
平成21年度大学入試センター試験試験場一覧
平成20年11月5日現在

○本試験（平成21年1月17日（土），18日（日））試験場一覧

都道府県名 試験場名 所在地

北海道　　 北海道大学第１試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 札幌市北区北９条西７丁目～北１３条西９丁目　　　　　　　　　
北海道　　 北海道大学第２試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 札幌市北区北１７条西８丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 北海道札幌北高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 札幌市北区北２５条西１１丁目　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 北海道大学水産学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 函館市港町３丁目１番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 北海道教育大学札幌校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 札幌市北区あいの里５条３丁目１番５号　　　　　　　　　　　　
北海道　　 北海道教育大学函館校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 函館市八幡町１番２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 北海道教育大学旭川校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 旭川市北門町９丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 北海道教育大学釧路校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 釧路市城山１丁目１５番５５号　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 北海道教育大学岩見沢校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 岩見沢市緑が丘２丁目３４番地１　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 室蘭工業大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 室蘭市水元町２７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 小樽商科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小樽市緑３丁目５番２１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 帯広畜産大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 帯広市稲田町西２線１１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 旭川医科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旭川市緑が丘東２条１丁目１番１号　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 北見工業大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北見市公園町１６５番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 河合塾札幌校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 札幌市北区北９条西３丁目３番地　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 釧路公立大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 釧路市芦野４－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 公立はこだて未来大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 函館市亀田中野町１１６番地２　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 札幌大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 札幌市豊平区西岡３条７丁目３番１号　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 札幌学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江別市文京台１１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 代々木ゼミナール札幌校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 札幌市北区北７条西２丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 北星学園大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 札幌市厚別区大谷地西２丁目３番１号　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 北海学園大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 札幌市豊平区旭町４丁目１番４０号　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 北海道工業大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 札幌市手稲区前田７条１５丁目４－１　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 酪農学園大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江別市文京台緑町５８２番地　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 北海道情報大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江別市西野幌５９－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 札幌国際大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 札幌市清田区清田４条１丁目４－１　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 北翔大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江別市文京台２３番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 苫小牧駒澤大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 苫小牧市錦岡５２１－２９３　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 千歳科学技術大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 千歳市美々７５８番地６５　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 天使大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 札幌市東区北１３条東３丁目１－３０　　　　　　　　　　　　　
北海道　　 稚内北星学園大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 稚内市若葉台１丁目２２９０番地２８　　　　　　　　　　　　　
青森県　　 弘前大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 弘前市文京町１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
青森県　　 青森公立大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青森市合子沢字山崎１５３－４　　　　　　　　　　　　　　　　
青森県　　 青森県立保健大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青森市浜館字間瀬５８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
青森県　　 青森大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青森市幸畑２－３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
青森県　　 青森県立田名部高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 むつ市海老川町６番１８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
青森県　　 八戸大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八戸市美保野１３－９８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
青森県　　 八戸工業大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八戸市大字妙字大開８８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
青森県　　 北里大学獣医学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 十和田市東二十三番町３５－１　　　　　　　　　　　　　　　　
青森県　　 青森中央学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青森市横内字神田１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岩手県　　 岩手大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛岡市上田三丁目１８－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岩手県　　 岩手県立大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩手郡滝沢村滝沢字巣子１５２－５２　　　　　　　　　　　　　
岩手県　　 盛岡大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩手郡滝沢村滝沢字砂込８０８番地　　　　　　　　　　　　　　
岩手県　　 富士大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 花巻市下根子４５０－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岩手県　　 北里大学海洋生命科学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 大船渡市三陸町越喜来字烏頭１６０－４　　　　　　　　　　　　
岩手県　　 岩手県立大学宮古短期大学部試験場　　　　　　　　　　　　　　 宮古市河南１－５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮城県　　 東北大学川内北キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　 仙台市青葉区川内４１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮城県　　 宮城教育大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仙台市青葉区荒巻字青葉１４９番地　　　　　　　　　　　　　　
宮城県　　 宮城大学大和キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 黒川郡大和町学苑１番　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮城県　　 私立尚絅学院高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 仙台市青葉区広瀬町９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮城県　　 仙台大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 柴田郡柴田町船岡南２－２－１８　　　　　　　　　　　　　　　
宮城県　　 東北学院大学土樋キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 仙台市青葉区土樋１丁目３－１　　　　　　　　　　　　　　　　
宮城県　　 東北工業大学八木山キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　 仙台市太白区八木山香澄町３５－１　　　　　　　　　　　　　　
宮城県　　 東北薬科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仙台市青葉区小松島４－４－１　　　　　　　　　　　　　　　　
宮城県　　 宮城学院女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仙台市青葉区桜ケ丘９－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　
宮城県　　 石巻専修大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石巻市南境新水戸１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮城県　　 東北文化学園大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仙台市青葉区国見６－４５－１　　　　　　　　　　　　　　　　
秋田県　　 秋田大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋田市手形学園町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
秋田県　　 秋田県立大学秋田キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 秋田市下新城中野字街道端西２４１番地の４３８　　　　　　　　
秋田県　　 県立横手高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 横手市睦成字鶴谷地６８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
秋田県　　 県立大館国際情報学院高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　 大館市松木字大上２５番地の１　　　　　　　　　　　　　　　　
秋田県　　 ノースアジア大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋田市下北手桜字守沢４６－１　　　　　　　　　　　　　　　　
山形県　　 山形大学小白川地区試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山形市小白川町１－４－１２　　　　　　　　　　　　　　　　　
山形県　　 山形大学工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 米沢市城南四丁目３－１６　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山形県　　 県立鶴岡中央高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 鶴岡市大宝寺字日本国４１０　　　　　　　　　　　　　　　　　
山形県　　 県立新庄神室産業高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　 新庄市大字松本３７０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山形県　　 山形県立保健医療大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 山形市上柳２６０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山形県　　 東北公益文科大学酒田キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　 酒田市飯森山３－５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福島県　　 福島大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福島市金谷川１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福島県　　 福島大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福島市金谷川１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福島県　　 福島県立医科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福島市光が丘１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福島県　　 会津大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会津若松市一箕町鶴賀字上居合９０　　　　　　　　　　　　　　
福島県　　 郡山女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 郡山市開成３－２５－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福島県　　 日本大学工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 郡山市田村町徳定字中河原１　　　　　　　　　　　　　　　　　
福島県　　 いわき明星大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いわき市中央台飯野５－５－１　　　　　　　　　　　　　　　　
福島県　　 県立原町高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南相馬市原町区西町三丁目３８０　　　　　　　　　　　　　　　
茨城県　　 茨城大学本部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水戸市文京２－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
茨城県　　 茨城大学工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日立市中成沢町４－１２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
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茨城県　　 茨城大学農学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 稲敷郡阿見町中央３－２１－１　　　　　　　　　　　　　　　　
茨城県　　 県立水戸第二高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 水戸市大町２－２－１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
茨城県　　 筑波大学第一試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つくば市天王台１丁目１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
茨城県　　 筑波大学第二試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つくば市天王台１丁目１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
茨城県　　 筑波大学第三試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つくば市天王台１丁目１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
茨城県　　 筑波大学体育・芸術試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つくば市天王台１丁目１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
茨城県　　 筑波大学医学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つくば市天王台１丁目１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
茨城県　　 筑波大学春日試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つくば市春日１－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
茨城県　　 茨城県立医療大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 稲敷郡阿見町阿見４６６９－２　　　　　　　　　　　　　　　　
茨城県　　 茨城キリスト教大学１号館試験場　　　　　　　　　　　　　　　 日立市大みか町６－１１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
茨城県　　 常磐大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水戸市見和１－４３０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
茨城県　　 流通経済大学龍ケ崎キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　 龍ケ崎市平畑１２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
栃木県　　 宇都宮大学峰地区試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宇都宮市峰町３５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
栃木県　　 宇都宮大学陽東地区試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宇都宮市陽東７－１－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
栃木県　　 足利工業大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 足利市大前町２６８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
