
アタックテストによる

学校名、回次名は2016年度のもので、略称も含みます。回次名の「P」は午後入試です。

各校の入試回次ごとに、実際の併願校・併願入試を、件数の多い順に、合否にかかわらず
掲載しています。ひとり一人の受験生にとっては、左側の列の学校・入試の方が高い志望順
位の場合と、右側の併願校・併願入試の方が高い志望順位になっている場合があります。

中学入試　主な併願校・併願入試一覧　2016年度版

「スクールポット」を運営している㈱エデュケーショナルネットワークは、各学習塾で実施して
いる塾内模試「アタックテスト」の成績集計、合格可能性判定を行っています。

この資料は、「アタックテスト」の合否追跡調査で判明した、中学入試併願校・併願入試の一
覧で、2015・2016年度の2年分の集計です。どの学校のどの入試を受けた受験生は、どの学
校・入試を併願していたかがわかります。2017年度の受験作戦立案の参考にしてください。

学校の掲載順は東京23区→東京多摩地区→神奈川県→千葉県→埼玉県→茨城県→栃木
県→首都圏外の学校で首都圏で入試を行う学校の順で、さらに男子校→女子校→共学別
学校の順になります。

私立中学校が中心ですが、国立中学校、公立中高一貫校も掲載しています。

複数回入試を実施している学校では、合格するまで何度も受験する場合があり、こうした受
験生が多いと、併願校・併願入試に同じ学校の他の回次が並ぶことになります。

また、複数のコースを設置していたり、特待入試などを行っていて、上位コース合格や特待
合格を狙う受験生が多いと、やはり同じ学校の他のコースや他の回次が並びます。

群馬県を除く首都圏1都5県の各中学校の各入試を掲載していますが、合否追跡調査にご協
力いただいた件数が10件未満だった学校・入試は掲載していません。また、アミカケの学校・
入試は併願校・併願入試データが20件未満です。こうした入試での併願校・併願入試は、必
ずしも一般的な事例とは限りません。「こうした併願を行う受験生もいた」として捉えてくださ
い。

この資料の活用をご希望の方はスクールポット編集部にご連絡ください。
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学校名 回次 併願校1位 併願校2位 併願校3位 併願校4位 併願校5位

