岐阜聖徳学園大学岐阜キャンパス試験場

500 岐阜市中鶉１丁目３８番地

058-278-0711

東海学院大学

岐阜県立多治見高等学校試験場

402 多治見市坂上町９－１４１

0572-22-4155

名城大学

名城大学都市情報学部試験場

489 可児市虹ヶ丘４－３－３

0574-69-0100

中京学院大学試験場

476 中津川市千旦林１－１０４

0573-66-3121

私立中京高等学校試験場

467 瑞浪市土岐町７０７４の１

0572-68-4501

計

943

中部学院大学試験場

534 関市桐ヶ丘２丁目１番地

中京学院大学

中部学院大学

0575-24-2213

都道府県名 試験实施大学名

試験場名
県立富士高等学校試験場
静岡大学試験場

静岡大学

静岡県

920 富士市松本１７

電話（試験当日）
0545-65-0437

1,492 静岡市駿河区大谷８３６

054-238-3136

県立静岡高等学校試験場

880 静岡市葵区長谷町６６

054-246-5852

県立静岡東高等学校試験場

840 静岡市葵区川合３丁目２４番１号

054-208-5822

静岡市立高等学校試験場

880 静岡市葵区千代田三丁目１－１

054-247-5291

県立浜松北高等学校試験場

840 浜松市中区広沢１－３０－１

053-451-5251

県立浜松南高等学校試験場

880 浜松市南区米津町９６１

053-441-5967

静岡大学情報学部試験場

652 浜松市中区城北３－５－１

053-473-5643

計

浜松医科大学

志願者数 所在地

7,384

浜松医科大学試験場

530 浜松市東区半田山１－２０－１

053-435-2216

浜松日体高等学校試験場

760 浜松市東区半田山３－３０－１

053-435-2216

計

1,290

静岡県立大学

静岡県立大学試験場

1,200 静岡市駿河区谷田５２－１

054-264-5007

静岡文化芸術大学

静岡文化芸術大学試験場

550 浜松市中区中央２－１－１

053-457-6121

東海大学

県立沼津東高等学校試験場

920 沼津市岡宮８１２

055-925-2210

日本大学

日本大学国際関係学部試験場

常葉学園大学

常葉学園大学試験場

550 静岡市葵区瀬名一丁目２２番１号

054-263-1125

浜松大学

浜松大学試験場

640 浜松市北区都田町１２３０番地

053-428-6748

静岡理工科大学

静岡理工科大学試験場

470 袋井市豊沢２２００－２

0538-45-0111

聖隷クリストファー大学

聖隷クリストファー大学試験場

450 浜松市北区三方原町３４５３

053-439-1400

静岡産業大学経営学部試験場

450 磐田市大原１５７２－１

0538-37-0191

静岡産業大学情報学部試験場

300 藤枝市駿河台４－１－１

054-645-0191

計

750

富士常葉大学試験場

720 富士市大渕３２５番地

静岡産業大学

富士常葉大学

1,420 三島市文教町２－３１－１４５

055-980-0862

0545-36-1133

都道府県名 試験实施大学名

試験場名
名古屋大学東山地区試験場

名古屋大学

愛知教育大学

愛知県

志願者数 所在地

電話（試験当日）

1,730 名古屋市千種区不老町

052-789-2184

名古屋大学教育学部附属高等学校試験場

321 名古屋市千種区不老町

052-789-2184

名古屋市立菊里高等学校試験場

841 名古屋市千種区星が丘元町１３－７

052-781-9091

県立明和高等学校試験場

802 名古屋市東区白壁２－３２－６

052-971-4622

県立瑞陵高等学校試験場

801 名古屋市瑞穂区北原町２－１

052-851-6816

県立昭和高等学校試験場

840 名古屋市瑞穂区玉水町１－１８

052-834-4249

県立天白高等学校試験場

801 名古屋市天白区植田東１－６０１

052-806-4491

名古屋市立名東高等学校試験場

841 名古屋市名東区大針１－３５１

052-703-8301

計

6,977

愛知教育大学試験場

2,326 刈谷市井ヶ谷町広沢１番地

0566-26-2203

674 刈谷市井ヶ谷町広沢１番地

0566-26-2203

愛知教育大学附属高等学校試験場
計

3,000

名古屋工業大学

名古屋工業大学試験場

2,470 名古屋市昭和区御器所町

052-735-5083

豊橋技術科学大学

豊橋技術科学大学試験場

1,270 豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１－１

0532-44-6581

愛知県立芸術大学

県立千種高等学校試験場

名古屋市立大学

名古屋市立大学滝子試験場

1,620 名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑１

052-871-1565

愛知県立大学

愛知県立大学（長久手キャンパス）試験場

1,583 愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間１５２２番３

0561-64-1111

修文大学

修文大学試験場

535 一宮市日光町６番地

0586-45-2101

星城大学

星城大学試験場

420 東海市富貴ノ台２丁目１７２番地

052-601-6000

愛知大学

愛知大学豊橋校舎試験場

1,065 豊橋市町畑町１－１

0532-47-4111

愛知学院大学

愛知学院大学試験場

1,170 日進市岩崎町阿良池１２

0561-73-1111

愛知学泉大学

愛知学泉大学豊田学舎試験場

愛知工業大学

愛知工業大学試験場

愛知淑徳大学

800 名古屋市名東区社台二丁目２０６番地

670 豊田市大池町汐取１

052-773-0098

0565-35-1313

1,194 豊田市八草町八千草１２４７

0565-48-8121

