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桜蔭中桜蔭中桜蔭中桜蔭中 1111 名名名名 江戸川女子中江戸川女子中江戸川女子中江戸川女子中ＡＯＡＯＡＯＡＯ 4444 名名名名 東京成徳大中東京成徳大中東京成徳大中東京成徳大中 4444 名名名名

女子学院中女子学院中女子学院中女子学院中 1111 名名名名 関東学院中関東学院中関東学院中関東学院中 1111 名名名名 女子聖学院中女子聖学院中女子聖学院中女子聖学院中 1111 名名名名

渋谷幕張中渋谷幕張中渋谷幕張中渋谷幕張中 4444 名名名名 埼玉大附属中埼玉大附属中埼玉大附属中埼玉大附属中 1111 名名名名 中村中中村中中村中中村中 3333 名名名名

筑波大附属中筑波大附属中筑波大附属中筑波大附属中 1111 名名名名 成蹊中成蹊中成蹊中成蹊中 2222 名名名名 ((((特待特待特待特待　　　　1111））））

海城中海城中海城中海城中 2222 名名名名 足立学園中足立学園中足立学園中足立学園中 3333 名名名名 麹町学園女子中麹町学園女子中麹町学園女子中麹町学園女子中 3333 名名名名

浦和明浦和明浦和明浦和明のののの星女子中星女子中星女子中星女子中 2222 名名名名 ((((特奨特奨特奨特奨　　　　1111）））） ((((特待特待特待特待　　　　1111））））

鷗鷗鷗鷗友学園女子中友学園女子中友学園女子中友学園女子中 2222 名名名名 麗澤中麗澤中麗澤中麗澤中 6666 名名名名 日大一中日大一中日大一中日大一中 2222 名名名名

吉祥女子中吉祥女子中吉祥女子中吉祥女子中 1111 名名名名 （ＡＥ（ＡＥ（ＡＥ（ＡＥ特奨特奨特奨特奨　　　　1111）））） 淑徳巣鴨中淑徳巣鴨中淑徳巣鴨中淑徳巣鴨中 2222 名名名名

市川中市川中市川中市川中 7777 名名名名 江戸川女子中江戸川女子中江戸川女子中江戸川女子中 6666 名名名名 （（（（特進特進特進特進　　　　１１１１））））

（（（（特待特待特待特待　　　　２２２２）））） ((((帰国帰国帰国帰国　　　　1111）））） 武南中武南中武南中武南中 2222 名名名名

東邦大東邦中東邦大東邦中東邦大東邦中東邦大東邦中 10101010 名名名名 八雲学園中八雲学園中八雲学園中八雲学園中 1111 名名名名 日出学園中日出学園中日出学園中日出学園中 2222 名名名名

栄東中栄東中栄東中栄東中((((東大選抜東大選抜東大選抜東大選抜）））） 6666 名名名名 佼成学園中佼成学園中佼成学園中佼成学園中((((特奨特奨特奨特奨）））） 1111 名名名名 東海大浦安中東海大浦安中東海大浦安中東海大浦安中 5555 名名名名

((((特待特待特待特待　　　　4444）））） 淑徳中淑徳中淑徳中淑徳中 2222 名名名名 聖徳大附属女子中聖徳大附属女子中聖徳大附属女子中聖徳大附属女子中 8888 名名名名

芝中芝中芝中芝中 2222 名名名名 ((((東大選抜東大選抜東大選抜東大選抜　　　　1111）））） 名名名名 （（（（選抜選抜選抜選抜　　　　4444、、、、進学進学進学進学　　　　4444））））

頌栄女子学院中頌栄女子学院中頌栄女子学院中頌栄女子学院中 1111 名名名名 創価中創価中創価中創価中 1111 名名名名 長崎日大中長崎日大中長崎日大中長崎日大中 2222 名名名名頌栄女子学院中頌栄女子学院中頌栄女子学院中頌栄女子学院中 1111 名名名名 創価中創価中創価中創価中 1111 名名名名 長崎日大中長崎日大中長崎日大中長崎日大中 2222 名名名名

立教新座中立教新座中立教新座中立教新座中 3333 名名名名 獨協中獨協中獨協中獨協中 1111 名名名名 開智日本橋学園中開智日本橋学園中開智日本橋学園中開智日本橋学園中 2222 名名名名

鎌倉学園中鎌倉学園中鎌倉学園中鎌倉学園中 1111 名名名名 成田高校付属中成田高校付属中成田高校付属中成田高校付属中 4444 名名名名 ((((特待特待特待特待　　　　1111））））

昭和秀英中昭和秀英中昭和秀英中昭和秀英中 7777 名名名名 十文字中十文字中十文字中十文字中((((ｽｰﾊﾟｰｽｰﾊﾟｰｽｰﾊﾟｰｽｰﾊﾟｰ選抜選抜選抜選抜）））） 5555 名名名名 京華中京華中京華中京華中((((特待特待特待特待）））） 1111 名名名名