麻布中 - 男子 栄東A難関大 栄東東大Ⅰ 海城2回 渋谷教育幕張1次 芝2回

足立学園中 一般1回 男子 足立学園特奨1回P 足立学園特奨2回P 足立学園一般2回 足立学園特奨3回P 浦和実業1回

足立学園中 特奨1回PM 男子 足立学園一般1回 足立学園特奨2回P 足立学園特奨3回P 足立学園一般2回 獨協埼玉1回

足立学園中 特奨2回PM 男子 足立学園一般1回 足立学園特奨1回P 足立学園特奨3回P 足立学園一般2回 成城2回

海城中 帰国 男子 都市大付属帰国Ⅰ 攻玉社国際学級 聖光学院帰国 都市大付属帰国Ⅱ 麻布

海城中 1回 男子 海城2回 栄東A難関大 栄東東大Ⅰ 本郷2回 城北2回

海城中 2回 男子 栄東A難関大 栄東東大Ⅰ 海城1回 立教新座1回 麻布

開成中 - 男子 栄東A難関大 栄東東大Ⅰ 西大和学園東京 海城2回 渋谷教育幕張1次

学習院中等科 1回 男子 学習院中等科2回 成蹊1回 栄東A難関大 土佐塾東京前期 市川1回

学習院中等科 2回 男子 学習院中等科1回 青山学院 成蹊1回 栄東A難関大 土佐塾東京前期

学習院中等科 帰国生 男子 立教池袋帰国 攻玉社国際学級 都等々力帰国 海城1回 海城帰国

暁星中 - 男子 栄東A難関大 麻布 芝2回 武蔵 国学院久我山男ST1P

京華中 1回AM中高一貫 男子 日大豊山2回P 京華1回一般P 京華2回特別選抜P 京華3回特別選抜 東洋大京北3回

京華中 1回PM特別選抜 男子 成城1回 成城2回 成城3回 芝浦工業大1回 獨協3回

攻玉社中 国際学級 男子 海城帰国 都市大付属帰国Ⅰ 学習院中等科帰国 渋谷教育渋谷帰国 麻布

攻玉社中 1回 男子 攻玉社2回 浅野 栄東A難関大 青稜1回BP 土佐塾東京前期

攻玉社中 2回 男子 攻玉社1回 栄東A難関大 芝2回 市川1回 栄東東大Ⅰ

攻玉社中 特別選抜 男子 栄東A難関大 攻玉社2回 土佐塾東京前期 攻玉社1回 芝2回

佼成学園中 1回 男子 佼成学園特奨1回P 宮崎日大首都圏 佼成学園特奨2回P 国学院久我山男2回 国学院久我山男3回

佼成学園中 特奨1回PM 男子 佼成学園1回 佼成学園特奨2回P 長崎日大首都圏 宮崎日大首都圏 佼成学園2回

佼成学園中 特奨3回PM 男子 佼成学園特奨2回P 佼成学園4回 佼成学園特奨1回P 成城2回 獨協2回

駒場東邦中 男子 栄東A難関大 海城2回 浅野 栄東東大Ⅰ 都市大付属Ⅱ類1回P

芝中 1回 男子 芝2回 栄東A難関大 高輪B 成城2回 土佐塾東京前期

芝中 2回 男子 栄東A難関大 芝1回 栄東東大Ⅰ 麻布 成城2回

芝浦工業大中 1回 男子 芝浦工業大2回 芝浦工業大3回 獨協埼玉1回 城北埼玉1回 日大豊山2回P

芝浦工業大中 2回 男子 芝浦工業大3回 芝浦工業大1回 獨協埼玉1回 日大豊山1回 千葉日大第一1期

芝浦工業大中 3回 男子 芝浦工業大2回 芝浦工業大1回 東海大付浦安A 獨協埼玉1回 浦和実業1回

城北中 1回 男子 城北埼玉1回 城北2回 栄東A難関大 城北3回 成城2回

城北中 2回 男子 栄東A難関大 武蔵 栄東東大Ⅰ 城北3回 城北1回

城北中 3回 男子 城北2回 城北1回 栄東A難関大 城北埼玉1回 成城2回

巣鴨中 Ⅰ期 男子 巣鴨Ⅱ期 専修大松戸1回 栄東A難関大 海城2回 栄東東大Ⅰ

巣鴨中 Ⅱ期 男子 栄東A難関大 栄東東大Ⅰ 海城2回 武蔵 巣鴨Ⅰ期

聖学院中 1回 男子 聖学院1回特P 聖学院2回 聖学院2回特P 聖学院3回特P 聖学院4回特

聖学院中 1回特待PM 男子 聖学院1回 聖学院2回 成城2回 聖学院3回特P 聖学院2回特P

聖学院中 2回 男子 聖学院1回 聖学院1回特P 聖学院3回特P 聖学院4回特 聖学院2回特P

聖学院中 2回特待PM 男子 聖学院1回特P 聖学院1回 聖学院3回特P 栄東A難関大 聖学院2回

聖学院中 3回特待PM 男子 聖学院1回特P 聖学院2回特P 聖学院1回 聖学院2回 聖学院4回特

成城中 1回 男子 成城2回 成城3回 獨協2回 城北埼玉1回 明治大中野1回

成城中 2回 男子 成城3回 成城1回 栄東A難関大 獨協2回 城北埼玉1回

成城中 3回 男子 成城2回 成城1回 高輪B 高輪C 獨協2回

世田谷学園中 1次 男子 世田谷学園2次 土佐塾東京前期 世田谷学園3次 栄東A難関大 都市大付属Ⅰ類1回P

世田谷学園中 2次 男子 栄東A難関大 世田谷学園3次 世田谷学園1次 浅野 都市大付属Ⅰ類1回P

世田谷学園中 3次 男子 世田谷学園2次 世田谷学園1次 栄東A難関大 土佐塾東京前期 攻玉社2回

高輪中 A 男子 高輪C 高輪B 専修大松戸1回 青稜1回BP 長崎日大首都圏

高輪中 B 男子 高輪C 成城2回 栄東A難関大 芝1回 高輪A

高輪中 算数PM 男子 高輪B 栄東A難関大 高輪C 芝2回 土佐塾東京前期

高輪中 C 男子 高輪B 成城2回 高輪A 成城3回 高輪算数P

筑波大附属駒場中 - 男子 栄東A難関大 栄東東大Ⅰ 渋谷教育幕張1次 開成 麻布

獨協中 1回 男子 獨協2回 獨協3回 成城2回 獨協埼玉1回 明治大中野1回

獨協中 2回 男子 成城2回 獨協3回 獨協1回 成城1回 成城3回

獨協中 3回 男子 獨協2回 獨協1回 成城2回 獨協埼玉1回 聖学院1回特P

日本大学豊山中 1回 男子 日大豊山3回 日大豊山2回P 明治大中野1回 明治大中野2回 東海大付浦安A

日本大学豊山中 2回PM 男子 日大豊山3回 日大豊山4回P 日大豊山1回 獨協1回 獨協2回

日本大学豊山中 3回 男子 日大豊山2回P 日大豊山4回P 日大豊山1回 東洋大京北2回P 芝浦工業大1回

日本大学豊山中 4回PM 男子 日大豊山2回P 日大豊山3回 日大豊山1回 宮崎日大首都圏 高輪B

本郷中 1回 男子 栄東A難関大 本郷2回 本郷3回 成城2回 栄東B

本郷中 2回 男子 海城2回 本郷3回 本郷1回 海城1回 慶應義塾普通部

本郷中 3回 男子 栄東A難関大 本郷2回 本郷1回 栄東東大Ⅰ 武蔵

武蔵中 男子 栄東A難関大 栄東東大Ⅰ 城北2回 立教新座1回 本郷2回

東京都市大付属中 帰国Ⅰ 男子 海城帰国 攻玉社国際学級 聖光学院帰国 桐光学園男子帰国 都市大付属帰国Ⅱ

◆東京23区男子校
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学校名 回次 併願校1位 併願校2位 併願校3位 併願校4位 併願校5位