栃木県　　 獨協医科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下都賀郡壬生町大字北小林８８０番地　　　　　　　　　　　　　
栃木県　　 帝京大学宇都宮キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　 宇都宮市豊郷台１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
栃木県　　 白鴎大学東キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 小山市駅東通り２－２－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　
栃木県　　 作新学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宇都宮市竹下町９０８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
栃木県　　 国際医療福祉大学大田原キャンパス試験場 　　　　　　　　　　 大田原市北金丸２６００－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
栃木県　　 宇都宮共和大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宇都宮市大通り１丁目３番１８号　　　　　　　　　　　　　　　
群馬県　　 群馬大学荒牧地区試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 前橋市荒牧町四丁目２番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
群馬県　　 県立前橋高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 前橋市下沖町３２１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
群馬県　　 県立前橋女子高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 前橋市紅雲町２－１９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
群馬県　　 群馬大学桐生地区試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 桐生市天神町１－５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
群馬県　　 県立桐生工業高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 桐生市西久方町１－１－４１　　　　　　　　　　　　　　　　　
群馬県　　 群馬大学荒牧地区試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 前橋市荒牧町四丁目２番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
群馬県　　 群馬県立女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐波郡玉村町大字上之手１３９５－１　　　　　　　　　　　　　
群馬県　　 高崎経済大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高崎市上並榎町１３００番地　　　　　　　　　　　　　　　　　
群馬県　　 前橋工科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 前橋市上佐鳥町４６０番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　
群馬県　　 群馬社会福祉大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 前橋市川曲町１９１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
群馬県　　 関東学園大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 太田市藤阿久町２００番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
群馬県　　 上武大学高崎キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 高崎市新町２７０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
群馬県　　 東洋大学板倉校舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 邑楽郡板倉町泉野１丁目１番地１号　　　　　　　　　　　　　　
群馬県　　 共愛学園前橋国際大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 前橋市小屋原町１１５４－４　　　　　　　　　　　　　　　　　
群馬県　　 東京福祉大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 伊勢崎市山王町２０２０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
群馬県　　 高崎健康福祉大学健康福祉学部試験場　　　　　　　　　　　　　 高崎市中大類町３７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
群馬県　　 高崎商科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高崎市根小屋町７４１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 埼玉大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さいたま市桜区下大久保２５５　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 県立浦和高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さいたま市浦和区領家５－３－３　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 県立浦和西高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さいたま市浦和区木崎３－１－１　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 県立浦和第一女子高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　 さいたま市浦和区岸町３－８－４５　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 県立大宮高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さいたま市大宮区天沼町２－３２３　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 埼玉県立大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 越谷市三野宮８２０番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 跡見学園女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新座市中野１－９－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 東京国際大学第１キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 川越市的場北１－１３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 埼玉工業大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深谷市普済寺１６９０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 城西大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坂戸市けやき台１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 女子栄養大学坂戸校舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 坂戸市千代田３－９－２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 獨協大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 草加市学園町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 文教大学越谷校舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 越谷市南荻島３３３７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 淑徳大学国際コミュニケーション学部試験場　　　　　　　　　　 入間郡三芳町藤久保１１５０－１　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 芝浦工業大学大宮校舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 さいたま市見沼区深作３０７　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 大東文化大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東松山市岩殿５６０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 東京電機大学理工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 比企郡鳩山町石坂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 東洋大学川越校舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 川越市鯨井２１００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 立教大学新座キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 新座市北野１－２－２６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 駿河台大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 飯能市阿須６９８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 文京学院大学ふじみ野キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　 ふじみ野市亀久保１１９６番地　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 十文字学園女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新座市菅沢２－１－２８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 平成国際大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加須市水深大立野２０００　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 西武文理大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 狭山市柏原新田３１１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 尚美学園大学川越キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 川越市豊田町１－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 ものつくり大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行田市前谷３３３番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埼玉県　　 共栄大学国際経営学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 春日部市内牧４１５８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 千葉大学第１（総合校舎Ｆ）試験場　　　　　　　　　　　　　　 千葉市稲毛区弥生町１－３３　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 千葉大学第２（工学部・薬学部）試験場　　　　　　　　　　　　 千葉市稲毛区弥生町１－３３　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 千葉大学第３（総合校舎Ｄ・Ｇ・Ｈ）試験場　　　　　　　　　　 千葉市稲毛区弥生町１－３３　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 千葉大学第４（教育学部）試験場　　　　　　　　　　　　　　　 千葉市稲毛区弥生町１－３３　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 千葉大学園芸学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松戸市松戸６４８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 千葉大学看護学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 千葉市中央区亥鼻１－８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 県立千葉女子高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 千葉市稲毛区小仲台５－１０－１　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 千葉科学大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 銚子市潮見町３番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 明海大学浦安キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 浦安市明海１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 淑徳大学総合福祉学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 千葉市中央区大巌寺町２００番地　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 敬愛大学稲毛キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 千葉市稲毛区穴川１－５－２１　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 千葉工業大学津田沼校舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 習志野市津田沼２－１７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 千葉商科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市川市国府台１－３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 麗澤大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 柏市光ケ丘２－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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千葉県　　 和洋女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市川市国府台２丁目３番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 東京電機大学情報環境学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　 印西市武西学園台２－１２００　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 東京理科大学野田校舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 野田市山崎２６４１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 東邦大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 船橋市三山２－２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 日本大学生産工学部実籾校舎試験場　　　　　　　　　　　　　　 習志野市新栄２－１１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 日本大学理工学部船橋校舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　 船橋市習志野台７－２４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 神田外語大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 千葉市美浜区若葉１－４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 帝京平成大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市原市潤井戸２２８９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 秀明大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八千代市大学町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 川村学園女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 我孫子市下ヶ戸１１３３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 東京情報大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 千葉市若葉区御成台４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 聖徳大学／聖徳大学短期大学部試験場　　　　　　　　　　　　　 松戸市岩瀬５５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 江戸川大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流山市駒木４７４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 東京成徳大学八千代キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　 八千代市保品２０１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 清和大学法学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 木更津市東太田３丁目４番５号　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 東洋学園大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流山市鰭ヶ崎１６６０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 城西国際大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東金市求名１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
