
全日制

学　校　名 学　科　名 募集人員 学　校　名 学　科　名 募集人員

京葉工業 機械科 13 89 銚子 普通科 20

京葉工業 電子工業科 17 銚子商業 商業科・情報処理科 10

京葉工業 設備システム科 10 銚子商業 海洋科 30

京葉工業 建設科 6 旭農業 畜産科 8

千葉工業 電子機械科 10 旭農業 食品科学科 12

千葉工業 電気科 1 東総工業 電気科 7

千葉工業 情報技術科 5 東総工業 情報技術科 2

千葉工業 工業化学科 18 93 匝瑳 理数科 23

千葉工業 理数工学科 7 94 松尾 普通科 16

14 泉 普通科 42 成東 普通科 7

20 犢橋 普通科 6 成東 理数科 16

22 八千代東 普通科 44 97 東金商業 商業科・情報処理科 28

23 八千代西 普通科 82 大網 農業科 4

31 船橋二和 普通科 17 大網 食品科学科 7

32 船橋古和釜 普通科 26 大網 生物工学科 13

33 船橋法典 普通科 39 99 九十九里 普通科 75

34 船橋豊富 普通科 105 茂原樟陽 土木造園科 2

35 船橋北 普通科 60 茂原樟陽 電子機械科 12

市川工業 機械科 33 茂原樟陽 電気科 22

市川工業 建築科 6 茂原樟陽 環境化学科 19

39 行徳 普通科 46 103 一宮商業 商業科・情報処理科 58

43 浦安 普通科 34 104 大多喜 普通科 31

44 浦安南 普通科 109 105 大原 総合学科 50

46 鎌ヶ谷西 普通科 66 107 安房拓心 総合学科 44

松戸向陽 普通科 9 館山総合 工業科 15

松戸向陽 福祉教養科 4 館山総合 商業科 15

60 沼南 普通科 102 館山総合 海洋科 33

61 沼南高柳 普通科 47 館山総合 家政科 32

62 流山 園芸科 11 110 天羽 普通科 73

65 流山北 普通科 31 111 君津商業 商業科・情報処理科 16

66 野田中央 普通科 14 113 木更津東 普通科 1

68 関宿 普通科 59 君津 普通科 16

69 我孫子 普通科 5 君津 園芸科 7

70 我孫子東 普通科 78 115 君津青葉 総合学科 43

成田西陵 園芸科 32 市原 普通科 35

成田西陵 土木造園科 19 市原 園芸科 12

成田西陵 情報処理科 1 市7 市立銚子 普通科・理数科 10

下総 園芸科 19

下総 自動車科 21

下総 情報処理科 17

77 富里 普通科 16

80 佐倉西 普通科 14

82 八街 総合学科 20

85 佐原 理数科 10

87 小見川 普通科 29 　55 校  87 学科 2,234

多古 普通科 41 　 1 校　 2 学科 10

多古 園芸科 19 　56 校  89 学科 2,244
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定時制

学　校　名 学　科　名 募集人員 学　校　名 学　科　名 募集人員

定1 千葉商業 商業科 67 通 千葉大宮 普通科 146

定2 千葉工業 工業科 28 通信制計 　 1 校　 1 学科 146

定3 生浜 普通科（午前部） 4

定3 生浜 普通科（午後部） 3

定3 生浜 普通科（夜間部） 46

定4 船橋 総合学科 88

定5 市川工業 工業科 27

定7 東葛飾 普通科 37

定9 佐原 普通科 37

定10 銚子商業 商業科 30

定11 匝瑳 普通科 33

定12 東金 普通科 34

定13 長生 普通科 28

定14 長狭 普通科 34

定15 館山総合 普通科 35

定16 木更津東 普通科 22

　14 校　14 学科 553

通信制　二期入学者選抜

定時制計