東京都市大付属中 Ⅰ類1回PM 男子 都市大付属Ⅰ類4回 都市大付属Ⅰ類3回 栄東A難関大 都市大付属Ⅰ類2回 都市大付属Ⅱ類1回P

東京都市大付属中 Ⅱ類1回PM 男子 栄東A難関大 都市大付属Ⅰ類1回P 浅野 栄東東大Ⅰ 都市大付属Ⅱ類2回

東京都市大付属中 Ⅰ類2回 男子 都市大付属Ⅰ類1回P 都市大付属Ⅰ類3回 都市大付属Ⅰ類4回 栄東A難関大 都市大付属Ⅱ類1回P

東京都市大付属中 Ⅱ類2回 男子 都市大付属Ⅱ類1回P 都市大付属Ⅱ類3回 都市大付属Ⅰ類1回P 都市大付属Ⅱ類4回 都市大付属Ⅰ類2回

東京都市大付属中 Ⅰ類3回 男子 都市大付属Ⅰ類1回P 都市大付属Ⅰ類4回 都市大付属Ⅰ類2回 都市大付属Ⅱ類1回P 栄東A難関大

東京都市大付属中 Ⅱ類3回 男子 都市大付属Ⅱ類4回 都市大付属Ⅱ類1回P 都市大付属Ⅱ類2回 都市大付属Ⅰ類1回P 都市大付属Ⅰ類3回

東京都市大付属中 Ⅰ類4回 男子 都市大付属Ⅰ類1回P 都市大付属Ⅰ類3回 都市大付属Ⅰ類2回 土佐塾東京前期 成城2回

東京都市大付属中 Ⅱ類4回 男子 都市大付属Ⅰ類1回P 都市大付属Ⅱ類3回 都市大付属Ⅱ類1回P 都市大付属Ⅱ類2回 栄東A難関大

明治大付属中野中 1回 男子 明治大中野2回 立教新座1回 獨協埼玉1回 成城2回 成城1回

明治大付属中野中 2回 男子 明治大中野1回 日大豊山1回 成城2回 獨協埼玉1回 成城1回

立教池袋中 1回 男子 立教新座1回 立教池袋2回 立教新座2回 栄東A難関大 城北埼玉1回

立教池袋中 2回 男子 立教池袋1回 立教新座1回 栄東A難関大 明治大中野2回 城北埼玉1回

早稲田中 1回 男子 栄東A難関大 早稲田2回 栄東東大Ⅰ 市川1回 東邦大東邦前期

早稲田中 2回 男子 栄東A難関大 栄東東大Ⅰ 立教新座1回 早稲田1回 麻布

早大学院中学部 男子 立教新座1回 栄東A難関大 早稲田2回 明治大明治1回 栄東東大Ⅰ

跡見学園中 1回Pｸﾗｽ 女子 跡見学園2回Pｸﾗｽ 浦和実業1回 十文字2回S型特待P 和洋九段女子2回P 和洋国府台女子1回

跡見学園中 特別Ｉ選考PM 女子 富士見2回 富士見3回 跡見学園1回Pｸﾗｽ 大妻2回 大妻3回

跡見学園中 2回Pｸﾗｽ 女子 跡見学園1回Pｸﾗｽ 和洋国府台女子1回 和洋九段女子2回P 大妻中野1回 浦和実業1回

跡見学園中 3回Pｸﾗｽ 女子 共立女子B 十文字2回S型特待P 三輪田学園3回 山脇学園A 跡見学園1回Pｸﾗｽ

江戸川女子中 1回 女子 江戸川女子AO 江戸川女子2回 江戸川女子3回 国府台女子学院1回 和洋国府台女子1回

江戸川女子中 AO 女子 江戸川女子1回 江戸川女子2回 国府台女子学院1回 和洋国府台女子1回 江戸川女子3回

江戸川女子中 2回 女子 江戸川女子AO 江戸川女子1回 江戸川女子3回 千葉日大第一1期 和洋国府台女子1回

江戸川女子中 3回 女子 江戸川女子1回 江戸川女子2回 江戸川女子AO 国府台女子学院推薦 芝浦工業大柏1回

桜蔭中 女子 栄東A難関大 浦和明の星女子1回 豊島岡女子学園1回 栄東東大Ⅰ 豊島岡女子学園2回

鴎友学園女子中 1次 女子 鴎友学園女子2次 栄東A難関大 土佐塾東京前期 東京農大第一1回P 浦和明の星女子1回

鴎友学園女子中 2次 女子 鴎友学園女子1次 栄東A難関大 土佐塾東京前期 広尾学園2回P 浦和明の星女子1回

大妻中 1回 女子 大妻2回 大妻3回 栄東A難関大 国府台女子学院1回 大妻中野2回ｱﾄﾞP

大妻中 2回 女子 大妻1回 大妻3回 栄東A難関大 国府台女子学院1回 浦和明の星女子1回

大妻中 3回 女子 大妻2回 大妻1回 国府台女子学院1回 跡見学園特別Ｉ選考P 栄東A難関大

大妻中野中 1回 女子 大妻中野2回ｱﾄﾞP 大妻中野3回ｱﾄﾞP 大妻中野4回ｱﾄﾞ 跡見学園2回Pｸﾗｽ 富士見2回

大妻中野中 2回ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ選抜PM 女子 大妻中野3回ｱﾄﾞP 大妻中野1回 大妻中野4回ｱﾄﾞ 富士見1回 富士見2回

大妻中野中 3回ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ選抜PM 女子 大妻中野2回ｱﾄﾞP 大妻中野1回 大妻中野4回ｱﾄﾞ 富士見2回 富士見3回

大妻中野中 4回ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ選抜 女子 大妻中野3回ｱﾄﾞP 大妻中野1回 大妻中野2回ｱﾄﾞP 跡見学園2回Pｸﾗｽ 山脇学園B