千葉県　　 千葉県立衛生短期大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 千葉市美浜区若葉２－１０－１　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 東京大学本郷試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 文京区本郷７－３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 東京大学教養学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目黒区駒場３－８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 都立白鴎高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 台東区元浅草１－６－２２　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 私立富士見丘高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 渋谷区笹塚３－１９－９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 私立海城高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新宿区大久保３－６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 都立日比谷高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 千代田区永田町２－１６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 私立開成高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 荒川区西日暮里４－２－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 代々木ゼミナール本部校代ゼミタワー試験場　　　　　　　　　　 渋谷区代々木２－２５－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 東京外国語大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 府中市朝日町３－１１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 東京学芸大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小金井市貫井北町４－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 東京農工大学小金井キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　 小金井市中町２－２４－１６　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 都立上野高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 台東区上野公園１０－１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 東京工業大学大岡山試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目黒区大岡山２－１２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 東京工業大学田町試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 港区芝浦３－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 お茶の水女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 文京区大塚２丁目１番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 電気通信大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 調布市調布ヶ丘１－５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 一橋大学西キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 国立市中２丁目１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 一橋大学東キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 国立市東２丁目４番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 首都大学東京第一試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市南大沢１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 首都大学東京第二試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市南大沢１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 東京未来大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 足立区千住曙町３４－１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 東京富士大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新宿区高田馬場３－８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 青山学院大学青山キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 渋谷区渋谷４－４－２５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 亜細亜大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 武蔵野市境５－２４－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 大妻女子大学多摩キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 多摩市唐木田２－７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 桜美林大学明々館・待望館試験場　　　　　　　　　　　　　　　 町田市常盤町３７５８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 北里大学薬学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 港区白金５－９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 共立女子大学・短期大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 千代田区一ツ橋２－２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 杏林大学八王子キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市宮下町４７６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 慶應義塾大学三田キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 港区三田２－１５－４５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 工学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新宿区西新宿１－２４－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 國學院大学渋谷キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　 渋谷区東４－１０－２８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 国際基督教大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三鷹市大沢３－１０－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 国士舘大学世田谷試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 世田谷区世田谷４－２８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 駒澤大学駒沢校舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 世田谷区駒沢１－２３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 実践女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日野市大坂上４－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 昭和大学４号館試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 品川区旗の台１－５－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 昭和女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 世田谷区太子堂１－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 昭和薬科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 町田市東玉川学園３丁目３１６５番地　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 白百合女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 調布市緑ヶ丘１－２５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 成蹊大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 武蔵野市吉祥寺北町３－３－１　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 成城大学７号館試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 世田谷区成城６－１－２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 創価大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市丹木町１－２３６　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 大正大学巣鴨校舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 豊島区西巣鴨３－２０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 高千穂大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 杉並区大宮２－１９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 拓殖大学文京キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 文京区小日向３－４－１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 玉川大学２号館試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 町田市玉川学園６丁目１番１号　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 多摩美術大学八王子キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　 八王子市鑓水２－１７２３　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 中央大学多摩校舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市東中野７４２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 津田塾大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小平市津田町２－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 帝京大学八王子キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市大塚３５９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 東京家政大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 板橋区加賀１－１８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 東京家政学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 町田市相原町２６００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 東京経済大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国分寺市南町１－７－３４　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 東京女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 杉並区善福寺２－６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 東京電機大学工学部・未来科学部試験場　　　　　　　　　　　　 千代田区神田錦町２－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 東京農業大学世田谷キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　 世田谷区桜丘１－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 東京薬科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市堀之内１４３２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 東京理科大学神楽坂校舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 新宿区神楽坂１丁目３番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 二松学舎大学九段キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 千代田区三番町６－１６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 日本大学経済学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 千代田区三崎町１－３－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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東京都　　 日本大学文理学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 世田谷区桜上水３－２５－４０　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 日本歯科大学生命歯学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 千代田区富士見１－９－２０　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 日本社会事業大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清瀬市竹丘３－１－３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 日本獣医生命科学大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 武蔵野市境南町１－７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 日本女子大学目白キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 文京区目白台２－８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 日本女子体育大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 世田谷区北烏山８－１９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 日本文化大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市片倉町９７７番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 ルーテル学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三鷹市大沢３－１０－２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 法政大学市ヶ谷キャンパス富士見校舎試験場 　　　　　　　　　千代田区富士見２－１７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 星薬科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 品川区荏原２－４－４１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 武蔵大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 練馬区豊玉上１－２６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 武蔵工業大学世田谷キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　 世田谷区玉堤１－２８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 武蔵野大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西東京市新町１－１－２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 明治大学和泉校舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 杉並区永福１－９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 明治薬科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清瀬市野塩２－５２２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 明星大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日野市程久保２－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 立正大学大崎キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 品川区大崎４－２－１６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 和光大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 町田市金井町２１６０番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 早稲田大学（早稲田キャンパス１５号館）試験場　　　　　　　　 新宿区西早稲田１－６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 東京工科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八王子市片倉町１４０４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 多摩大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 多摩市聖ヶ丘４－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 恵泉女学園大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 多摩市南野２－１０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 文京学院大学・短期大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 文京区向丘１－１９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 目白大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新宿区中落合４－３１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都　　 嘉悦大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小平市花小金井南町２－８－４　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 横浜国立大学教育人間科学部試験場　　　　　　　　　　　　　　 横浜市保土ヶ谷区常盤台７９－２　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 横浜国立大学工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 横浜市保土ヶ谷区常盤台７９－５　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 横浜市立大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 横浜市金沢区瀬戸２２－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 神奈川県立保健福祉大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 横須賀市平成町１－１０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 北里大学相模原キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　 相模原市北里１－１５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 専修大学生田校舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 川崎市多摩区東三田２－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 東海大学湘南校舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平塚市北金目１１１７番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 東京農業大学厚木キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 厚木市船子１７３７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 日本大学生物資源科学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 藤沢市亀井野１８６６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 明治大学生田校舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 川崎市多摩区東三田１－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 明治学院大学横浜キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 横浜市戸塚区上倉田町１５１８　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 麻布大学８号館試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 相模原市淵野辺１－１７－７１　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 神奈川工科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厚木市下荻野１０３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 神奈川大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 横浜市神奈川区六角橋３－２７－１　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 関東学院大学金沢八景キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　 横浜市金沢区六浦東１－５０－１　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 湘南工科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 藤沢市腑堂西海岸１－１－２５　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 相模女子大学１１号館試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 相模原市文京２－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 産業能率大学湘南キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 伊勢原市上粕屋１５７３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 鶴見大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 横浜市鶴見区鶴見２－１－３　　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 東京工芸大学厚木キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 厚木市飯山１５８３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 フェリス女学院大学緑園キャンパス試験場　　　　　　　　　　　 横浜市泉区緑園４－５－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 横浜商科大学つるみキャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　 横浜市鶴見区東寺尾４－１１－１　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 昭和音楽大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 川崎市麻生区上麻生１－１１－１　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 東洋英和女学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 横浜市緑区三保町３２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 桐蔭横浜大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 横浜市青葉区鉄町１６１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川県　 松蔭大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厚木市森の里若宮９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新潟県　　 新潟大学人文社会学系棟試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 新潟市西区五十嵐２の町８０５０番地　　　　　　　　　　　　　