((((特待特待特待特待　　　　１１１１）））） 順天中順天中順天中順天中 5555 名名名名 川村中川村中川村中川村中 1111 名名名名

淑徳与野中淑徳与野中淑徳与野中淑徳与野中 2222 名名名名 ((((特待特待特待特待　　　　１１１１）））） 佼成学園中佼成学園中佼成学園中佼成学園中 1111 名名名名

東洋英和女学院中東洋英和女学院中東洋英和女学院中東洋英和女学院中 1111 名名名名 城北埼玉中城北埼玉中城北埼玉中城北埼玉中 3333 名名名名 駒込学園中駒込学園中駒込学園中駒込学園中（（（（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）））） 1111 名名名名

國學院久我山中國學院久我山中國學院久我山中國學院久我山中ＳＴＳＴＳＴＳＴ 1111 名名名名 ((((特待特待特待特待　　　　１１１１）））） 日大豊山中日大豊山中日大豊山中日大豊山中 2222 名名名名

大妻多摩中大妻多摩中大妻多摩中大妻多摩中 1111 名名名名 宝仙理数宝仙理数宝仙理数宝仙理数ｲﾝﾀｰｲﾝﾀｰｲﾝﾀｰｲﾝﾀｰ 3333 名名名名 三田国際学園中三田国際学園中三田国際学園中三田国際学園中((((ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ）））） 2222 名名名名

東京農大一中東京農大一中東京農大一中東京農大一中 2222 名名名名 ((((特待特待特待特待　　　　１１１１）））） 志学館中志学館中志学館中志学館中 5555 名名名名

栄東中栄東中栄東中栄東中 14141414 名名名名 明治学院中明治学院中明治学院中明治学院中 1111 名名名名 東洋大京北中東洋大京北中東洋大京北中東洋大京北中 1111 名名名名

國學院久我山中國學院久我山中國學院久我山中國學院久我山中 2222 名名名名 土佐塾中土佐塾中土佐塾中土佐塾中 9999 名名名名 和洋国府台女子中和洋国府台女子中和洋国府台女子中和洋国府台女子中 15151515 名名名名

世田谷学園中世田谷学園中世田谷学園中世田谷学園中 1111 名名名名 埼玉栄中埼玉栄中埼玉栄中埼玉栄中 13131313 名名名名 富士見丘中富士見丘中富士見丘中富士見丘中 1111 名名名名

広尾学園中広尾学園中広尾学園中広尾学園中 4444 名名名名 （（（（難関大難関大難関大難関大　　　　６６６６）））） 昭和学院中昭和学院中昭和学院中昭和学院中 6666 名名名名

((((ｲﾝﾀｰｲﾝﾀｰｲﾝﾀｰｲﾝﾀｰ　　　　１１１１）））） 浦和実業学園中浦和実業学園中浦和実業学園中浦和実業学園中 20202020 名名名名 ((((特進特進特進特進　　　　2222、、、、特進特待特進特待特進特待特進特待　　　　1111））））

千葉大附属中千葉大附属中千葉大附属中千葉大附属中 4444 名名名名 （（（（AAAA特待 特待 特待 特待 ３３３３、、、、BBBB特待 特待 特待 特待 ３３３３）））） 松蔭中松蔭中松蔭中松蔭中((((特待特待特待特待）））） 1111 名名名名

大妻中大妻中大妻中大妻中 4444 名名名名 三輪田学園中三輪田学園中三輪田学園中三輪田学園中 2222 名名名名 千葉明徳中千葉明徳中千葉明徳中千葉明徳中 2222 名名名名

明大中野中明大中野中明大中野中明大中野中 2222 名名名名 獨協埼玉中獨協埼玉中獨協埼玉中獨協埼玉中 3333 名名名名 上野学園中上野学園中上野学園中上野学園中（（（（特待特待特待特待ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）））） 1111 名名名名

東京女学館中東京女学館中東京女学館中東京女学館中 1111 名名名名 東京電機大中東京電機大中東京電機大中東京電機大中 3333 名名名名 国本女子中国本女子中国本女子中国本女子中 1111 名名名名東京女学館中東京女学館中東京女学館中東京女学館中 1111 名名名名 東京電機大中東京電機大中東京電機大中東京電機大中 3333 名名名名 国本女子中国本女子中国本女子中国本女子中 1111 名名名名

山脇学園中山脇学園中山脇学園中山脇学園中 3333 名名名名 芝浦工大中芝浦工大中芝浦工大中芝浦工大中 1111 名名名名 千代田女学園中千代田女学園中千代田女学園中千代田女学園中 1111 名名名名

国府台女子学院中国府台女子学院中国府台女子学院中国府台女子学院中 9999 名名名名 安田学園中安田学園中安田学園中安田学園中 8888 名名名名 東京立正中東京立正中東京立正中東京立正中 1111 名名名名