学習院女子中等科 A 女子 学習院女子B 栄東A難関大 大妻2回 淑徳与野1回 東京女学館3回P

学習院女子中等科 B 女子 学習院女子A 栄東A難関大 大妻2回 雙葉 国府台女子学院1回

共立女子中 A 女子 共立女子B 共立女子C 獨協埼玉1回 栄東A難関大 市川1回

共立女子中 B 女子 共立女子A 共立女子C 大妻中野2回ｱﾄﾞP 栄東A難関大 十文字2回S型特待P

共立女子中 C 女子 共立女子B 共立女子A 大妻中野3回ｱﾄﾞP 跡見学園1回Pｸﾗｽ 跡見学園2回Pｸﾗｽ

恵泉女学園中 S・PM 女子 恵泉女学園A1回 恵泉女学園A2回 香蘭女学校 埼玉栄進学1回 土佐塾東京前期

恵泉女学園中 A1回 女子 恵泉女学園S・P 恵泉女学園A2回 長崎日大首都圏 昭和女子大附属A 宮崎日大首都圏

恵泉女学園中 A2回 女子 恵泉女学園A1回 宮崎日大首都圏 恵泉女学園S・P 長崎日大首都圏 昭和女子大附属A

麹町学園女子中 1回 女子 麹町学園女子2回特P 八雲学園1回P 麹町学園女子1回P 八雲学園2回 宮崎日大首都圏

麹町学園女子中 1回PM 女子 宮崎日大首都圏 実践女子1回 昭和女子大附属A 昭和女子大附属B 女子美術大付属1回

麹町学園女子中 2回特待PM 女子 麹町学園女子1回 共立女子B 跡見学園3回 跡見学園特別Ｉ選考P 共立女子A

香蘭女学校中等科 - 女子 長崎日大首都圏 昭和女子大附属B 実践女子2回 八雲学園1回P 土佐塾東京前期

実践女子学園中 1回 女子 実践女子2回 和洋九段女子2回P 長崎日大首都圏 和洋国府台女子1回 東京女学館3回P

実践女子学園中 2回 女子 実践女子1回 長崎日大首都圏 香蘭女学校 和洋九段女子2回P 和洋国府台女子1回

実践女子学園中 3回 女子 山脇学園B 宮崎日大首都圏 共立女子B 実践女子1回 実践女子2回

品川女子学院 1回 女子 品川女子学院2回 品川女子学院3回 土佐塾東京前期 長崎日大首都圏 八雲学園1回P

品川女子学院 2回 女子 品川女子学院1回 品川女子学院3回 長崎日大首都圏 頌栄女子一般1回 八雲学園1回P

品川女子学院 3回 女子 品川女子学院2回 品川女子学院1回 長崎日大首都圏 獨協埼玉1回 広尾学園2回P

十文字中 1回S型特待 女子 十文字2回S型特待P 十文字3回 跡見学園3回 十文字4回S選抜 富士見2回

十文字中 2回S型特待PM 女子 十文字1回S型特待 富士見3回 山脇学園B 和洋国府台女子1回 共立女子A

頌栄女子学院中 一般1回 女子 頌栄女子一般2回 栄東A難関大 国府台女子学院1回 品川女子学院2回 浦和明の星女子1回

頌栄女子学院中 12月帰国 女子 洗足学園帰国 かえつ有明帰国A1 広尾学園国際生 渋谷教育渋谷帰国 白百合学園帰国

頌栄女子学院中 一般2回 女子 頌栄女子一般1回 国府台女子学院1回 栄東A難関大 普連土学園2次P 浦和明の星女子1回

昭和女子大附属 A 女子 長崎日大首都圏 昭和女子大附属B 宮崎日大首都圏 恵泉女学園A2回 恵泉女学園A1回

昭和女子大附属 B 女子 長崎日大首都圏 香蘭女学校 昭和女子大附属A 昭和女子大附属C 宮崎日大首都圏

昭和女子大附属 C 女子 昭和女子大附属B 長崎日大首都圏 香蘭女学校 品川女子学院2回 三田国際3回P

女子学院中 女子 浦和明の星女子1回 栄東A難関大 豊島岡女子学園2回 豊島岡女子学園3回 淑徳与野1回

◆東京23区女子校
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学校名 回次 併願校1位 併願校2位 併願校3位 併願校4位 併願校5位