新潟県　　 新潟大学教育学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新潟市西区五十嵐２の町８０５０番地　　　　　　　　　　　　　
新潟県　　 新潟大学工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新潟市西区五十嵐２の町８０５０番地　　　　　　　　　　　　　
新潟県　　 新潟大学農学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新潟市西区五十嵐２の町８０５０番地　　　　　　　　　　　　　
新潟県　　 新潟大学総合教育研究棟試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 新潟市西区五十嵐２の町８０５０番地　　　　　　　　　　　　　
新潟県　　 県立佐渡高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐渡市石田５６７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新潟県　　 長岡技術科学大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長岡市上富岡町１６０３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
新潟県　　 上越教育大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上越市山屋敷町１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新潟県　　 新潟県立看護大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上越市新南町２４０番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新潟県　　 日本歯科大学新潟生命歯学部試験場　　　　　　　　　　　　　　 新潟市中央区浜浦町１－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新潟県　　 新潟産業大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 柏崎市軽井川４７３０番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新潟県　　 敬和学園大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新発田市富塚１２７０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新潟県　　 新潟経営大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加茂市希望ケ丘２９０９番地２　　　　　　　　　　　　　　　　
新潟県　　 新潟国際情報大学本校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 新潟市西区みずき野３丁目１－１　　　　　　　　　　　　　　　
新潟県　　 新潟医療福祉大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新潟市北区島見町１３９８番地　　　　　　　　　　　　　　　　
新潟県　　 長岡大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長岡市御山町８０番地８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新潟県　　 新潟青陵大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新潟市中央区水道町１－５９３９　　　　　　　　　　　　　　　
新潟県　　 長岡造形大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長岡市千秋４－１９７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富山県　　 富山大学五福キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 富山市五福３１９０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富山県　　 富山大学杉谷（医薬系）キャンパス試験場　　　　　　　　　　　 富山市杉谷２６３０番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富山県　　 富山県立大学工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 射水市黒河５１８０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富山県　　 高岡法科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高岡市戸出石代３０７－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富山県　　 富山国際大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 富山市東黒牧６５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
石川県　　 金沢大学総合教育棟試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金沢市角間町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
石川県　　 金沢大学人間社会第１試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 金沢市角間町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
石川県　　 金沢大学人間社会第２試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 金沢市角間町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
石川県　　 金沢大学保健学類試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金沢市小立野５丁目１１番８０号　　　　　　　　　　　　　　　
石川県　　 金沢大学自然科学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金沢市角間町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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石川県　　 金沢美術工芸大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金沢市小立野５丁目１１番１号　　　　　　　　　　　　　　　　
石川県　　 石川県立看護大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かほく市中沼ツ７番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
石川県　　 石川県立大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石川郡野々市町末松１－３０８　　　　　　　　　　　　　　　　
石川県　　 金沢星稜大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金沢市御所町丑１０番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
石川県　　 金沢工業大学８号館試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石川郡野々市町扇が丘７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
石川県　　 金沢学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金沢市末町１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福井県　　 福井大学文京キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 福井市文京３－９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福井県　　 福井大学松岡キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３　　　　　　　　　　　　　　
福井県　　 福井県立大学福井キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１　　　　　　　　　　　　　
福井県　　 福井県立大学小浜キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 小浜市学園町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福井県　　 福井工業大学福井キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 福井市学園３－６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山梨県　　 山梨大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 甲府市武田四丁目４－３７　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山梨県　　 都留文科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 都留市田原三丁目８番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山梨県　　 山梨県立大学看護学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 甲府市池田１－６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山梨県　　 山梨英和大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 甲府市横根町８８８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山梨県　　 山梨学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 甲府市酒折２－４－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山梨県　　 帝京科学大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上野原市八ッ沢２５２５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長野県　　 信州大学松本試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松本市旭３－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長野県　　 信州大学教育学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長野市西長野６のロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長野県　　 信州大学工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長野市若里４－１７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長野県　　 信州大学農学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上伊那郡南箕輪村８３０４　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長野県　　 信州大学繊維学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上田市常田３－１５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長野県　　 長野県看護大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 駒ヶ根市赤穂１６９４番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長野県　　 佐久大学・信州短期大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 佐久市岩村田２３８４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長野県　　 諏訪東京理科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 茅野市豊平５０００－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長野県　　 松本大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松本市新村２０９５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長野県　　 清泉女学院大学・清泉女学院短期大学試験場 　　　　　　　　　長野市上野２－１２０－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長野県　　 長野大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上田市下之郷６５８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長野県　　 松本歯科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 塩尻市広丘郷原１７８０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長野県　　 長野県短期大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長野市三輪８－４９－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岐阜県　　 岐阜大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岐阜市柳戸１番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岐阜県　　 県立斐太高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高山市三福寺町７３６番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岐阜県　　 岐阜薬科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岐阜市三田洞東５丁目６番１号　　　　　　　　　　　　　　　　
岐阜県　　 岐阜県立看護大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 羽島市江吉良町３０４７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
岐阜県　　 岐阜経済大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大垣市北方町５－５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岐阜県　　 朝日大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瑞穂市穂積１８５１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岐阜県　　 岐阜女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岐阜市太郎丸８０番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岐阜県　　 岐阜聖徳学園大学岐阜キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　 岐阜市中鶉１丁目３８番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岐阜県　　 名城大学都市情報学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 可児市虹ヶ丘４－３－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岐阜県　　 中京学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中津川市千旦林１－１０４　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岐阜県　　 私立中京高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瑞浪市土岐町７０７４の１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岐阜県　　 岐阜県立多治見高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 多治見市坂上町９－１４１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岐阜県　　 中部学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 関市桐ヶ丘２丁目１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 県立富士高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 富士市松本１７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 静岡大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 静岡市駿河区大谷８３６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 県立静岡高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 静岡市葵区長谷町６６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 県立静岡東高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 静岡市葵区川合３丁目２４番１号　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 静岡市立高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 静岡市葵区千代田三丁目１－１　　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 県立浜松北高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浜松市中区広沢１－３０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 県立浜松南高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浜松市南区米津町９６１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 静岡大学情報学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浜松市中区城北３－５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 浜松医科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浜松市東区半田山１－２０－１　　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 浜松日体高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浜松市東区半田山３－３０－１　　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 静岡県立大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 静岡市駿河区谷田５２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 旧長泉高校跡地（沼津東高校一時移転先）試験場 　　　　　　　駿東郡長泉町下長窪１００２番地　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 日本大学国際関係学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 三島市文教町２－３１－１４５　　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 常葉学園大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 静岡市葵区瀬名一丁目２２番１号　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 浜松大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浜松市北区都田町１２３０番地　　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 静岡理工科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 袋井市豊沢２２００－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 聖隷クリストファー大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 浜松市北区三方原町３４５３　　　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 静岡産業大学経営学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 磐田市大原１５７２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 静岡産業大学情報学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 藤枝市駿河台４－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 静岡文化芸術大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浜松市中区中央２－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
