
平成２７年度　私国立高校　偏差値分布表　（五ツ木テスト）

71 大阪星光学院 西大和学園 特編 洛南 空パラ

70 洛南 空パラ 立命館　MS 四天王寺 理数

69 西大和学園　特編 清風南海 3特 関西大倉　特S 桃山学院 S英数

68 白陵 洛南 海パラ 立命館 文理特 四天王寺　理数

67 西大和学園 特編 大教大附属 天王 大教大附属 池田 四天王寺　理数 同志社　普通 帝塚山　男子英数 大阪桐蔭 Ⅰ類 近大附属 S文理 清風 理Ⅲ6編 帝塚山　女子英数

立命館　MS 同志社　普通 四天王寺 英数 立命館　コア

66 立命館 文理特 須磨学園 Ⅲ理数 明星 文理選 関大第一　普通 桃山学院　英数 同志社国際 一般

65 関西大倉　特S 桃山学院　S英数 大教大附属 平野 清風南海 ３特 帝塚山　女子英数 関西大倉 特進 奈良学園　理数 京都女子 Ⅱ 雲雀丘学園 選特

立命館 総合文理 須磨学園 Ⅲ英数

64 近大附属 S文理 四天王寺 英数 清風 理Ⅲ6編 明星 文理選 大阪桐蔭　Ⅰ類 大阪女学院 理 清風 理数 近大附 特文理Ⅰ 大阪女学院 英

帝塚山　男子英数 同志社国際 一般 帝塚山 女子特Ⅱ

63 奈良学園　理数 立命館　コア 須磨学園 Ⅲ理数 四天王寺　英数 関大 安全科学 関西創価 普通 関西学院　普通

洛南 海パラ 追手門 英数選 開明 ６編 関西大学　安全

62 関西創価　普通 京都女子 Ⅱ 関西大倉 特進 立命館 総合文理 関西大学北陽　特進 須磨学園 Ⅱ 桃山学院 国際 近大附 特文理Ⅱ

清風 理数 関西大学北陽　特進 同志社香里　普通

61 関西学院　普通 近大附 特文理Ⅰ 桃山学院 英数 雲雀丘学園 選特 帝塚山 女子特Ⅱ 帝塚山 女子特Ⅰ 明星 文理 仁川学院 特S

須磨学園 Ⅲ英数 啓明学院 普通 上官　パワー 追手門　英数Ⅰ

60 関大第一　普通 大阪女学院 理 関西創価 普通 大阪女学院 英 桃山学院　国際B 関大北陽　文理 須磨学園 Ⅰ 常翔学園 S 早稲田摂陵 普通B

追手門・英数選 同志社香里　普通 大阪桐蔭 Ⅱ類 近大附属　英語特 履正社 集文理Ⅰ 武庫川女子 SS 三田学園　文

59 須磨学園 Ⅱ 関西大学 安全 明星 文理 箕面自由 S特進 大阪学芸 選特 報徳学園 選特 雲雀丘学園 特

上官　パワー 開明　６編 近大附属特文理Ⅱ 関西大倉 総合

58 近大附属 特文Ⅰ 武庫川女子 SS 追手門・英数Ⅰ 近大附属 進学 甲南 普通 プール学院 選特 清風 文理

帝塚山学院 関学 大阪青陵 特S 関西大学北陽　文理 プール学院　S文理 早稲田摂陵 普A 武庫川女子 SE

57 帝塚山 女子特Ⅰ 須磨学園 Ⅰ 上宮 英数 近大附属　英語特 桃山学院 国際A 関大北陽 文理 大阪女学院 文 上官　英数 常翔学園　特進 桃山学院　文理

早稲田摂陵　普B 宝塚山学院　関学 桃山学院　国際A

56 早稲田摂陵 活/帰 京都女子 ウィス 桃山学院　国際B 報徳学園 選 三田学園 文 常翔学園　薬医 仁川学院 特Ⅰ プール学院 特進

雲雀丘学園 特 仁川学院 特S 常翔学園 S 早稲田摂陵　普通A

55 箕面自由 S特進 履正社 集文理Ⅰ 甲南 普通 プール学院　S文理 大阪学芸 選特 追手門 英数Ⅱ 常翔学園 薬医 大阪学芸 特理数 大阪薫英 SE

上官　英数 大阪桐蔭　Ⅱ類 報徳学園 選特 武庫川女子 SE

54 関西大倉　総合 桃山学院　文理 常翔学園 特進 京都女子 リベラル 常翔学園　薬医 金光大阪 特Ⅰ 大阪薫英　SA 大阪信愛女 特進 大阪成蹊　特進 武庫川女子　インテ