女子聖学院中 1回 女子 女子聖学院2回P 和洋国府台女子1回 跡見学園2回Pｸﾗｽ 和洋国府台女子2回 埼玉平成1回A進学

女子聖学院中 2回PM 女子 女子聖学院1回 跡見学園1回Pｸﾗｽ 和洋国府台女子1回 跡見学園2回Pｸﾗｽ 大妻中野3回ｱﾄﾞP

女子美術大付属中 1回 女子 女子美術大付属2回 宮崎日大首都圏 麹町学園女子1回P 和洋国府台女子1回 大妻嵐山一般1回P

女子美術大付属中 2回 女子 女子美術大付属1回 宮崎日大首都圏 麹町学園女子1回P 品川女子学院1回 品川女子学院2回

白百合学園中 女子 雙葉 東京女学館2回P 浦和明の星女子1回 淑徳与野1回 栄東A難関大

玉川聖学院中等部 2回PM 女子 香蘭女学校 長崎日大首都圏 玉川聖学院3回 昭和女子大附属B 昭和女子大附属A

玉川聖学院中等部 3回 女子 玉川聖学院2回P 香蘭女学校 長崎日大首都圏 跡見学園1回Pｸﾗｽ 跡見学園2回Pｸﾗｽ

田園調布学園 1回 女子 田園調布学園2回 田園調布学園3回 八雲学園1回P 長崎日大首都圏 洗足学園2回

田園調布学園 2回 女子 田園調布学園1回 田園調布学園3回 土佐塾東京前期 洗足学園1回 八雲学園1回P

田園調布学園 3回 女子 田園調布学園1回 田園調布学園2回 八雲学園1回P 八雲学園2回 都立桜修館中等

東京家政大附属 1回ｾﾚｸﾄ 女子 家政大附属2回特奨P 家政大附属3回P 日大豊山女子4回 和洋九段女子2回P 埼玉平成1回A進学

東京家政大附属 2回特奨PM 女子 家政大附属1回ｾﾚｸﾄ 聖徳大附1回進学 家政大附属4回 大妻嵐山一般2回 埼玉平成1回A進学

東京女学館中 1回 女子 東京女学館2回P 東京女学館3回P 東京女学館4回 東洋英和女学院B 実践女子2回

東京女学館中 2回PM 女子 東京女学館3回P 東京女学館1回 栄東A難関大 東洋英和女学院B 獨協埼玉1回

東京女学館中 3回PM 女子 東京女学館2回P 東京女学館4回 東京女学館1回 大妻2回 実践女子1回

東京女学館中 4回 女子 東京女学館3回P 東京女学館1回 東京女学館2回P 実践女子2回 長崎日大首都圏

東洋英和女学院 A 女子 東洋英和女学院B 栄東A難関大 大妻中野2回ｱﾄﾞP 東京女学館2回P 東京女学館1回

東洋英和女学院 B 女子 東洋英和女学院A 東京女学館2回P 栄東A難関大 東京女学館1回 国府台女子学院1回

豊島岡女子学園中 1回 女子 栄東A難関大 浦和明の星女子1回 豊島岡女子学園3回 豊島岡女子学園2回 桜蔭

豊島岡女子学園中 2回 女子 栄東A難関大 豊島岡女子学園3回 豊島岡女子学園1回 浦和明の星女子1回 淑徳与野1回

豊島岡女子学園中 3回 女子 豊島岡女子学園2回 豊島岡女子学園1回 浦和明の星女子1回 栄東A難関大 淑徳与野1回

中村中 1回一般 女子 中村1回特P 和洋国府台女子1回 中村2回特P 和洋国府台女子2回 麹町学園女子1回P

中村中 1回特待PM 女子 和洋国府台女子1回 中村1回一般 中村2回特P 三輪田学園1回 国府台女子学院1回

中村中 2回特待PM 女子 中村1回特P 中村1回一般 聖徳大附特待S選抜 東海大付浦安B 実践女子1回

日本大学豊山女子 1回 女子 日大豊山女子2回P 埼玉栄進学1回 大妻嵐山一般1回P 跡見学園2回Pｸﾗｽ 家政大附属2回特奨P

日本大学豊山女子 2回PM 女子 日大豊山女子1回 埼玉栄進学1回 共立女子A 日大豊山女子3回 淑徳ｽｰﾊﾟｰ特進1回

日本大学豊山女子 3回 女子 日大豊山女子2回P 共立女子A 共立女子B 実践女子1回 実践女子2回

富士見中 1回 女子 富士見2回 富士見3回 星野学園進学1回 星野学園理数1回P 大妻中野2回ｱﾄﾞP

富士見中 2回 女子 富士見1回 富士見3回 大妻中野2回ｱﾄﾞP 星野学園進学1回 大妻中野3回ｱﾄﾞP

富士見中 3回 女子 富士見2回 富士見1回 大妻中野2回ｱﾄﾞP 大妻中野3回ｱﾄﾞP 十文字2回S型特待P

雙葉中 - 女子 浦和明の星女子1回 栄東A難関大 淑徳与野1回 大妻2回 栄東東大Ⅰ

普連土学園中 1次 女子 普連土学園2次P 普連土学園3次 頌栄女子一般2回 田園調布学園2回 八雲学園1回P

普連土学園中 2次PM 女子 普連土学園3次 栄東A難関大 普連土学園1次 頌栄女子一般2回 頌栄女子一般1回

普連土学園中 3次 女子 普連土学園2次P 普連土学園1次 頌栄女子一般2回 頌栄女子一般1回 八雲学園1回P

文化学園大杉並中 難進ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ1回PM 女子 文大杉並難進G2回P 文大杉並1回 山脇学園A 山脇学園B 山脇学園C

文京学院大附女子 1回 女子 和洋九段女子2回P 麹町学園女子1回P 和洋国府台女子1回 埼玉平成1回A進学 埼玉平成3回A進学

三輪田学園中 1回 女子 和洋国府台女子1回 三輪田学園2回 三輪田学園3回 十文字2回S型特待P 中村1回特P

三輪田学園中 3回 女子 三輪田学園2回 三輪田学園1回 跡見学園3回 和洋国府台女子1回 和洋九段女子2回P

目黒星美学園中 1回 女子 目黒星美学園1回P カリタス女子1回 恵泉女学園A2回 玉川聖学院5回 八雲学園2回

目黒星美学園中 1回PM 女子 長崎日大首都圏 宮崎日大首都圏 昭和女子大附属A 目黒星美学園1回 恵泉女学園A2回

八雲学園中 1回PM 女子 長崎日大首都圏 田園調布学園1回 八雲学園2回 香蘭女学校 宮崎日大首都圏

八雲学園中 2回 女子 八雲学園1回P 日大日吉NｽﾀﾝBP 田園調布学園2回 田園調布学園3回 長崎日大首都圏

山脇学園中 A 女子 山脇学園B 山脇学園C 土佐塾東京前期 獨協埼玉1回 大妻中野2回ｱﾄﾞP

山脇学園中 B 女子 山脇学園C 山脇学園A 大妻中野2回ｱﾄﾞP 大妻中野3回ｱﾄﾞP 十文字2回S型特待P

山脇学園中 C 女子 山脇学園B 山脇学園A 大妻中野2回ｱﾄﾞP 大妻中野3回ｱﾄﾞP 十文字2回S型特待P

和洋九段女子中 1回 女子 和洋九段女子2回P 和洋国府台女子1回 和洋九段女子3回 学芸大附竹早 和洋国府台女子2回

和洋九段女子中 2回PM 女子 和洋国府台女子1回 実践女子1回 宮崎日大首都圏 跡見学園1回Pｸﾗｽ 跡見学園2回Pｸﾗｽ

和洋九段女子中 3回 女子 大妻中野1回 和洋九段女子1回 大妻中野3回ｱﾄﾞP 大妻中野4回ｱﾄﾞ 大妻中野2回ｱﾄﾞP

立教女学院中 一般 女子 栄東A難関大 淑徳与野1回 大妻中野2回ｱﾄﾞP 東京女学館2回P 青山学院

青山学院中等部 共学 栄東A難関大 成城学園1回 成城学園2回 広尾学園2回P 土佐塾東京前期

お茶の水女子大附 - 共学 栄東A難関大 浦和明の星女子1回 淑徳与野1回 女子学院 栄東東大Ⅰ

開智日本橋中 1回LC・AC 共学 開智日本橋3回L・AP 開智日本橋2回L・A 開智日本橋2回G・DP 開智日本橋3回G・DP 千葉日大第一1期

開智日本橋中 2回特GLC・DLCPM 共学 開智日本橋3回L・AP 開智日本橋4回L・AP 開智日本橋1回L・A 開智日本橋3回G・DP 開智日本橋適性

開智日本橋中 2回LC・AC 共学 開智日本橋3回L・AP 開智日本橋1回L・A 麗澤EE2回 埼玉栄難・医ⅠP 江戸川女子3回

開智日本橋中 3回GLC・DLCPM 共学 開智日本橋3回L・AP 開智日本橋4回L・AP 開智日本橋2回G・DP 開智日本橋1回L・A 広尾学園1回

開智日本橋中 3回LC・ACPM 共学 開智日本橋2回G・DP 開智日本橋1回L・A 開智日本橋4回L・AP 開智日本橋2回L・A 安田学園先進2回P

開智日本橋中 4回LC・ACPM 共学 開智日本橋3回L・AP 開智日本橋3回G・DP 広尾学園2回P 広尾学園3回 開智日本橋2回G・DP

かえつ有明中 男子1回AM 別学 かえつ有明男子1回特P かえつ有明男子3回特P かえつ有明男子2回特P かえつ有明男子2回AM 昭和学院秀英2回

かえつ有明中 女子1回AM 別学 かえつ有明女子2回特P かえつ有明女子1回特P 東海大付浦安A 千葉日大第一1期 東京学館浦安Ⅰ

かえつ有明中 男子1回特待PM 別学 かえつ有明男子1回AM かえつ有明男子2回特P かえつ有明男子3回特P 成城2回 高輪B

◆東京23区男女校
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学校名 回次 併願校1位 併願校2位 併願校3位 併願校4位 併願校5位