静岡県　　 富士常葉大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 富士市大渕３２５番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 名古屋大学東山地区試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市千種区不老町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 名古屋大学教育学部附属高等学校試験場 　　　　　　　　　　　名古屋市千種区不老町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 名古屋市立菊里高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市千種区星が丘元町１３－７　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 県立明和高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市東区白壁２－３２－６　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 県立名古屋南高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市南区東又兵ヱ町５－１－１１　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 県立昭和高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市瑞穂区玉水町１－１８　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 県立天白高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市天白区植田東１－６０１　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 名古屋市立名東高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市名東区大針１－３５１　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 愛知教育大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 刈谷市井ヶ谷町広沢１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 愛知教育大学附属高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　 刈谷市井ヶ谷町広沢１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 県立刈谷高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 刈谷市寿町５－１０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 名古屋工業大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市昭和区御器所町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 豊橋技術科学大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 愛知県立大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間１５２２番３　　　　　　　　
愛知県　　 県立千種高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市名東区社台二丁目２０６番地　　　　　　　　　　　　　
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愛知県　　 名古屋市立大学山の畑試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑１　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 愛知県立看護大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市守山区大字上志段味字東谷　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 修文大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一宮市日光町６番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 星城大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東海市富貴ノ台２丁目１７２番地　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 愛知大学豊橋校舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 豊橋市町畑町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 愛知学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日進市岩崎町阿良池１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 愛知学泉大学豊田学舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 豊田市大池町汐取１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 愛知工業大学１０号館試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 豊田市八草町八千草１２４７　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 愛知淑徳大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛知郡長久手町長湫片平９番地　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 椙山女学園大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市千種区星が丘元町１７番３号　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 大同工業大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市南区滝春町１０－３　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 中京大学名古屋キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市昭和区八事本町１０１－２　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 中部大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 春日井市松本町１２００番地　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 同朋大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市中村区稲葉地町７の１　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 豊田工業大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市天白区久方２－１２－１　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 名古屋学院大学白鳥学舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市熱田区熱田西町１－２５　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 名古屋経済大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 犬山市内久保６１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 名古屋商科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日進市米野木町三ヶ峯４の４　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 名古屋女子大学汐路学舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市瑞穂区汐路町３－４０　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 南山大学（名古屋キャンパス）試験場　　　　　　　　　　　　　 名古屋市昭和区山里町１８　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 日本福祉大学美浜キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 知多郡美浜町大字奥田字会下前３５－６　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 名城大学天白キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市天白区塩釜口１－５０１　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 名古屋外国語大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日進市岩崎町竹ノ山５７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 愛知みずほ大学瑞穂高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市瑞穂区春敲町２－１３　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 愛知産業大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岡崎市岡崎字原山１２－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 東海学園大学三好キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 西加茂郡三好町福谷西ノ洞２１－２３３　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 豊橋創造大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 豊橋市牛川町字松下２０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 名古屋文理大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 稲沢市稲沢町前田３６５番地　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 人間環境大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岡崎市本宿町上三本松６－２　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県　　 名古屋産業大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 尾張旭市新居町山の田３２５５－５　　　　　　　　　　　　　　
三重県　　 三重大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 津市栗真町屋町１５７７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三重県　　 三重県立看護大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 津市夢が丘１丁目１番地の１　　　　　　　　　　　　　　　　　
三重県　　 四日市看護医療大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四日市市萱生町１２００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三重県　　 皇學館大学伊勢学舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 伊勢市神田久志本町１７０４　　　　　　　　　　　　　　　　　
三重県　　 三重中京大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松阪市久保町１８４６番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三重県　　 四日市大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四日市市萱生町１２００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三重県　　 鈴鹿医療科学大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鈴鹿市岸岡町１００１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三重県　　 鈴鹿国際大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鈴鹿市郡山町６６３－２２２　　　　　　　　　　　　　　　　　
滋賀県　　 滋賀大学経済学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 彦根市馬場１－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
滋賀県　　 滋賀大学教育学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大津市平津２－５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
滋賀県　　 滋賀医科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大津市瀬田月輪町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
滋賀県　　 滋賀県立大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 彦根市八坂町２５００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
滋賀県　　 長浜バイオ大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長浜市田村町１２６６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
滋賀県　　 立命館大学びわこ・くさつキャンパス試験場　　　　　　　　　　 草津市野路東１－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 京都大学本部第１試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都市左京区吉田本町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 京都大学本部第２試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都市左京区吉田本町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 京都大学本部第３試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都市左京区吉田本町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 京都大学吉田南試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都市左京区吉田二本松町　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 京都大学本部第２試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都市左京区吉田本町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 京都教育大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都市伏見区深草藤森町１番地　　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 京都工芸繊維大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都市左京区松ヶ崎橋上町１番地　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 京都市立芸術大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都市西京区大枝沓掛町１３－６　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 京都府立大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都市左京区下鴨半木町１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 京都府立医科大学医学部看護学科試験場 　　　　　　　　　　　京都市上京区清和院口寺町東入中御霊町４１０番地　　　　　　　
京都府　　 大谷大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都市北区小山上総町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 京都学園大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 亀岡市曽我部町南条大谷１－１　　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 京都産業大学６号館（大教室棟）試験場　　　　　　　　　　　　 京都市北区上賀茂本山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 京都女子大学Ａ校舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都市東山区今熊野北日吉町３５番地　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 京都薬科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都市山科区御陵中内町５　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 京都光華女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都市右京区西京極葛野町３８　　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 種智院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都市伏見区向島西定請７０　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 京都橘大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都市山科区大宅山田町３４　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 同志社大学新町キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　 京都市上京区新町通今出川上ル近衛殿表町１５９－１　　　　　　