芝浦工大柏中芝浦工大柏中芝浦工大柏中芝浦工大柏中 9999 名名名名 跡見学園中跡見学園中跡見学園中跡見学園中 4444 名名名名 日本学園中日本学園中日本学園中日本学園中 1111 名名名名

専修大松戸中専修大松戸中専修大松戸中専修大松戸中 6666 名名名名 大妻中野中大妻中野中大妻中野中大妻中野中 5555 名名名名 日本工業大学駒場中日本工業大学駒場中日本工業大学駒場中日本工業大学駒場中 2222 名名名名

星野学園中星野学園中星野学園中星野学園中 1111 名名名名 日大二中日大二中日大二中日大二中 1111 名名名名 文京学院大女子中文京学院大女子中文京学院大女子中文京学院大女子中 1111 名名名名

大宮開成中大宮開成中大宮開成中大宮開成中 4444 名名名名 かえつかえつかえつかえつ有明中有明中有明中有明中 9999 名名名名 和洋九段女子中和洋九段女子中和洋九段女子中和洋九段女子中 2222 名名名名

（（（（特待特待特待特待　　　　１１１１）））） ((((特待特待特待特待　　　　5555））））

共立女子中共立女子中共立女子中共立女子中 3333 名名名名 千葉日大一中千葉日大一中千葉日大一中千葉日大一中 16161616 名名名名 県立千葉中二次県立千葉中二次県立千葉中二次県立千葉中二次 4444 名名名名

品川女子学院中品川女子学院中品川女子学院中品川女子学院中 1111 名名名名 聖学院中聖学院中聖学院中聖学院中 4444 名名名名 県立千葉中一次県立千葉中一次県立千葉中一次県立千葉中一次 6666 名名名名

東京都市大付属中東京都市大付属中東京都市大付属中東京都市大付属中（（（（ⅠⅠⅠⅠ類類類類）））） 1111 名名名名 ((((特待特待特待特待　　　　2222）））） 市立稲毛高附属中市立稲毛高附属中市立稲毛高附属中市立稲毛高附属中 3333 名名名名

普連土学園中普連土学園中普連土学園中普連土学園中 2222 名名名名 駒込中駒込中駒込中駒込中 1111 名名名名 市立浦和中二次市立浦和中二次市立浦和中二次市立浦和中二次 1111 名名名名

田園調布学園中田園調布学園中田園調布学園中田園調布学園中 1111 名名名名 実践女子学園中実践女子学園中実践女子学園中実践女子学園中 1111 名名名名 市立浦和中一次市立浦和中一次市立浦和中一次市立浦和中一次 2222 名名名名

東大附属中東大附属中東大附属中東大附属中 3333 名名名名 八千代松陰中八千代松陰中八千代松陰中八千代松陰中 4444 名名名名 県立伊奈学園中二次県立伊奈学園中二次県立伊奈学園中二次県立伊奈学園中二次 1111 名名名名

函館白百合学園中函館白百合学園中函館白百合学園中函館白百合学園中 2222 名名名名 佼成学園女子中佼成学園女子中佼成学園女子中佼成学園女子中 1111 名名名名 県立伊奈学園中一次県立伊奈学園中一次県立伊奈学園中一次県立伊奈学園中一次 2222 名名名名

恵泉女学園中恵泉女学園中恵泉女学園中恵泉女学園中 2222 名名名名 十文字中十文字中十文字中十文字中 4444 名名名名 都立小石川中等教育学校都立小石川中等教育学校都立小石川中等教育学校都立小石川中等教育学校 1111 名名名名

成城中成城中成城中成城中 7777 名名名名 女子美付属中女子美付属中女子美付属中女子美付属中 1111 名名名名 都立富士高校附属中都立富士高校附属中都立富士高校附属中都立富士高校附属中 5555 名名名名

富士見中富士見中富士見中富士見中 1111 名名名名 多摩大目黒中多摩大目黒中多摩大目黒中多摩大目黒中 3333 名名名名 都立両国高校附属中都立両国高校附属中都立両国高校附属中都立両国高校附属中 2222 名名名名

安田学園中安田学園中安田学園中安田学園中（（（（先進先進先進先進）））） 3333 名名名名 （（（（特進特進特進特進　　　　１１１１）））） 都立桜修館中等教育学校都立桜修館中等教育学校都立桜修館中等教育学校都立桜修館中等教育学校 1111 名名名名安田学園中安田学園中安田学園中安田学園中（（（（先進先進先進先進）））） 3333 名名名名 （（（（特進特進特進特進　　　　１１１１）））） 都立桜修館中等教育学校都立桜修館中等教育学校都立桜修館中等教育学校都立桜修館中等教育学校 1111 名名名名

延延延延べべべべ合格者数合格者数合格者数合格者数 424424424424 名

茗渓塾茗渓塾茗渓塾茗渓塾