かえつ有明中 女子1回特待PM 別学 東海大付浦安A 品川女子学院2回 かえつ有明女子1回AM かえつ有明女子2回特P 品川女子学院1回

かえつ有明中 男子2回特待PM 別学 かえつ有明男子1回特P かえつ有明男子1回AM かえつ有明男子3回特P 東海大付浦安A 浦和実業1回

かえつ有明中 男子3回特待PM 別学 かえつ有明男子1回AM かえつ有明男子1回特P かえつ有明男子2回特P 明治大中野2回 青山学院

かえつ有明中 帰国A1 共学 かえつ有明帰国A2 頌栄女子12月帰国 洗足学園帰国 渋谷教育幕張帰国 広尾学園国際生

慶應義塾中等部 1次 共学 栄東A難関大 慶應湘南藤沢1次 慶應義塾普通部 栄東東大Ⅰ 広尾学園2回P

国学院大久我山 男子部1回 別学 国学院久我山男2回 国学院久我山男ST1P 国学院久我山男3回 国学院久我山男ST2P 栄東A難関大

国学院大久我山 女子部1回 別学 国学院久我山女ST1P 国学院久我山女ST2P 西武文理1回特選P 西武文理1回 国学院久我山女2回

国学院大久我山 男子部ST1回PM 別学 国学院久我山男ST2P 栄東A難関大 国学院久我山男1回 国学院久我山男2回 西武文理1回特選P

国学院大久我山 女子部ST1回PM 別学 栄東A難関大 国学院久我山女1回 国学院久我山女ST2P 吉祥女子2回 西武文理1回

国学院大久我山 男子部2回 別学 国学院久我山男3回 国学院久我山男1回 国学院久我山男ST1P 国学院久我山男ST2P 宮崎日大首都圏

国学院大久我山 女子部2回 別学 長崎日大首都圏 日大第二2回 国学院久我山女1回 国学院久我山女3回 国学院久我山女ST2P

国学院大久我山 男子部ST2回PM 別学 国学院久我山男ST1P 国学院久我山男1回 国学院久我山男2回 国学院久我山男3回 埼玉栄進学1回

国学院大久我山 女子部ST2回PM 別学 国学院久我山女ST1P 国学院久我山女1回 吉祥女子2回 西武文理1回特選P 吉祥女子3回

国学院大久我山 男子部3回 別学 国学院久我山男2回 国学院久我山男1回 国学院久我山男ST2P 国学院久我山男ST1P 宮崎日大首都圏

国学院大久我山 女子部3回 別学 山脇学園C 恵泉女学園A2回 山脇学園B 国学院久我山女2回 宮崎日大首都圏

駒込中 1回ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 共学 駒込2回SｱﾄﾞﾊﾞﾝｽP 駒込3回Sｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 和洋国府台女子1回 東洋大京北1回 佼成学園特奨1回P

駒込中 2回SｱﾄﾞﾊﾞﾝｽPM 共学 駒込1回ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 駒込3回Sｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 成城2回 獨協1回 獨協3回