京都府　　 同志社女子大学京田辺キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　 京田辺市興戸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 京都ノートルダム女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　 京都市左京区下鴨南野々神町１番地　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 龍谷大学深草学舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都市伏見区深草塚本町６７　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 京都文教大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宇治市槇島町千足８０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 京都創成大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福知山市西小谷ヶ丘３３７０　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都府　　 京都嵯峨芸術大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都市右京区嵯峨五島町１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪大学文・法・経講義棟試験場　　　　　　　　　　　　　　　 豊中市待兼山町１－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪大学理学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 豊中市待兼山町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪大学基礎工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 豊中市待兼山町１－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪大学大学教育実践センター試験場　　　　　　　　　　　　　 豊中市待兼山町１－１６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪大学人間科学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吹田市山田丘１－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪大学医学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吹田市山田丘２－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪大学医学部保健学科試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 吹田市山田丘１－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪大学薬学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吹田市山田丘１－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪大学工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吹田市山田丘２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪青山大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 箕面市新稲２－１１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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大阪府　　 千里金蘭大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吹田市藤白台５－２５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 藍野大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 茨木市東太田４－５－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪教育大学柏原キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 柏原市旭ヶ丘４－６９８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪教育大学柏原キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 柏原市旭ヶ丘４－６９８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪市立大学１号館試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大阪市住吉区杉本３－３－１３８　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪市立大学全学共通教育棟Ａ試験場　　　　　　　　　　　　　 大阪市住吉区杉本３－３－１３８　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪市立大学全学共通教育棟Ｂ試験場　　　　　　　　　　　　　 大阪市住吉区杉本３－３－１３８　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪府立大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 堺市中区学園町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 羽衣国際大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 堺市西区浜寺南町１丁８９番の１　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学試験場　　　　　　　　　　　　 大阪市東淀川区相川３－１０－６２　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吹田市岸部南二丁目３６番１号　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪経済大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大阪市東淀川区大隅２－２－８　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪芸術大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南河内郡河南町東山４６９　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪工業大学大宮キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 大阪市旭区大宮５－１６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪産業大学中央キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 大東市中垣内３－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪樟蔭女子大学小阪キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　 東大阪市菱屋西４－２－２６　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪商業大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東大阪市御厨栄町４－１－１０　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪電気通信大学〔寝屋川学舎〕試験場　　　　　　　　　　　　 寝屋川市初町１８－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪薬科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高槻市奈佐原４－２０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪大谷大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 富田林市錦織北３－１１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 追手門学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 茨木市西安威２－１－１５　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 関西大学千里山キャンパス第１学舎試験場　　　　　　　　　　　 吹田市山手町３－３－３５　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 関西外国語大学（中宮キャンパス）試験場　　　　　　　　　　　 枚方市中宮東之町１６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 近畿大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東大阪市小若江３－４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 四天王寺大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 羽曳野市学園前３丁目２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 摂南大学寝屋川学舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 寝屋川市池田中町１７－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 相愛大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大阪市住之江区南港中４－４－１　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 帝塚山学院大学狭山キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　 大阪狭山市今熊２－１８２３　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 梅花女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 茨木市宿久庄２－１９－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 阪南大学本キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 松原市天美東５－４－３３　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 桃山学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 和泉市まなび野１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪国際大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 枚方市杉３丁目５０番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 プール学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 堺市南区槇塚台４－５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 関西福祉科学大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 柏原市旭ヶ丘３丁目１１番１号　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪観光大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 泉南郡熊取町大久保南５－３－１　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 大阪人間科学大学庄屋学舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　 摂津市庄屋１－１２－１３　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府　　 平安女学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高槻市南平台５丁目８１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 兵庫教育大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加東市下久米９４２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸大学文学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市灘区六甲台町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸大学国際文化学部（１）試験場　　　　　　　　　　　　　　 神戸市灘区鶴甲１－２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸大学発達科学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市灘区鶴甲３－１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸大学法・経済・経営学部試験場　　　　　　　　　　　　　　 神戸市灘区六甲台町２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸大学理学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市灘区六甲台町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸大学国際文化学部（２）試験場　　　　　　　　　　　　　　 神戸市灘区鶴甲１－２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸大学医学部保健学科試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市須磨区友が丘７－１０－２　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸大学工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市灘区六甲台町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸大学農学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市灘区六甲台町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸大学海事科学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市東灘区深江南町５丁目１番１号　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸市外国語大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市西区学園東町９丁目１　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸市看護大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市西区学園西町３丁目４番地　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 兵庫県立大学神戸学園都市キャンパス試験場 　　　　　　　　　神戸市西区学園西町８丁目２番地の１　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 兵庫県立大学姫路書写キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　 姫路市書写２１６７番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 県立豊岡高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 豊岡市京町１２－９１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸ファッション造形大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　 明石市明南町２－１－５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸夙川学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市中央区港島１－３－１１　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸常盤大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長田区大谷町２－６－２　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 芦屋大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 芦屋市六麓荘町１３番２２号　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 聖トマス大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 尼崎市若王寺２－１８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 大手前大学さくら夙川キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　 西宮市御茶家所町６－４２　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 関西学院大学Ｂ号館試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西宮市上ケ原一番町１－１５５　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 甲子園大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宝塚市紅葉ガ丘１０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 甲南大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市東灘区岡本８－９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 甲南女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市東灘区森北町６－２－２３　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸海星女子学院大学本館試験場　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市灘区青谷町２－７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸学院大学有瀬キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 神戸市西区伊川谷町有瀬５１８番　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸女学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西宮市岡田山４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市須磨区東須磨青山２－１　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸薬科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市東灘区本山北町４－１９－１　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸松蔭女子学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市灘区篠原伯母野山町１－２－１　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸親和女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市北区鈴蘭台北町７－１３－１　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 園田学園女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 尼崎市南塚口町７－２９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 武庫川女子大学中央キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　 西宮市池開町６－４６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸国際大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市東灘区向洋町中９丁目１－６　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 姫路獨協大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 姫路市上大野７－２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 流通科学大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市西区学園西町３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 兵庫大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加古川市平岡町新在家２３０１　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 関西福祉大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 赤穂市新田３８０番地の３　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 関西国際大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三木市志染町青山１－１８　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県　　 神戸山手大学３号館試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市中央区中山手通６－５－２　　　　　　　　　　　　　　　
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兵庫県　　 近畿医療福祉大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神崎郡福崎町高岡１９６６－５　　　　　　　　　　　　　　　　
奈良県　　 奈良教育大学教育学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 奈良市高畑町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
奈良県　　 奈良女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奈良市北魚屋西町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
