三重県 高校偏差値 ランキング 2013
三進連 平成24年度（平成24年度高校入試生の為のテスト）第6回 統計資料より作成（P24、25、26－2．平成23年度高校科別志望者の4・5・6回の平均Ｔ得点）

伊勢高校 [国際科学] 69

四日市西高校 [普通] 48

久居農林高校 [生物資源] 43

四日市高校 [国際科学] 66

津工業高校 [電子] 48

久居農林高校 [環境情報] 43

四日市高校 [普通] 63

相可高校 [環境創造] 48

松阪工業高校 [繊維デザイン] 42

上野高校 [理数] 63

名張西高校 [英語] 47

松阪工業高校 [工業化学] 42

津高校 [普通] 63

桑名西高校 [普通] 47

伊勢工業高校 [機械] 42

津西高校 [国際科学] 62

相可高校 [普通] 47

伊勢工業高校 [建築] 42

桑名高校 [理数] 62

四日市工業高校 [機械] 47

津工業高校 [機械] 42

松阪高校 [理数] 61

四日市工業高校 [建築] 47

飯野高校 [応用デザイン] 42

伊勢高校 [普通] 61

津工業高校 [電気] 47

亀山高校 [普通] 42

四日市南高校 [数理科学] 60

稲生高校 [情報] 47

久居農林高校 [生活デザイン] 42

桑名高校 [普通] 58

津商業高校 [情報システム] 46

名張高校 [総合] 41

神戸高校 [理数] 57

四日市工業高校 [物質工学] 46

四日市中央工業高校 [設備シス] 41

四日市南高校 [普通] 57

相可高校 [食物調理] 46

四日市四郷高校 [普通] 41

上野高校 [普通] 57

名張桔梗丘高校 [普通] 46

飯野高校 [英語コミュニケ] 41

津西高校 [普通] 56

いなべ総合学園高校 [総合] 45

志摩高校 [普通] 41

松阪高校 [普通] 56

松阪工業高校 [機械] 45

桑名工業高校 [電気] 41

宇治山田高校 [普通] 55

名張西高校 [情報] 45

久居農林高校 [生物生産] 40

川越高校 [普通] 53

津商業高校 [ビジネス] 45

久居農林高校 [環境土木] 40

神戸高校 [普通] 52

四日市商業高校 [商業] 45

相可高校 [生産経済] 40

桑名高校衛生看護分校 [衛生看護] 52

明野高校 [福祉] 45

亀山高校 [総合生活] 40

四日市西高校 [数理情報] 51

志摩高校 [国際] 45

桑名工業高校 [機械] 40

津東高校 [普通] 51

明野高校 [生活教養] 44

四日市農芸高校 [生産科学] 40

宇治山田商業高校 [情報処理] 51

松阪商業高校 [情報ビジネス] 44

白子高校 [生活創造] 40

宇治山田商業高校 [国際] 51

四日市中央工業高校 [電気] 44

松阪工業高校 [自動車] 39

四日市商業高校 [情報処理] 51

伊勢工業高校 [電気] 44

四日市中央工業高校 [土木] 39

四日市西高校 [比較文化・歴史] 50

明野高校 [経済] 44

稲生高校 [普通] 38

宇治山田商業高校 [商業] 50

亀山高校 [システムメディア] 44

四日市農芸高校 [園芸科学] 38

名張西高校 [普通] 50

四日市工業高校 [自動車] 43

四日市四郷高校 [スポーツ] 38

四日市工業高校 [電子機械] 50

四日市農芸高校 [生活文化] 43

四日市中央工業高校 [化学工業] 37

四日市工業高校 [電子工学] 50

四日市中央工業高校 [機械] 43

鳥羽高校 [総合] 37

松阪商業高校 [国際教養] 49

津工業高校 [建設工学] 43

白子高校 [文化教養] 37

四日市工業高校 [電気] 49

久居高校 [普通] 43

昴学園高校 [総合] 36

松阪工業高校 [電気工学] 48

白子高校 [普通] 43

・