愛知淑徳大学星が丘キャンパス試験場

770 名古屋市千種区桜が丘２３

052-781-1151

椙山女学園大学

椙山女学園大学試験場

570 名古屋市千種区星が丘元町１７番３号

052-781-1186

大同大学

大同大学試験場

652 名古屋市南区滝春町１０－３

052-612-6119

中京大学

中京大学名古屋キャンパス試験場

1,118 名古屋市昭和区八事本町１０１－２

052-835-7111

中部大学

中部大学試験場

1,120 春日井市松本町１２００番地

0568-51-1111

同朊大学

同朊大学試験場

450 名古屋市中村区稲葉地町７の１

052-411-1247

名古屋学院大学

名古屋学院大学白鳥学舎試験場

735 名古屋市熱田区熱田西町１－２５

052-678-4088

名古屋経済大学

名古屋経済大学試験場

570 犬山市内久保６１－１

0568-67-0616

名古屋商科大学

名古屋商科大学試験場

600 日進市米野木町三ヶ峯４の４

0561-73-2111

名古屋女子大学

名古屋女子大学汐路学舎試験場

570 名古屋市瑞穂区汐路町３－４０

052-852-9774

都道府県名 試験实施大学名
南山大学

日本福祉大学

試験場名
南山大学（名古屋キャンパス）試験場

1,240 名古屋市昭和区山里町１８

電話（試験当日）
052-832-3119

日本福祉大学美浜キャンパス試験場

569 知多郡美浜町大字奥田字会下前３５－６

0569-87-2257

日本福祉大学美浜キャンパス試験場

1 知多郡美浜町大字奥田字会下前３５－６

0569-87-2257

計

愛知県

志願者数 所在地

570

名城大学

名城大学天白キャンパス試験場

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学試験場

1,570 名古屋市天白区塩釜口１－５０１
925 日進市岩崎町竹ノ山５７

052-838-2018
0561-74-1111

愛知みずほ大学

愛知みずほ大学瑞穂高等学校試験場

560 名古屋市瑞穂区春敲町２－１３

052-882-1811

東海学園大学

東海学園大学三好キャンパス試験場

720 みよし市福谷町西ノ洞２１－２３３

0561-36-5555

豊橋創造大学

豊橋創造大学試験場

558 豊橋市牛川町字松下２０－１

050-2017-2100

名古屋文理大学

名古屋文理大学試験場

524 稲沢市稲沢町前田３６５番地

0587-23-2400

人間環境大学

人間環境大学試験場

370 岡崎市本宿町上三本松６－２

0564-48-7811

愛知工科大学

愛知工科大学試験場

560 蒲郡市西迫町馬乗５０－２

0533-68-1135

名古屋産業大学

名古屋産業大学試験場

300 尾張旭市新居町山の田３２５５－５

0561-55-5101

都道府県名 試験实施大学名

三重県

試験場名

志願者数 所在地
4,756 津市栗真町屋町１５７７

電話（試験当日）

三重大学

三重大学試験場

059-231-9063

三重県立看護大学

三重県立看護大学試験場

237 津市夢が丘１丁目１番地１

059-233-5602

四日市看護医療大学

四日市看護医療大学試験場

280 四日市市萱生町１２００

059-340-0700

皇學館大学

皇學館大学試験場

870 伊勢市神田久志本町１７０４

0596-22-0201

四日市大学

四日市大学試験場

550 四日市市萱生町１２００

059-365-6588

鈴鹿医療科学大学

鈴鹿医療科学大学試験場

594 鈴鹿市岸岡町１００１－１

059-383-8991

鈴鹿国際大学

鈴鹿国際大学試験場

311 鈴鹿市郡山町６６３－２２２

059-372-2915

都道府県名 試験实施大学名

滋賀大学

試験場名

電話（試験当日）

滋賀大学経済学部試験場

979 彦根市馬場１－１－１

0749-27-1023

滋賀大学教育学部試験場

900 大津市平津２－５－１

077-537-7711

計
滋賀県

志願者数 所在地

1,879

滋賀医科大学

滋賀医科大学試験場

600 大津市瀬田月輪町

077-548-2071

滋賀県立大学

滋賀県立大学試験場

1,090 彦根市八坂町２５００

0749-28-8226

長浜バイオ大学

長浜バイオ大学試験場

510 長浜市田村町１２６６

0749-64-8100

立命館大学

立命館大学びわこ・くさつキャンパス試験場

1,910 草津市野路東１－１－１

077-561-2617

都道府県名 試験实施大学名

京都大学

試験場名

250 京都市左京区吉田本町

075-753-2523

京都大学第２試験場

810 京都市左京区吉田本町

075-753-2523

京都大学第３試験場

295 京都市左京区吉田二本松町

075-753-2523

京都大学第４試験場

240 京都市左京区吉田二本松町

075-753-2523

487 京都市左京区吉田二本松町

075-753-2523

計

京都府

電話（試験当日）

京都大学第１試験場

京都大学第５試験場

京都教育大学

志願者数 所在地

2,082

京都教育大学試験場

399 京都市伏見区深草藤森町１番地

075-644-8160

京都教育大学試験場

1 京都市伏見区深草藤森町１番地

075-644-8160

計

400

京都工芸繊維大学

京都工芸繊維大学試験場

480 京都市左京区松ヶ崎橋上町１番地

075-724-7163

京都市立芸術大学

京都市立芸術大学試験場

300 京都市西京区大枝沓掛町１３－６

075-334-2208

京都府立大学

京都府立大学試験場

400 京都市左京区下鴨半木町１－５

075-703-5144

京都府立医科大学

京都府立医科大学医学部看護学科試験場

300 京都市上京区清和院口寺町東入中御霊町４１０番地

075-212-5421

京都学園大学

京都学園大学試験場

400 亀岡市曽我部町南条大谷１－１

0771-29-2222