奈良県　　 奈良県立医科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 橿原市四条町８４０番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
奈良県　　 奈良県立大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奈良市船橋町１０番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
奈良県　　 畿央大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北葛城郡広陵町馬見中４－２－２　　　　　　　　　　　　　　　
奈良県　　 大阪樟蔭女子大学関屋キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　 香芝市関屋９５８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
奈良県　　 近畿大学農学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奈良市中町３３２７－２０４　　　　　　　　　　　　　　　　　
奈良県　　 帝塚山大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奈良市帝塚山７－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
奈良県　　 天理大学杣之内キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　 天理市杣之内町１０５０番地　　　　　　　　　　　　　　　　　
奈良県　　 奈良大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奈良市山陵町１５００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
奈良県　　 奈良産業大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生駒郡三郷町立野北３－１２－１　　　　　　　　　　　　　　　
奈良県　　 白鳳女子短期大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北葛城郡王寺町葛下１－７－１７　　　　　　　　　　　　　　　
和歌山県　 和歌山大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 和歌山市栄谷９３０番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
和歌山県　 県立向陽高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 和歌山市太田１２７番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
和歌山県　 県立桐蔭高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 和歌山市吹上５丁目６－１８　　　　　　　　　　　　　　　　　
和歌山県　 近畿大学生物理工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀の川市西三谷９３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鳥取県　　 鳥取大学共通教育棟試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鳥取市湖山町南４－１０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鳥取県　　 鳥取大学工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鳥取市湖山町南４－１０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鳥取県　　 鳥取大学医学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 米子市西町８６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鳥取県　　 鳥取環境大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鳥取市若葉台北一丁目１番１号　　　　　　　　　　　　　　　　
島根県　　 島根大学松江キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 松江市西川津町１０６０番地　　　　　　　　　　　　　　　　　
島根県　　 島根大学出雲キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 出雲市塩冶町８９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
島根県　　 県立隠岐高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 隠岐郡隠岐の島町有木尼寺原１番地　　　　　　　　　　　　　　
島根県　　 島根県立大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浜田市野原町２４３３－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岡山県　　 岡山大学津島キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 岡山市津島中２－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岡山県　　 岡山県立大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総社市窪木１１１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岡山県　　 岡山学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 倉敷市有城７８７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岡山県　　 中国学園大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岡山市庭瀬８３番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岡山県　　 岡山商科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岡山市津島京町２－１０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
岡山県　　 岡山理科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岡山市理大町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岡山県　　 くらしき作陽大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 倉敷市玉島長尾３５１５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岡山県　　 就実大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岡山市西川原１－６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岡山県　　 ノートルダム清心女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　 岡山市伊福町２－１６－９　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岡山県　　 美作大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 津山市北園町５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岡山県　　 吉備国際大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高梁市伊賀町８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岡山県　　 山陽学園大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岡山市平井１丁目１４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岡山県　　 倉敷芸術科学大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 倉敷市連島町西之浦２６４０　　　　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 広島大学霞キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 広島市南区霞一丁目２番３号　　　　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 広島大学総合科学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東広島市鏡山一丁目７番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 広島大学教育学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東広島市鏡山一丁目１番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 広島大学法学部・経済学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　 東広島市鏡山一丁目２番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 広島大学理学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東広島市鏡山一丁目３番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 広島大学工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東広島市鏡山一丁目４番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 広島大学生物生産学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 東広島市鏡山一丁目４番４号　　　　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 広島市立大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 広島市安佐南区大塚東三丁目４番１号　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 尾道大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 尾道市久山田町１６００番地　　　　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 県立広島大学広島キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 広島市南区宇品東１－１－７１　　　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 県立広島大学庄原キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 庄原市七塚町５６２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 県立広島大学三原キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 三原市学園町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 近畿大学工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東広島市高屋うめの辺１番　　　　　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 広島経済大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 広島市安佐南区祇園五丁目３７番１号　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 広島工業大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 広島市佐伯区三宅２－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 広島修道大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 広島市安佐南区大塚東１丁目１－１　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 広島女学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 広島市東区牛田東４丁目１３－１　　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 広島国際学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 広島市安芸区中野６－２０－１　　　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 広島文教女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 広島市安佐北区可部東１－２－１　　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 福山大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福山市東村町字三蔵９８５番地の１　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 安田女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 広島市安佐南区安東６－１３－１　　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 比治山大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 広島市東区牛田新町４－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 福山平成大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福山市御幸町上岩成正戸１１７－１　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 呉大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 呉市郷原学びの丘１－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
広島県　　 福山市立女子短期大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 福山市北本庄四丁目５番２号　　　　　　　　　　　　　　　　　
山口県　　 山口大学本部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山口市吉田１６７７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山口県　　 山口大学工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宇部市常盤台２－１６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山口県　　 県立岩国高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩国市川西４－６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山口県　　 下関市立大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下関市大学町二丁目１番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　
山口県　　 山口県立大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山口市桜畠３－２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山口県　　 徳山大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 周南市学園台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山口県　　 梅光学院大学東駅キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 下関市向洋町１－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山口県　　 山口東京理科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山陽小野田市大学通１－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　
山口県　　 山口福祉文化大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 萩市椿東浦田５０００番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
徳島県　　 徳島大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 徳島市南常三島町１丁目１番地　　　　　　　　　　　　　　　　
徳島県　　 鳴門教育大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鳴門市鳴門町高島字中島７４８　　　　　　　　　　　　　　　　
徳島県　　 四国大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 徳島市応神町古川字戎子野１２３－１　　　　　　　　　　　　　
徳島県　　 徳島文理大学徳島キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 徳島市山城町西浜傍示１８０　　　　　　　　　　　　　　　　　
香川県　　 香川大学教育学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高松市幸町１番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香川県　　 香川大学法学部・経済学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　 高松市幸町２番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香川県　　 香川大学農学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 木田郡三木町池戸２３９３　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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香川県　　 香川大学工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高松市林町２２１７番２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香川県　　 香川大学医学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 木田郡三木町大字池戸１７５０－１　　　　　　　　　　　　　　