渋谷教育学園渋谷 1回 共学 渋谷教育渋谷2回 渋谷教育渋谷3回 栄東A難関大 広尾学園2回P 浦和明の星女子1回

渋谷教育学園渋谷 2回 共学 栄東A難関大 渋谷教育渋谷3回 渋谷教育渋谷1回 広尾学園2回P 栄東東大Ⅰ

渋谷教育学園渋谷 3回 共学 渋谷教育渋谷2回 栄東A難関大 渋谷教育渋谷1回 広尾学園2回P 市川1回

渋谷教育学園渋谷 帰国 共学 洗足学園帰国 広尾学園国際生 頌栄女子12月帰国 渋谷教育幕張帰国 攻玉社国際学級

淑徳中 ｽｰﾊﾟｰ特進1回 共学 淑徳ｽｰﾊﾟｰ特進2回P 淑徳東大ｾﾚｸﾄ1回P 淑徳ｽｰﾊﾟｰ特進3回 淑徳東大ｾﾚｸﾄ2回P 浦和実業1回P

淑徳中 東大ｾﾚｸﾄ1回PM 共学 淑徳ｽｰﾊﾟｰ特進1回 淑徳東大ｾﾚｸﾄ2回P 淑徳ｽｰﾊﾟｰ特進2回P 栄東A難関大 淑徳与野1回

淑徳中 ｽｰﾊﾟｰ特進2回PM 共学 淑徳ｽｰﾊﾟｰ特進1回 淑徳ｽｰﾊﾟｰ特進3回 淑徳東大ｾﾚｸﾄ1回P 淑徳東大ｾﾚｸﾄ2回P 淑徳与野1回

淑徳中 ｽｰﾊﾟｰ特進3回 共学 淑徳ｽｰﾊﾟｰ特進2回P 淑徳ｽｰﾊﾟｰ特進1回 淑徳東大ｾﾚｸﾄ1回P 埼玉平成1回A進学 獨協埼玉1回

淑徳中 東大ｾﾚｸﾄ2回PM 共学 淑徳東大ｾﾚｸﾄ1回P 淑徳ｽｰﾊﾟｰ特進1回 淑徳ｽｰﾊﾟｰ特進2回P 星野学園進学1回 淑徳与野1回

淑徳巣鴨中 特進1回PM 共学 淑徳巣鴨ｽｶﾗｼｯﾌﾟP 淑徳巣鴨進学1回 芝浦工業大2回 開智日本橋3回G・DP 順天2回A

淑徳巣鴨中 ｽｶﾗｼｯﾌﾟPM 共学 淑徳巣鴨特進1回P 淑徳巣鴨進学1回 淑徳巣鴨特進2回P 淑徳ｽｰﾊﾟｰ特進1回 淑徳ｽｰﾊﾟｰ特進2回P

順天中 1回A 共学 順天1回BP 順天2回A 順天3回BP 順天2回BP 獨協埼玉1回

順天中 1回BPM 共学 順天1回A 順天2回BP 順天2回A 順天3回BP 専修大松戸1回

順天中 2回A 共学 順天1回A 順天2回BP 順天1回BP 順天3回BP 専修大松戸1回

順天中 2回BPM 共学 順天1回BP 順天2回A 順天3回BP 順天1回A 専修大松戸1回

順天中 3回BPM 共学 順天2回BP 順天1回A 順天1回BP 順天2回A 埼玉栄進学1回

成城学園中 1回 共学 成城学園2回 宮崎日大首都圏 長崎日大首都圏 青山学院 三田国際2回P

成城学園中 2回 共学 成城学園1回 長崎日大首都圏 宮崎日大首都圏 青山学院 三田国際2回P

青稜中 1回A 共学 青稜1回BP 青稜2回A 青稜3回 青稜2回BP 長崎日大首都圏

青稜中 1回BPM 共学 土佐塾東京前期 青稜2回BP 長崎日大首都圏 青稜1回A 神奈川大附属A

青稜中 2回A 共学 青稜1回A 青稜3回 青稜2回BP 青稜1回BP 東京農大第一1回P

青稜中 2回BPM 共学 青稜1回BP 長崎日大首都圏 青稜1回A 青稜2回A 青稜3回

青稜中 3回 共学 青稜1回A 青稜2回A 青稜2回BP 青稜1回BP 長崎日大首都圏

多摩大目黒中 進学1回 共学 多摩大目黒特進1回P 多摩大目黒進学2回 多摩大目黒特進3回P 長崎日大首都圏 多摩大目黒特進4回

多摩大目黒中 特進1回PM 共学 多摩大目黒進学1回 法政大第二1回 多摩大目黒特進2回P 多摩大目黒特進3回P 法政大第二2回

多摩大目黒中 進学2回 共学 多摩大目黒進学1回 日大日吉NｽﾀﾝBP 日大日吉NｽﾀﾝA-1 宮崎日大首都圏 玉川聖学院2回P

多摩大目黒中 特進2回PM 共学 多摩大目黒特進1回P 多摩大目黒進学1回 長崎日大首都圏 多摩大目黒特進3回P 桐光学園男子1回

多摩大目黒中 特進3回PM 共学 多摩大目黒進学1回 多摩大目黒特進1回P 青稜1回A 多摩大目黒特進4回 長崎日大首都圏

千代田区立九段 B区外 共学 専修大松戸1回 栄東A難関大 成城1回 品川女子学院1回 順天1回A

筑波大附属中 - 共学 栄東A難関大 栄東東大Ⅰ 浦和明の星女子1回 栄東東大Ⅱ 渋谷教育渋谷1回

帝京大帝京中 1回PM 共学 帝京大帝京2回AM 帝京大帝京1回AM 日大豊山1回 埼玉栄進学1回 栄東A難関大

東海大付高輪台 1回 共学 法政大第二1回 法政大第二2回 宮崎日大首都圏 多摩大目黒進学2回 日大第一4科選抜2回

東海大付高輪台 2回 共学 長崎日大首都圏 宮崎日大首都圏 日大日吉NｽﾀﾝA-1 日大日吉NｽﾀﾝC 日大日吉NｽﾀﾝA-2P

東京学芸大世田谷 - 共学 栄東A難関大 土佐塾東京前期 攻玉社2回 麻布 攻玉社1回

東京学芸大竹早中 共学 栄東A難関大 専修大松戸1回 栄東B 共立女子A 栄東東大Ⅰ

東京成徳大中 1回AM 共学 東京成徳大1回P 東京成徳大2回AM 東京成徳大3回 順天2回BP 東京成徳大2回P

東京成徳大中 1回PM 共学 東京成徳大1回AM 浦和実業1回 浦和実業1回P 東京成徳大2回AM 淑徳ｽｰﾊﾟｰ特進1回

東京成徳大中 2回AM 共学 東京成徳大1回AM 東京成徳大3回 東京成徳大1回P 東京成徳大2回P 東京成徳大4回

東京大附属中等 一般 共学 東京大附属中等推薦 大妻中野1回 東京電機大1回 日大第三2回 長崎日大首都圏

東京都市大等々力 特選特進1回 共学 都等々力S特選2回P 都等々力特選特進3回P 都等々力S特選1回P 都等々力特選特進2回 都等々力特選特進4回

東京都市大等々力 S特選1回PM 共学 都等々力S特選2回P 都等々力特選特進1回 都等々力特選特進4回 土佐塾東京前期 都等々力特選特進2回

東京都市大等々力 特選特進2回 共学 都等々力S特選2回P 都等々力特選特進3回P 都等々力特選特進4回 都等々力特選特進1回 都等々力S特選1回P

東京都市大等々力 S特選2回PM 共学 都等々力特選特進1回 都等々力特選特進2回 都等々力S特選1回P 都等々力特選特進3回P 都等々力特選特進4回

東京都市大等々力 特選特進3回PM 共学 都等々力S特選2回P 都等々力特選特進1回 都等々力特選特進4回 都等々力特選特進2回 土佐塾東京前期
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学校名 回次 併願校1位 併願校2位 併願校3位 併願校4位 併願校5位

