
　　佐賀大学医学科　現役合格 　西南学院大学に41名合格（現役 35名）
　　九州大学　3名現役合格
　　国公立大学へ40名合格（現役 34名）

国公立大学　医学部医学科 　　九州内
佐賀大     1名 医   1名 文  12名　（英専7名）
琉球大     1名 医   1名 国際文化   2名
国公立大学 人間科   5名
広島大　　　1名 経済　1名 法   5名
広島市立大　　1名 情報科　　1名 経済   11名
尾道市立大　1名 経済情報　　1名 商   6名
山口大　　1名 経済　　1名 薬   3名
高知工科大　　1名 システム工学群　1名 医・看護   1名

理   　1名 人文   14名
農   1名 法　　　12名
工　  1名 経済　　　14名

九州工業大     1名 工   1名 商   12名
初等教育　　1名 理   14名
中等-数学　　1名 工   11名
中等-理科　1名 栄養科　　3名

福岡県立大     2名 人間社会   2名 教育   3名
文　1名 流通科   1名
法　　1名 福岡工業大     　3名 工   3名

熊本大　　1名 文　1名 経済   9名
芸術地域デザイン　3名 商   4名
農　　2名 経営   3名
理工   8名 国際文化   1名

大分大     1名 工   1名 工   4名
鹿児島大     1名 水産   1名 芸術   4名

経営　　　1名 帝京大     4名 福岡医療技術   4名
地域創造　　2名 福岡歯科大     1名 口腔歯   1名

宮崎公立大　1名 人文　1名 九州栄養福祉大　　1名 食物栄養　1名
琉球大     1名 理　　 1名 第一薬科大     1名 薬   1名
名桜大　　1名 国際学群　　1名 純真学園大     3名 看護  2名　医療工 1名
私立大学　～　関東 九州女子大　　1名 家政　　1名

文化構想　　1名 九州共立大　　1名 スポーツ　　　1名
教育   1名 福岡看護   2名
経済   　1名 福岡保健医療   3名
理工   1名 人文   4名
工   1名 人間関係　2名
理工   1名 人間科　　1名
工   1名 文　　5名
法　　1名 医・看護   4名
法　 　1名 文   11名
経済　1名 法   11名
生命科学　1名 経済   13名

駒澤大　　1名 法　 　1名 商   10名
文教大　　1名 情報　　1名 聖マリア学院大     2名 看護   2名
帝京科学大　　3名 生命環境   3名 久留米工業大     10名 工   10名
ヤマザキ学園大　1名 動物看護   1名 立命館アジア太平洋大　2名 アジア太平洋　2名
国際武道大　　1名 体育   1名 文　　3名
　　中部 食物栄養　1名
豊田工業大　　2名 工　 2名 活水女子大　　1名 文　　1名
諏訪東京理科大　　3名 工   　3名 リハビリテーション　1名
奈良大　3名 文   　3名 子ども   1名
　　関西 健康栄養　2名
同志社大     1名 社会   1名 東海大     2名 農   2名

経済  　　3名 薬   2名
経営　1名 工　　　1名
政策科　1名 生物生命　2名
文　　1名 　　中国
法　　　2名 倉敷芸術科学大　1名 生命科　1名
生命科学　2名 生物地球　　1名
法　　1名 工　1名
社会　　1名 広島工業大　　2名 生命　　2名
商　　2名 東亜大　　1名 医療　　1名

京都産業大     2名 法　　   2名 梅光学院大　　　1名 文　1名
法   1名 山口東京理科大　　1名 工　　1名
農   　1名

神戸女学院大　2名 文　　2名 文部科学省管轄外大学校
大阪工業大     1名 工   1名 防衛医科大（一次）　1名 医   1名
神戸女子大     1名 文　　1名 人文　1名

理工　15名

祐誠高等学校　普通科（進学系３コース）　合格状況　　2016/3/30  現在　（卒業生も含む）

西南学院大     41名

九州大     3名
福岡大     81名

北九州市立　　2名

　福岡大学に81名合格（現役 74名
　　　　　　　　　　　        うち薬学部2名）

中村学園大     7名

福岡教育大     3名

長崎県立大　　3名

福岡女学院大     6名

筑紫女学園大     6名

国際医療福祉大     5名

九州産業大     25名

東京理科大     2名

法政大     2名

佐賀大     13名

早稲田大　　2名

防衛大（一次）　16名

立命館大     10名

日本大     2名

東洋大　　 3名

西九州大     4名

岡山理科大     2名

近畿大     2名

久留米大     49名

別府大     4名

崇城大     5名

関西学院大     4名