京都産業大学

京都産業大学試験場

480 京都市北区上賀茂本山

075-705-1437

京都女子大学

京都女子大学Ａ校舎試験場

400 京都市東山区今熊野北日吉町３５番地

075-531-7054

京都精華大学

京都精華大学試験場

500 京都市左京区岩倉木野町１３７

075-702-5100

京都光華女子大学

京都光華女子大学試験場

400 京都市右京区西京極葛野町３８

075-312-1899

種智院大学

種智院大学試験場

200 京都市伏見区向島西定請７０

075-604-5600

京都橘大学

京都橘大学試験場

300 京都市山科区大宅山田町３４

075-574-4116

同志社大学

同志社大学新町キャンパス試験場

780 京都市上京区新町通今出川上ル近衛殿表町１５９－１

075-251-4601

同志社女子大学

同志社女子大学京田辺キャンパス試験場

300 京田辺市興戸

0774-65-8811

花園大学

花園大学試験場

400 京都市中京区西ノ京壺ノ内町８－１

075-811-5181

佛教大学

佛教大学紫野キャンパス試験場

700 京都市北区紫野北花ノ坊町９６

075-491-2141

龍谷大学

龍谷大学深草学舎試験場

成美大学

成美大学試験場

399 福知山市字堀３３７０

0773-24-7133

京都聖母女学院短期大学

京都聖母女学院短期大学試験場

400 京都市伏見区深草田谷町１

075-643-6781

1,460 京都市伏見区深草塚本町６７

075-645-7887

都道府県名 試験实施大学名

大阪大学

試験場名

大阪府

大阪市立大学

電話（試験当日）

大阪大学豊中総合学館試験場

670 豊中市待兼山町１－６

06-6879-7098

大阪大学理学部試験場

430 豊中市待兼山町１－１

06-6879-7098

大阪大学基礎工学部試験場

530 豊中市待兼山町１－３

06-6879-7098

大阪大学大学教育实践センター試験場

510 豊中市待兼山町１－１６

06-6879-7098

大阪大学人間科学部試験場

200 吹田市山田丘１－２

06-6879-7098

大阪大学医学部試験場

400 吹田市山田丘２－２

06-6879-7098

大阪大学医学部保健学科試験場

200 吹田市山田丘１－７

06-6879-7098

大阪大学薬学部試験場

230 吹田市山田丘１－６

06-6879-7098

大阪大学工学部試験場

750 吹田市山田丘２－１

06-6879-7098

大阪青山大学試験場

400 箕面市新稲２－１１－１

072-723-9437

千里金蘭大学試験場

400 吹田市藤白台５－２５－１

06-6872-0673

藍野大学試験場

400 茨木市東太田４－５－４

072-627-1711

計
大阪教育大学

志願者数 所在地

5,120

大阪教育大学柏原キャンパス試験場

930 柏原市旭ヶ丘４－６９８－１

072-978-3324

大阪市立大学１号館試験場

798 大阪市住吉区杉本３－３－１３８

06-6607-5825

大阪市立大学全学共通教育棟Ａ試験場

896 大阪市住吉区杉本３－３－１３８

06-6607-5827

大阪市立大学全学共通教育棟Ｂ試験場

856 大阪市住吉区杉本３－３－１３８

06-6607-5828

計

2,550

大阪府立大学

大阪府立大学試験場

2,515 堺市中区学園町１－１

羽衣国際大学

羽衣国際大学試験場

400 堺市西区浜寺南町１丁８９番の１

072-265-7200

大阪成蹊大学

大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学試験場

560 大阪市東淀川区相川３－１０－６２

06-6829-2600

大阪学院大学

大阪学院大学試験場

780 吹田市岸部南二丁目３６番１号

06-6381-8434

大阪経済大学

大阪経済大学試験場

605 大阪市東淀川区大隅２－２－８

06-6328-2431

大阪経済法科大学

大阪経済法科大学八尾駅前キャンパス試験場

400 八尾市北本町２丁目１０番４５号

072-920-4711

大阪芸術大学

大阪芸術大学試験場

755 南河内郡河南町東山４６９

0721-93-6583

大阪工業大学

大阪工業大学大宮キャンパス試験場

835 大阪市旭区大宮５－１６－１

06-6954-4086

大阪産業大学

大阪産業大学中央キャンパス試験場

大阪樟蔭女子大学

大阪樟蔭女子大学小阪キャンパス試験場

515 東大阪市菱屋西４－２－２６

06-6723-8181

大阪商業大学

大阪商業大学試験場

565 東大阪市御厨栄町４－１－１０

06-6787-2424

大阪電気通信大学

大阪電気通信大学〔寝屋川学舎〕試験場

600 寝屋川市初町１８－８

072-824-1131

大阪薬科大学

大阪薬科大学試験場

250 高槻市奈佐原４－２０－１

072-690-1019

大阪大谷大学

大阪大谷大学試験場

540 富田林市錦織北３－１１－１

0721-24-0381

追手門学院大学

追手門学院大学試験場

530 茨木市西安威２－１－１５

072-641-9644

1,150 大東市中垣内３－１－１

072-254-9202

072-875-3001

都道府県名 試験实施大学名

大阪府

試験場名

志願者数 所在地
1,905 吹田市山手町３－３－３５

電話（試験当日）

関西大学

関西大学千里山キャンパス第１学舎試験場

06-6368-1121

関西外国語大学

関西外国語大学（中宮キャンパス）試験場

近畿大学

近畿大学試験場

四天王寺大学

四天王寺大学試験場

545 羽曳野市学園前３丁目２－１

072-956-3181

摂南大学

摂南大学寝屋川学舎試験場

610 寝屋川市池田中町１７－８

072-839-9104

相愛大学

相愛大学試験場

400 大阪市住之江区南港中４－４－１

06-6612-5900

帝塚山学院大学

帝塚山学院大学狭山キャンパス試験場

