
3月26日午前9時現在 インターネットでの情報提供　予定日3月26日

第二次選抜実施校
課 　程 設置者
全日制 県 　立 24 (25)

市 　立 1 (1)
計 25 (26) 1

定時制 県 　立 6 (5)
市 　立 2 (1) 2

計 8 (6)
33 (32)

１　全日制の課程

普　　通 県　 立 6,803 0.97

(6,691) (0.96)
理　　数 県 　立 269 1.00

(243) (0.90)
農　　業 県　 立 881 0.98

(852) (0.95)
工　　業 県 　立 1,434 0.92

(1,353) (0.86)
市　 立 159 0.99

(155) (0.97)
計 1,593 0.92

(1,508) (0.87)
商　　業 県 　立 1,354 0.98

(1,355) (0.97)
市　 立 279 1.00

(280) (1.00)
計 1,633 0.98

(1,635) (0.98)
生活産業 県 　立 576 0.88

(566) (0.84)
情　　報 県　 立 80 1.00

(40) (1.00)
音　　楽 県 　立 17 0.43

(34) (0.85)
美　　術 県 　立 40 1.00

(40) (1.00)
総　　合 県 　立 773 0.91

(743) (0.92)
地域社会 県 　立 38 0.95

(－) (－)
総　　計 県　 立 12,265 0.95

(11,917) (0.94)
市　 立 438 1.00

(435) (0.99)
計 12,703 0.96

(12,352) (0.94)

２　定時制の課程

普　　通 県 　立 237 0.54
(234) (0.53)

職　　業 県 　立 62 0.39
(64) (0.40)

市 　立 26 0.22
(36) (0.30)

計 88 0.31
(100) (0.36)

総　　計 県 　立 299 0.50
(298) (0.50)

市 　立 26 0.22
(36) (0.30)

計 325 0.45
(334) (0.46)

720 15
(720) (9)

(600) (8)
120 2

(120) (1)

280 5
(280) (2)
600 13

(160) (1)
120 2

(120) (1)

440 10
(440) (7)
160 3

分　　 野 設置者 定　　員
第二次選抜
合格者数

合格者総数 充足率

13,301 103
(13,141) (71)

(12,701) (66)
440 2

(440) (5)

40 0
(－) (－)

12,861 101

(40) (0)
40 －

(40) (－)
850 13

(810) (2)

80 －
(40) (－)
40 0

655 5
(675) (2)

(280) (－)
1,660 7

(1,670) (1)

1,380 5
(1,390) (1)

280 2

定　　員
第二次選抜
合格者数

(160) (5)
1,726 14

(1,726) (22)

(1,566) (17)
160 0

合格者総数 充足率

1,566 14

令和４年度 岐阜県公立高等学校 第二次選抜 合格者数総括表

学  校  数

合格者総数は、3/21の合格者数に第二次選抜の合格者数（3/26）を加えた数から、合
格後、入学を辞退した者の数（3/26現在）を減じた数である。
（　）内の数は、令和３年度選抜のものである。

計

7,040 46

(6,970) (30)

(270) (12)
900 1

(900) (2)

270 17

分　　野 設置者

担当課 担当係 担当者
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