香川県　　 徳島文理大学香川キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　 さぬき市志度１３１４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香川県　　 四国学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 善通寺市文京町３－２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香川県　　 高松大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高松市春日町９６０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛媛県　　 愛媛大学城北試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松山市文京町３番　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛媛県　　 愛媛大学農学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松山市樽味３丁目５番７号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛媛県　　 松山大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松山市文京町４－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛媛県　　 松山東雲女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松山市桑原３丁目２の１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高知県　　 高知大学朝倉キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 高知市曙町二丁目５番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高知県　　 高知大学岡豊キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 南国市岡豊町小蓮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高知県　　 高知女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高知市永国寺町５－１５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高知県　　 高知工科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 香美市土佐山田町宮ノ口１８５　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 福岡教育大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宗像市赤間文教町１番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 九州大学文科系学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡市東区箱崎６－１９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 九州大学理学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡市東区箱崎６－１０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 九州大学農学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡市東区箱崎６－１０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 九州大学病院地区（医・歯・薬学部）試験場　　　　　　　　　　 福岡市東区馬出３－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 代々木ゼミナール福岡校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡市博多区博多駅前４－２－２５　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 県立福岡高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡市博多区堅粕１－２９－１　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 県立香住丘高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡市東区香住ヶ丘１－２６－１　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 河合塾福岡校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡市中央区渡辺通４－２－１１　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 県立修猷館高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡市早良区西新６－１－１０　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 九州工業大学工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北九州市戸畑区仙水町１番１号　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 代々木ゼミナール小倉校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 北九州市小倉北区馬借１丁目１番２号　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 北九州市立大学（北方キャンパス）試験場　　　　　　　　　　　 北九州市小倉南区北方４丁目２番１号　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 九州歯科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北九州市小倉北区真鶴２丁目６番１号　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 福岡女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡市東区香住ヶ丘１丁目１番１号　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 福岡県立大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田川市伊田４３９５番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 産業医科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北九州市八幡西区医生ヶ丘１－１　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 福岡医療福祉大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 太宰府市五条３－１０－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 帝京大学福岡医療技術学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　 大牟田市新勝立町４丁目３番１２４　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 近畿大学産業理工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 飯塚市柏ノ森１１－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 九州共立大学経済学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 北九州市八幡西区自由ケ丘１－８　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 九州産業大学１号館試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡市東区松香台２－３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 九州女子大学耕学館試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北九州市八幡西区自由ケ丘１－１　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 久留米大学御井学舎試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 久留米市御井町１６３５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 久留米工業大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 久留米市上津町２２２８－６６　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 西南学院大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡市早良区西新６－２－９２　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 西日本工業大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都郡苅田町新津１－１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 福岡大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡市城南区七隈８－１９－１　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 福岡工業大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡市東区和白東３－３０－１　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 福岡歯科大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡市早良区田村２丁目１５番１号　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 九州国際大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北九州市八幡東区平野１－６－１　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 筑紫女学園大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 太宰府市石坂２丁目１２番１号　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 国際医療福祉大学福岡県大川キャンパス試験場 　　　　　　　 大川市榎津１３７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福岡県　　 九州情報大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 太宰府市宰府６－３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
佐賀県　　 佐賀大学本庄地区試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐賀市本庄町１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
佐賀県　　 佐賀大学鍋島地区試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐賀市鍋島五丁目１番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
佐賀県　　 佐賀女子短期大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐賀市本庄町１３１３番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長崎県　　 長崎大学文教地区試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長崎市文教町１－１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長崎県　　 県立五島高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 五島市池田町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長崎県　　 県立壱岐高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 壱岐市郷ノ浦町片原触８８　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長崎県　　 長崎県立大学佐世保校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐世保市川下町１２３番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長崎県　　 長崎県立大学シーボルト校試験場　　　　　　　　　　　　　　　 西彼杵郡長与町まなび野１丁目１番１　　　　　　　　　　　　　
長崎県　　 県立上五島高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南松浦郡新上五島町浦桑郷３０６　　　　　　　　　　　　　　　
長崎県　　 県立対馬高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 対馬市厳原町東里１２０番地　　　　　　　　　　　　　　　　　
長崎県　　 長崎ウエスレヤン大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 諫早市栄田町１０５７番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長崎県　　 活水女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長崎市東山手町１－５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長崎県　　 長崎国際大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐世保市ハウステンボス町２８２５－７　　　　　　　　　　　　
熊本県　　 熊本大学黒髪地区試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本市黒髪２丁目４０番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　
熊本県　　 熊本県立大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本市月出３丁目１番１００号　　　　　　　　　　　　　　　　
熊本県　　 東海大学（熊本校舎）試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本市渡鹿９－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
熊本県　　 崇城大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本市池田４－２２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
熊本県　　 熊本学園大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本市大江２丁目５番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大分県　　 大分大学旦野原キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　 大分市大字旦野原７００番地　　　　　　　　　　　　　　　　　
大分県　　 大分県立看護科学大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 大分市大字廻栖野２９４４－９　　　　　　　　　　　　　　　　
大分県　　 日本文理大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大分市一木１７２７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大分県　　 別府大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 別府市北石垣８２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大分県　　 立命館アジア太平洋大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 別府市十文字原１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県　　 宮崎大学教育文化学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮崎市学園木花台西１丁目１番地　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県　　 宮崎大学農学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮崎市学園木花台西１丁目１番地　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県　　 宮崎大学工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮崎市学園木花台西１丁目１番地　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県　　 宮崎大学医学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮崎郡清武町大字木原５２００　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県　　 宮崎公立大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮崎市船塚１－１－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県　　 宮崎県立看護大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮崎市まなび野３－５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県　　 南九州大学高鍋キャンパス試験場　　　　　　　　　　　　　　　 児湯郡高鍋町大字南高鍋１１６０９　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県　　 宮崎産業経営大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮崎市古城町丸尾１００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県　　 九州保健福祉大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 延岡市吉野町１７１４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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平成21年度大学入試センター試験試験場一覧
平成20年11月5日現在

都道府県名 試験場名 所在地

鹿児島県　 鹿児島大学法文学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹿児島市郡元１丁目２１－３０　　　　　　　　　　　　　　　　
鹿児島県　 鹿児島大学教育センター試験場　　　　　　　　　　　　　　　　 鹿児島市郡元１丁目２１－３０　　　　　　　　　　　　　　　　
鹿児島県　 鹿児島大学教育学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹿児島市郡元１丁目２０－６　　　　　　　　　　　　　　　　　
鹿児島県　 鹿児島大学理学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹿児島市郡元１丁目２１－３５　　　　　　　　　　　　　　　　
鹿児島県　 鹿児島大学工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹿児島市郡元１丁目２１－４０　　　　　　　　　　　　　　　　
鹿児島県　 鹿児島大学農学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹿児島市郡元１丁目２１－２４　　　　　　　　　　　　　　　　
鹿児島県　 鹿児島大学水産学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹿児島市下荒田４丁目５０－２０　　　　　　　　　　　　　　　
鹿児島県　 鹿児島大学医学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹿児島市桜ヶ丘８丁目３５－１　　　　　　　　　　　　　　　　
鹿児島県　 鹿児島大学歯学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹿児島市桜ヶ丘８丁目３５－１　　　　　　　　　　　　　　　　
鹿児島県　 県立大島高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奄美市名瀬安勝町７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鹿児島県　 鹿屋体育大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹿屋市白水町１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鹿児島県　 鹿児島国際大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹿児島市坂之上８－３４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
鹿児島県　 志學館大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 霧島市隼人町内１９０４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
鹿児島県　 鹿児島純心女子大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 薩摩川内市天辰町２３６５番地　　　　　　　　　　　　　　　　
沖縄県　　 琉球大学法文学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中頭郡西原町字千原１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
沖縄県　　 琉球大学教育学部附属中学校試験場　　　　　　　　　　　　　　 中頭郡西原町字千原１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
沖縄県　　 琉球大学理学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中頭郡西原町字千原１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
沖縄県　　 琉球大学共通教育棟試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中頭郡西原町字千原１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
沖縄県　　 琉球大学工学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中頭郡西原町字千原１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
沖縄県　　 琉球大学農学部試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中頭郡西原町字千原１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
沖縄県　　 県立宮古高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮古島市字西里７１８番地の１　　　　　　　　　　　　　　　　
沖縄県　　 県立八重山高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石垣市字登野城２７５番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
沖縄県　　 県立那覇国際高等学校試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　 那覇市天久１丁目２９番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　
沖縄県　　 沖縄県立看護大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 那覇市与儀１－２４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
沖縄県　　 沖縄大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 那覇市字国場５５５番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
沖縄県　　 沖縄国際大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宜野湾市宜野湾二丁目６番１号　　　　　　　　　　　　　　　　
沖縄県　　 名桜大学試験場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名護市字為又１２２０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○追試験（平成21年1月24日（土），25日（日））試験場一覧

都道府県名 試験場名 所在地

東京都 東京海洋大学品川キャンパス試験場 東京都港区港南４－５－７
兵庫県 神戸大学農学部試験場 兵庫県神戸市灘区六甲台町１－１
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