500 大阪狭山市今熊２－１８２３

072-365-0865

梅花女子大学

梅花女子大学試験場

510 茨木市宿久庄２－１９－５

072-643-6566

阪南大学

阪南大学本キャンパス試験場

610 松原市天美東５－４－３３

072-332-1299

桃山学院大学

桃山学院大学試験場

690 和泉市まなび野１－１

0725-54-3131

大阪国際大学

大阪国際大学試験場

630 枚方市杉３丁目５０番１号

072-858-1616

プール学院大学

プール学院大学試験場

600 堺市南区槇塚台４－５－１

072-292-7201

関西福祉科学大学

関西福祉科学大学試験場

530 柏原市旭ヶ丘３丁目１１番１号

072-978-0088

大阪観光大学

大阪観光大学試験場

250 泉南郡熊取町大久保南５－３－１

072-453-8222

大阪人間科学大学

大阪人間科学大学庄屋学舎試験場

525 摂津市庄屋１－１２－１３

06-6381-3000

880 枚方市中宮東之町１６－１

072-805-2850

1,645 東大阪市小若江３－４－１

06-6721-2332

都道府県名 試験实施大学名
兵庫教育大学

神戸大学

試験場名

電話（試験当日）

兵庫教育大学試験場

700 加東市下久米９４２－１

0795-44-2067

神戸大学文学部試験場

150 神戸市灘区六甲台町１－１

078-803-5485

神戸大学国際文化学部（１）試験場

220 神戸市灘区鶴甲１－２－１

078-803-5485

神戸大学発達科学部試験場

300 神戸市灘区鶴甲３－１１

078-803-5485

神戸大学法・経済・経営学部試験場

580 神戸市灘区六甲台町２－１

078-803-5485

神戸大学理学部試験場

260 神戸市灘区六甲台町１－１

078-803-5485

神戸大学国際文化学部（２）試験場

360 神戸市灘区鶴甲１－２－１

078-803-5485

神戸大学医学部保健学科試験場

280 神戸市須磨区友が丘７－１０－２

078-803-5485

神戸大学工学部試験場

600 神戸市灘区六甲台町１－１

078-803-5485

神戸大学農学部試験場

260 神戸市灘区六甲台町１－１

078-803-5485

神戸大学海事科学部試験場

310 神戸市東灘区深江南町５丁目１番１号

078-803-5485

計

兵庫県

志願者数 所在地

3,320

神戸市外国語大学

神戸市外国語大学試験場

750 神戸市西区学園東町９丁目１

078-794-8121

神戸市看護大学

神戸市看護大学試験場

350 神戸市西区学園西町３丁目４番地

078-794-8080

兵庫県立大学神戸学園都市キャンパス試験場

500 神戸市西区学園西町８丁目２番地の１

078-794-6179

兵庫県立大学姫路書写キャンパス試験場

650 姫路市書写２１６７番地

079-267-6900

県立豊岡高等学校試験場

593 豊岡市京町１２－９１

0796-22-2111

兵庫県立大学

計

1,743

関西看護医療大学

関西看護医療大学試験場

370 淡路市志筑１４５６番地４

0799-60-1200

兵庫医療大学

兵庫医療大学試験場

800 神戸市中央区港島１－３－６

078-304-3030

近大姫路大学

近大姫路大学試験場

400 姫路市大塩町２０４２－２

079-247-7301

神戸常盤大学

神戸常盤大学試験場

290 神戸市長田区大谷町２－６－２

078-611-1821

大手前大学

大手前大学さくら夙川キャンパス試験場

750 西宮市御茶家所町６－４２

0798-32-7541

関西学院大学

関西学院大学Ｂ号館試験場

甲子園大学

甲子園大学試験場

甲南大学

甲南大学（岡本キャンパス）試験場

甲南女子大学

甲南女子大学試験場

神戸学院大学

神戸学院大学有瀬キャンパス試験場

神戸女学院大学

神戸女学院大学試験場

550 西宮市岡田山４－１

0798-51-8543

神戸女子大学

神戸女子大学試験場

750 神戸市須磨区東須磨青山２－１

078-731-4416

神戸薬科大学

神戸薬科大学試験場

350 神戸市東灘区本山北町４－１９－１

078-441-7691

神戸松蔭女子学院大学

神戸松蔭女子学院大学試験場

550 神戸市灘区篠原伯母野山町１－２－１

078-882-6123

神戸親和女子大学

神戸親和女子大学試験場

550 神戸市北区鈴蘭台北町７－１３－１

078-591-1651

2,050 西宮市上ケ原一番町１－１５５
500 宝塚市紅葉ガ丘１０－１
1,450 神戸市東灘区岡本８－９－１

0798-54-6135
0797-87-2493
078-431-4341

750 神戸市東灘区森北町６－２－２３

078-413-3128

1,370 神戸市西区伊川谷町有瀬５１８番

078-974-5816

都道府県名 試験实施大学名

兵庫県

試験場名

志願者数 所在地
500 尼崎市南塚口町７－２９－１

電話（試験当日）

園田学園女子大学

園田学園女子大学試験場

武庫川女子大学

武庫川女子大学中央キャンパス試験場

神戸国際大学

神戸国際大学試験場

姫路獨協大学

姫路獨協大学試験場

流通科学大学

流通科学大学試験場

800 神戸市西区学園西町３－１

078-794-2231

兵庫大学

兵庫大学試験場

750 加古川市平岡町新在家２３０１

079-427-5111

関西福祉大学

関西福祉大学試験場

400 赤穂市新田３８０番地の３

0791-46-2525

関西国際大学

関西国際大学試験場

550 三木市志染町青山１－１８

0794-85-2288

神戸山手大学

神戸山手大学３号館試験場

300 神戸市中央区中山手通６－５－２

078-371-8000

近畿医療福祉大学

近畿医療福祉大学試験場

250 神崎郡福崎町高岡１９６６－５

0790-22-6947

1,100 西宮市池開町６－４６
500 神戸市東灘区向洋町中９丁目１－６