桃山学院　国際A

53 近大附属　進学 仁川学院 特Ⅰ 常翔学園 特進 城星学園 特 帝塚山学院 文/理 プール学院　特進

プール学院 選特 清風 文理 大阪女学院 文 大阪青凌　特進

52 追手門　英数Ⅱ 常翔学園 薬医 大阪学芸 特理数 大阪学芸 特 百合学院 選特 追手門王手前　特進

履正社 集文Ⅱ類 千里国際　普通 箕面自由学園　特

51 大阪青凌　特進 金光大阪 特Ⅰ 関大北陽 スポ 聖母被昇天　普通 履正社　集文理Ⅱ 仁川学院 進学 金蘭会 特進 大阪薫英 文理特

城星学園 特進 梅花 特別進学 上官　プレップ

50 箕面自由学園 特 大阪薫英 SA 報徳学園 特進 大阪信愛女 特進 大阪成蹊　特進 常翔学園 文進学 城星　特進 金蘭会 看護 相愛 特進 帝塚山学院 文　理

プール学院 特進 上官　プレップ 武庫川女子　インテ 大阪桐蔭 Ⅱ類 常翔学園　文特

49 百合学院 選特 大阪学芸 特 帝塚山学院 文理 千里国際　普通 金光大阪 特進Ⅱ 大阪薫英 英進学

48 常翔啓光 進学 履正社 集文Ⅱ類 常翔学園 文特 追手門大手前　特 梅花　特進 甲子園学院　特進 園田学院 特進学 金蘭会 保育

城星　特進 四天王寺　スポ芸 相愛　特進 大阪薫英 文理特 箕面自由 総進 履正社 普通Ⅲ 梅花 特以外 金蘭会　特進

47 常翔啓光 スポ 金光大阪 特進Ⅱ 聖母被昇天 普通 相愛　特進 大阪学芸 進学 金蘭 総・スポ・特 城星学園 総進 履正社　Ⅲ類 宣真 看護

履正社　集約文理Ⅱ 大阪薫英 総合 梅花 国際 大阪学院大　特進

46 仁川学院 進学 大阪薫英 スポ特 金蘭会 特進 帝塚山学院 文　理 大阪薫英 英進学 大阪 文理特 相愛 進学 大阪電通大 理数 大阪信愛 進学 城星　総合

追門大手前　進学 報徳学園　進学

45 金蘭会　特進 園田学院 特進 甲子園学院　特進 金蘭会 看護・保育 大阪桐蔭　Ⅲ類 園田学園 進学 宣真 保育・ウェル 大阪国際滝井 特進 大阪国際滝井 国際 金蘭会　総合

梅花 標準 大阪青凌　進学 百合学園　特進

44 履正社　Ⅲ類 大阪青陵 進学 宣真 看護 大阪学芸 進学 大阪学院大　国際 甲子園学院 特進 相愛　専攻選択

梅花　国際

43 履正社 強化クラブ 箕面自由　総進 履正社 普通Ⅲ 梅花 特以外 大阪学院大 スポ 金光大阪 進学 大電通大 デジ・医 大商学園 商業 宣真 総合

大阪学芸　特技 相愛 音楽 大阪薫英 総合 大阪学院大　特進 大阪成蹊　進学 大阪学院大　普通 大商学園　特進

42 大阪電通大 理数 大商学園 特・商業 梅花　標準 追手門大前　進学 報徳学園　進学 園田学園 総合 大商学園 情報 大電通 電子情報

41 宣真 保・ウェル 城星学園 総合 園田学院 進学 甲子園学院　特進 相愛 進学 箕面学園 普通 英真・文理特進

大阪国際滝井 特進 大阪国際滝井 国際 大阪信愛 進学 百合学園　特進

40 大商学園 情報 大阪成蹊　進学 金蘭会　総合 相愛　専攻選択 大阪学院大　国際 大阪電大 健スポ 大阪国際滝井 標準

大商学園　特進

39 金光大阪 進学 英真・文理特進 大阪電通大　進学 宣真　総合 大商学園　総合

38 大阪電 電子情報 大阪学院大 スポ

37 園田学園 総合 大阪学院大　普通 大阪電通大　進学 甲子園学院　総合

36 大阪電大 健スポ 箕面学園 普通 大阪国際滝井 標準 大商学園　総合 英真・総合進学

35 宣真 総合 英真学園 総・情報 箕面学園　普通

34 甲子園学院 総合 英真学園 総・情報 英真・総合進学

専願 併願