1,000 姫路市上大野７－２－１

06-6429-9903
0798-45-3500
078-845-3703
079-223-6515

都道府県名 試験实施大学名

奈良県

試験場名

志願者数 所在地
885 奈良市高畑町

電話（試験当日）

奈良教育大学

奈良教育大学教育学部試験場

奈良女子大学

奈良女子大学試験場

奈良県立医科大学

奈良県立医科大学試験場

645 橿原市四条町８４０番地

0744-22-3051

奈良県立大学

奈良県立大学試験場

515 奈良市船橋町１０番地

0742-22-4978

畿央大学

畿央大学試験場

405 北葛城郡広陵町馬見中４－２－２

0745-54-1601

大阪樟蔭女子大学

大阪樟蔭女子大学関屋キャンパス試験場

330 香芝市関屋９５８

0745-71-3151

近畿大学

近畿大学農学部試験場

560 奈良市中町３３２７－２０４

0742-43-1849

帝塚山大学

帝塚山大学試験場

615 奈良市帝塚山７－１－１

0742-48-9876

天理大学

天理大学杣之内キャンパス試験場

435 天理市杣之内町１０５０番地

0743-63-9004

奈良大学

奈良大学試験場

495 奈良市山陵町１５００

0742-44-1251

奈良産業大学

奈良産業大学試験場

360 生駒郡三郷町立野北３－１２－１

0745-73-7800

白鳳女子短期大学

白鳳女子短期大学試験場

245 北葛城郡王寺町葛下１－７－１７

0745-32-7890

1,449 奈良市北魚屋西町

0742-27-9126
0742-20-3237

都道府県名 試験实施大学名

試験場名
和歌山大学試験場

和歌山大学
和歌山県

県立向陽高等学校試験場
計

志願者数 所在地

電話（試験当日）

1,513 和歌山市栄谷９３０番地

073-457-7116

980 和歌山市太田１２７番地

073-472-6507

2,493

和歌山県立医科大学

県立桐蔭高等学校試験場

760 和歌山市吹上５丁目６－１８

073-425-2416

近畿大学

近畿大学生物理工学部試験場

540 紀の川市西三谷９３０

0736-77-3888

都道府県名 試験实施大学名

試験場名
鳥取大学共通教育棟試験場

鳥取県

鳥取大学

電話（試験当日）

1,210 鳥取市湖山町南４－１０１

0857-31-5061

鳥取大学工学部試験場

540 鳥取市湖山町南４－１０１

0857-31-5061

鳥取大学医学部試験場

923 米子市西町８６

0859-38-7096

計
鳥取環境大学

志願者数 所在地

鳥取環境大学試験場

2,673
292 鳥取市若葉台北一丁目１番１号

0857-38-6720

都道府県名 試験实施大学名

試験場名
島根大学松江キャンパス試験場

島根県

島根大学

島根大学出雲キャンパス試験場
県立隠岐高等学校試験場
計

島根県立大学

島根県立大学試験場

志願者数 所在地
1,904 松江市西川津町１０６０番地
687 出雲市塩冶町８９－１
54 隠岐郡隠岐の島町有木尼寺原１番地

電話（試験当日）
0852-32-6073
0853-20-2087
08512-2-1181

2,645
813 浜田市野原町２４３３－２

0855-24-2203

都道府県名 試験实施大学名

岡山大学

試験場名

電話（試験当日）

岡山大学試験場

3,436 岡山市北区津島中２－１－１

086-251-7254

岡山大学試験場

1 岡山市北区津島中２－１－１

086-251-7254

計

岡山県

志願者数 所在地

3,437

岡山県立大学

岡山県立大学試験場

620 総社市窪木１１１番地

0866-94-2111

中国学園大学

中国学園大学試験場

251 岡山市北区庭瀬８３番地

086-293-1100

岡山商科大学

岡山商科大学試験場

298 岡山市北区津島京町２－１０－１

086-256-6651

岡山理科大学

岡山理科大学試験場

547 岡山市北区理大町１－１

086-256-9705

くらしき作陽大学

くらしき作陽大学試験場

417 倉敷市玉島長尾３５１５

086-523-0888

就实大学

就实大学試験場

298 岡山市中区西川原１－６－１

086-271-8118

ノートルダム清心女子大学

ノートルダム清心女子大学試験場

298 岡山市北区伊福町２－１６－９

086-255-5585

美作大学

美作大学試験場

751 津山市北園町５０

0868-22-7718

吉備国際大学

吉備国際大学試験場

198 高梁市伊賀町８

0866-22-3517

川崎医療福祉大学

川崎医療福祉大学試験場

278 倉敷市松島２８８

086-464-1056

山陽学園大学

山陽学園大学試験場

268 岡山市中区平井１丁目１４－１

086-272-6254

倉敷芸術科学大学

倉敷芸術科学大学試験場

251 倉敷市連島町西之浦２６４０

086-440-1112

都道府県名 試験实施大学名

広島大学

試験場名

電話（試験当日）

広島大学霞キャンパス試験場

580 広島市南区霞一丁目２番３号

082-256-5186

広島大学総合科学部試験場

515 東広島市鏡山一丁目７番１号

082-421-9679

広島大学教育学部試験場

553 東広島市鏡山一丁目１番１号

082-421-9684

広島大学法学部・経済学部試験場

345 東広島市鏡山一丁目２番１号

082-421-9685

広島大学理学部試験場

370 東広島市鏡山一丁目３番１号

082-421-9689

広島大学工学部試験場

491 東広島市鏡山一丁目４番１号

082-421-9691

広島大学生物生産学部試験場

200 東広島市鏡山一丁目４番４号

082-421-9692

2 東広島市鏡山一丁目１番１号

082-421-9684

広島大学教育学部試験場
計

広島県

志願者数 所在地

3,056

広島市立大学

広島市立大学試験場

800 広島市安佐南区大塚東三丁目４番１号

082-830-1796

福山市立大学

福山市立大学試験場

658 福山市港町２－１９－１

084-999-1111

尾道大学

尾道大学試験場

480 尾道市久山田町１６００番地

0848-22-8311

県立広島大学広島キャンパス試験場

800 広島市南区宇品東１－１－７１

082-251-9710

県立広島大学庄原キャンパス試験場

427 庄原市七塚町５６２

0824-74-1700

県立広島大学三原キャンパス試験場

515 三原市学園町１－１

0848-60-1126

県立広島大学

計

1,742

近畿大学

近畿大学工学部試験場

630 東広島市高屋うめの辺１番

広島経済大学

広島経済大学試験場

広島工業大学

広島工業大学試験場

広島修道大学

広島修道大学試験場

広島女学院大学

広島女学院大学試験場

400 広島市東区牛田東４丁目１３－１

082-228-0386

広島国際学院大学

広島国際学院大学試験場

350 広島市安芸区中野６－２０－１

082-820-2524

広島文教女子大学

広島文教女子大学試験場

300 広島市安佐北区可部東１－２－１

082-814-9995

福山大学

福山大学試験場

880 福山市東村町字三蔵９８５番地の１

084-936-2111

安田女子大学

安田女子大学試験場

400 広島市安佐南区安東６－１３－１

082-878-8557

比治山大学

比治山大学試験場

500 広島市東区牛田新町４－１－１

082-229-0121

福山平成大学

福山平成大学試験場

540 福山市御幸町上岩成正戸１１７－１

084-972-8200

広島文化学園大学

広島文化学園大学試験場

700 呉市郷原学びの丘１－１－１

0823-70-3306

1,000 広島市安佐南区祇園五丁目３７番１号
800 広島市佐伯区三宅２－１－１
1,300 広島市安佐南区大塚東１丁目１－１

082-434-7000
082-871-1000
082-921-3121
082-830-1100

都道府県名 試験实施大学名

山口大学

試験場名

電話（試験当日）

山口大学本部試験場

936 山口市吉田１６７７－１

083-921-2470

山口大学工学部試験場

726 宇部市常盤台２－１６－１

0836-35-2904

県立岩国高等学校試験場

681 岩国市川西４－６－１

0827-43-5462

計
山口県

志願者数 所在地

2,343

下関市立大学

下関市立大学試験場

757 下関市大学町二丁目１番１号

083-252-0288

山口県立大学

山口県立大学試験場

700 山口市桜畠３－２－１

083-928-5637

徳山大学

徳山大学試験場

829 周南市学園台８４３－４－２

0834-28-0411

東亜大学

東亜大学２号館試験場

300 下関市一の宮学園町２－１

083-256-1111

山口東京理科大学

山口東京理科大学試験場

264 山陽小野田市大学通１－１－１

0836-88-3500

山口福祉文化大学

山口福祉文化大学試験場

300 萩市椿東浦田５０００番地

0838-24-4000

都道府県名 試験实施大学名

徳島県

試験場名

徳島大学

徳島大学試験場

鳴門教育大学

志願者数 所在地

電話（試験当日）

2,073 徳島市南常三島町１丁目１番地

088-656-2165

鳴門教育大学試験場

543 鳴門市鳴門町高島字中島７４８

088-687-6133

四国大学

四国大学試験場

286 徳島市応神町古川字戎子野１２３－１

088-665-9908

徳島文理大学

徳島文理大学徳島キャンパス試験場

435 徳島市山城町西浜傍示１８０

088-622-9611

都道府県名 試験实施大学名

試験場名
香川大学教育学部試験場

香川大学
香川県

志願者数 所在地

電話（試験当日）

1,072 高松市幸町１番１号

087-832-1428

香川大学法学部・経済学部試験場

751 高松市幸町２番１号

087-832-1813

香川大学農学部試験場

550 木田郡三木町池戸２３９３

087-891-3015

香川大学工学部試験場

608 高松市林町２２１７番地２０

087-864-2015

483 木田郡三木町大字池戸１７５０－１

087-891-2074

香川大学医学部試験場
計

3,464

徳島文理大学

徳島文理大学香川キャンパス試験場

450 さぬき市志度１３１４－１

087-894-5111

四国学院大学

四国学院大学試験場

500 善通寺市文京町３－２－１

0877-62-6625

高松大学

高松大学試験場

400 高松市春日町９６０

087-841-5920

都道府県名 試験实施大学名

試験場名
愛媛大学城北試験場

愛媛県

愛媛大学

松山大学

愛媛大学農学部試験場

志願者数 所在地
3,570 松山市文京町３番
500 松山市樽味３丁目５番７号

計

4,070

松山大学試験場

1,650 松山市文京町４－２

電話（試験当日）
089-927-9172
089-946-9806

089-925-7111

都道府県名 試験实施大学名

試験場名
高知大学朝倉キャンパス試験場

高知大学
高知県

高知大学岡豊キャンパス試験場
計

志願者数 所在地
2,041 高知市曙町二丁目５番１号
271 南国市岡豊町小蓮

電話（試験当日）
088-844-8154
088-844-8154

2,312

高知県立大学

高知県立大学試験場

410 高知市永国寺町５－１５

088-873-2083

高知工科大学

高知工科大学試験場

276 香美市土佐山田町宮ノ口１８５

0887-57-2222

都道府県名 試験实施大学名
福岡教育大学

試験場名
福岡教育大学試験場

九州工業大学

福岡県

電話（試験当日）
0940-35-1235

九州大学病院地区試験場（医・歯・薬学部）

1,553 宗像市赤間文教町１番１号
（文科系学部）
福岡市東区箱崎６－１９－１
2,303
（理学部・農学部）
福岡市東区箱崎６－１０－１
689 福岡市東区馬出３－１－１

九州大学伊都地区試験場

1,000 福岡市西区元岡７４４番地

092-642-2265

九州大学箱崎地区試験場

九州大学

志願者数 所在地

代々木ゼミナール福岡校試験場

766 福岡市博多区博多駅前４－２－２５

092-642-2265
092-642-2265
092-642-2265

県立福岡高等学校試験場

1,040 福岡市博多区堅粕１－２９－１

092-642-2265

県立香住丘高等学校試験場

1,120 福岡市東区香住ヶ丘１－２６－１

092-642-2265

県立修猷館高等学校試験場

1,170 福岡市早良区西新６－１－１０

092-642-2265

計

8,088

九州工業大学工学部試験場

1,140 北九州市戸畑区仙水町１番１号

北九州予備校小倉駅校試験場

655 北九州市小倉北区小倉駅新幹線口

093-883-2274
093-533-7762

計

1,795

北九州市立大学

北九州市立大学（北方キャンパス）試験場

1,430 北九州市小倉南区北方４丁目２番１号

093-964-4144

九州歯科大学

九州歯科大学試験場

320 北九州市小倉北区真鶴２丁目６番１号

093-582-1131

福岡女子大学

福岡女子大学試験場

500 福岡市東区香住ヶ丘１丁目１番１号

092-661-2411

福岡県立大学

福岡県立大学試験場

376 田川市伊田４３９５番地

0947-42-2118

産業医科大学

産業医科大学試験場

622 北九州市八幡西区医生ヶ丘１－１

093-691-0105

帝京大学

帝京大学福岡医療技術学部試験場

290 大牟田市新勝立町４丁目３番１２４

0944-57-6541

近畿大学

近畿大学産業理工学部試験場

532 飯塚市柏の森１１－６

0948-22-5655

九州共立大学

九州共立大学経済学部試験場

290 北九州市八幡西区自由ケ丘１－８

093-693-3305

九州産業大学

九州産業大学１号館試験場

九州女子大学

九州女子大学耕学館試験場

260 北九州市八幡西区自由ケ丘１－１

093-693-3277

久留米大学

久留米大学御井学舎試験場

930 久留米市御井町１６３５

0942-44-5056

久留米工業大学

久留米工業大学試験場

530 久留米市上津町２２２８－６６

0942-22-2345

西南学院大学

西南学院大学試験場

555 福岡市早良区西新６－２－９２

092-823-3366

日本経済大学

福岡医療福祉大学試験場

470 太宰府市五条３－１０－１０

092-918-6517

西日本工業大学

西日本工業大学試験場

560 京都郡苅田町新津１－１１

0930-23-1491

福岡大学

福岡大学試験場

福岡工業大学
福岡歯科大学

1,200 福岡市東区松香台２－３－１

092-673-5550

1,380 福岡市城南区七隈８－１９－１

092-871-6631

福岡工業大学試験場

920 福岡市東区和白東３－３０－１

092-606-0634

福岡歯科大学試験場

300 福岡市早良区田村２丁目１５番１号

092-801-0411

九州国際大学

九州国際大学試験場

760 北九州市八幡東区平野１－６－１

093-671-8916

国際医療福祉大学

国際医療福祉大学福岡県大川キャンパス試験場

355 大川市榎津１３７－１

0944-89-2000

九州情報大学

九州情報大学試験場

400 太宰府市宰府６－３－１

092-928-4000

福岡国際大学

福岡国際大学試験場

450 太宰府市五条４－１６－１

092-922-4035

都道府県名 試験实施大学名

試験場名
佐賀大学本庄地区試験場

佐賀県

佐賀大学

佐賀大学鍋島地区試験場
計

志願者数 所在地
3,334 佐賀市本庄町１番地
555 佐賀市鍋島五丁目１番１号
3,889

電話（試験当日）
0952-28-8178
0952-28-8178

都道府県名 試験实施大学名

長崎大学

試験場名

長崎県立大学

電話（試験当日）

長崎大学文教地区試験場

3,534 長崎市文教町１－１４

095-819-2111

県立五島高等学校試験場

167 五島市池田町１－１

0959-72-3505

県立壱岐高等学校試験場

113 壱岐市郷ノ浦町片原触８８

0920-47-0081

計

長崎県

志願者数 所在地

3,814

長崎県立大学佐世保校試験場

504 佐世保市川下町１２３番地

0956-47-2191

長崎県立大学シーボルト校試験場

500 西彼杵郡長与町まなび野１丁目１番１

095-813-5500

県立上五島高等学校試験場
県立対馬高等学校試験場
計

87 南松浦郡新上五島町浦桑郷３０６
103 対馬市厳原町東里１２０番地

0959-54-1155
0920-52-2756

1,194

長崎総合科学大学

長崎総合科学大学試験場

500 長崎市網場町５３６

095-838-5121

長崎国際大学

長崎国際大学試験場

605 佐世保市ハウステンボス町２８２５－７

0956-39-2020

都道府県名 試験实施大学名

熊本県

試験場名

志願者数 所在地

電話（試験当日）

熊本大学

熊本大学黒髪地区試験場

4,178 熊本市黒髪２丁目４０番１号

096-342-2146

熊本県立大学

熊本県立大学試験場

1,000 熊本市月出３丁目１番１００号

096-321-6610

東海大学

東海大学（熊本校舎）試験場

650 熊本市渡鹿９－１－１

096-382-1141

崇城大学

崇城大学試験場

650 熊本市池田４－２２－１

096-326-3451

熊本学園大学

熊本学園大学試験場

1,050 熊本市大江２丁目５番１号

096-362-4095

都道府県名 試験实施大学名

大分県

試験場名

志願者数 所在地
2,490 大分市大字旦野原７００番地

電話（試験当日）

大分大学

大分大学旦野原キャンパス試験場

097-554-7470

大分県立看護科学大学

大分県立看護科学大学試験場

204 大分市大字廻栖野２９４４－９

097-586-4300

日本文理大学

日本文理大学試験場

462 大分市一木１７２７

097-524-2706

別府大学

別府大学試験場

400 別府市北石垣８２

0977-67-0101

立命館アジア太平洋大学

立命館アジア太平洋大学試験場

494 別府市十文字原１－１

0977-78-1120

都道府県名 試験实施大学名

宮崎県

試験場名

志願者数 所在地
2,055 宮崎市学園木花台西１丁目１番地

電話（試験当日）

宮崎大学

宮崎大学木花キャンパス試験場

0985-58-7138

宮崎公立大学

宮崎公立大学試験場

380 宮崎市船塚１－１－２

0985-20-2212

宮崎県立看護大学

宮崎県立看護大学試験場

320 宮崎市まなび野３－５－１

0985-59-7700

南九州大学

南九州大学都城キャンパス試験場

644 都城市立野町３７６４－１

0986-21-2111

宮崎産業経営大学

宮崎産業経営大学試験場

384 宮崎市古城町丸尾１００

0985-52-3111

九州保健福祉大学

九州保健福祉大学試験場

839 延岡市吉野町１７１４－１

0982-23-5555

都道府県名 試験实施大学名

鹿児島大学

鹿児島県

試験場名

志願者数 所在地

電話（試験当日）

鹿児島大学法文学部試験場

600 鹿児島市郡元１丁目２１－３０

099-285-7525

鹿児島大学教育センター試験場

250 鹿児島市郡元１丁目２１－３０

099-285-8154

鹿児島大学教育学部試験場

585 鹿児島市郡元１丁目２０－６

099-285-7713

鹿児島大学理工系試験場

1,290 鹿児島市郡元１丁目２１－４０

099-285-8232

鹿児島大学農学部試験場

730 鹿児島市郡元１丁目２１－２４

099-285-3553

鹿児島大学水産学部試験場

300 鹿児島市下荒田４丁目５０－２０

099-286-4040

鹿児島大学医学部試験場

560 鹿児島市桜ヶ丘８丁目３５－１

099-275-6721

鹿児島大学歯学部試験場

250 鹿児島市桜ヶ丘８丁目３５－１

099-275-6040

志學館大学試験場

400 鹿児島市紫原１丁目５９－１

099-812-8501

県立大島高等学校試験場

341 奄美市名瀬安勝町７－１

099-285-7355

計

5,306

鹿屋体育大学

鹿屋体育大学試験場

540 鹿屋市白水町１番地

0994-46-4869

鹿児島国際大学

鹿児島国際大学試験場

679 鹿児島市坂之上８－３４－１

099-261-3211

第一工業大学

第一工業大学試験場

465 霧島市国分中央１－１０－２

0995-45-0640

鹿児島純心女子大学

鹿児島純心女子大学試験場

416 薩摩川内市天辰町２３６５番地

0996-23-5311

都道府県名 試験实施大学名

琉球大学

沖縄県

試験場名

志願者数 所在地

電話（試験当日）

琉球大学法文学部試験場

545 中頭郡西原町字千原１番地

098-895-9801

琉球大学教育学部附属中学校試験場

405 中頭郡西原町字千原１番地

098-895-9802

琉球大学理学部試験場

355 中頭郡西原町字千原１番地

098-895-9803

琉球大学共通教育棟試験場

690 中頭郡西原町字千原１番地

098-895-9804

琉球大学工学部試験場

550 中頭郡西原町字千原１番地

098-895-9805

琉球大学農学部試験場

232 中頭郡西原町字千原１番地

098-895-9806

県立宮古高等学校試験場

162 宮古島市平良字西里７１８番地の１

0980-73-6002

県立八重山高等学校試験場

101 石垣市字登野城２７５番地

0980-83-3424

計

3,040

沖縄県立芸術大学

県立那覇国際高等学校試験場

584 那覇市天久１丁目２９番１号

098-861-0937

名桜大学

名桜大学試験場

556 名護市字為又１２２０－１

0980-51-1056

沖縄県立看護大学

沖縄県立看護大学試験場

486 那覇市与儀１－２４－１

098-835-0046

沖縄大学

沖縄大学試験場

693 那覇市字国場５５５番地

098-832-3270

沖縄国際大学

沖縄国際大学試験場

976 宜野湾市宜野湾二丁目６番１号

098-893-8945