東京都市大等々力 特選特進4回 共学 都等々力S特選2回P 都等々力特選特進3回P 都等々力特選特進2回 都等々力特選特進1回 都等々力S特選1回P

東京都市大等々力 帰国 共学 学習院中等科帰国 攻玉社国際学級 都市大付属帰国Ⅰ 三田国際国際生 法政大第二帰国

東京都立白鴎高附 一般 共学 獨協埼玉1回 安田学園総合1回 共立女子A 広尾学園2回P 広尾学園3回

東京都立桜修館 - 共学 土佐塾東京前期 東京農大第一1回P 渋谷教育渋谷2回 栄東A難関大 広尾学園2回P

東京都立両国高附 - 共学 市川1回 栄東A難関大 安田学園先進2回P 共立女子A 和洋国府台女子1回

東京都立小石川 一般 共学 栄東A難関大 武蔵 市川1回 広尾学園2回P 栄東B

東京都立富士高附 共学 大妻中野2回ｱﾄﾞP 富士見2回 国学院久我山女ST1P 吉祥女子3回 成蹊1回

東京都立大泉高附 - 共学 星野学園進学1回 星野学園理数1回P 富士見1回 西武文理1回 城北2回

東京農業大第一 1回PM 共学 東京農大第一2回P 東京農大第一3回 土佐塾東京前期 栄東A難関大 明治大明治1回

東京農業大第一 2回PM 共学 東京農大第一1回P 東京農大第一3回 土佐塾東京前期 長崎日大首都圏 栄東A難関大

東京農業大第一 3回 共学 東京農大第一1回P 東京農大第一2回P 土佐塾東京前期 長崎日大首都圏 三田国際1回

東洋大京北中 1回 共学 東洋大京北2回P 東洋大京北3回 東洋大京北4回 長崎日大首都圏 埼玉栄進学2回P

東洋大京北中 2回PM 共学 東洋大京北1回 東洋大京北3回 東洋大京北4回 獨協埼玉1回 獨協1回

東洋大京北中 3回 共学 東洋大京北2回P 東洋大京北1回 東洋大京北4回 長崎日大首都圏 日大豊山3回

東洋大京北中 4回 共学 東洋大京北2回P 東洋大京北1回 東洋大京北3回 桜丘3回 長崎日大首都圏

日本大学第一中 4科選抜1回 共学 昭和学院特待 長崎日大首都圏 昭和学院1回 和洋国府台女子1回 千葉日大第一1期

日本大学第一中 4科選抜2回 共学 東海大付浦安A 日大豊山1回 日大第一4科選抜1回 日大第二1回 日大第二2回

日本大学第二中 1回 共学 日大第二2回 長崎日大首都圏 法政大学3回 埼玉平成1回A進学 法政大学2回

日本大学第二中 2回 共学 日大第二1回 明治学院1回P 長崎日大首都圏 中央大附属1回 中央大附属2回

広尾学園中 1回 共学 広尾学園2回P 広尾学園3回 広尾学園医進ｻｲP 栄東A難関大 獨協埼玉1回

広尾学園中 2回PM 共学 広尾学園3回 栄東A難関大 広尾学園1回 広尾学園医進ｻｲP 土佐塾東京前期

広尾学園中 医進ｻｲｴﾝｽPM 共学 広尾学園2回P 栄東A難関大 広尾学園1回 広尾学園3回 土佐塾東京前期

広尾学園中 3回 共学 広尾学園2回P 広尾学園1回 栄東A難関大 広尾学園医進ｻｲP 土佐塾東京前期

広尾学園中 国際生 共学 渋谷教育渋谷帰国 頌栄女子12月帰国 渋谷教育幕張帰国 かえつ有明帰国A1 学芸大附国際中等A

文教大付属中 1回 共学 長崎日大首都圏 昭和女子大附属B 文教大付属2回P 宮崎日大首都圏 文教大付属3回

文教大付属中 2回PM 共学 長崎日大首都圏 宮崎日大首都圏 日大日吉NｽﾀﾝA-1 日大日吉NｽﾀﾝBP 昭和女子大附属B

文教大付属中 3回 共学 長崎日大首都圏 文教大付属4回P 日大日吉NｽﾀﾝA-1 日大日吉NｽﾀﾝBP 三田国際1回

文教大付属中 4回PM 共学 文教大付属3回 文教大付属2回P 立正大付立正4回 文教大付属5回 長崎日大首都圏

三田国際学園中 1回 共学 三田国際2回P 三田国際3回P 三田国際4回P 三田国際5回P 東京農大第一1回P

三田国際学園中 1回ｲﾝﾀｰ 共学 三田国際2回ｲﾝﾀｰ 三田国際3回ｲﾝﾀｰ 三田国際5回ｲﾝﾀｰ 三田国際4回ｲﾝﾀｰ 三田国際1回

三田国際学園中 2回PM 共学 三田国際3回P 三田国際4回P 三田国際1回 三田国際5回P 長崎日大首都圏

三田国際学園中 2回ｲﾝﾀｰPM 共学 三田国際1回ｲﾝﾀｰ 三田国際3回ｲﾝﾀｰ 三田国際4回ｲﾝﾀｰ 三田国際5回ｲﾝﾀｰ 三田国際2回P

三田国際学園中 3回PM 共学 三田国際4回P 三田国際2回P 三田国際1回 三田国際5回P 長崎日大首都圏

三田国際学園中 3回ｲﾝﾀｰPM 共学 三田国際2回ｲﾝﾀｰ 三田国際4回ｲﾝﾀｰ 三田国際1回ｲﾝﾀｰ 三田国際5回ｲﾝﾀｰ 広尾学園1回

三田国際学園中 4回PM 共学 三田国際3回P 三田国際2回P 三田国際5回P 三田国際1回 長崎日大首都圏

三田国際学園中 4回ｲﾝﾀｰPM 共学 三田国際3回ｲﾝﾀｰ 三田国際2回ｲﾝﾀｰ 三田国際1回ｲﾝﾀｰ 三田国際5回ｲﾝﾀｰ 三田国際4回P

三田国際学園中 5回PM 共学 三田国際4回P 三田国際3回P 三田国際1回 三田国際2回P 長崎日大首都圏

三田国際学園中 5回ｲﾝﾀｰPM 共学 三田国際2回ｲﾝﾀｰ 三田国際1回ｲﾝﾀｰ 三田国際3回ｲﾝﾀｰ 三田国際4回ｲﾝﾀｰ 三田国際2回P

安田学園中 総合1回 共学 安田学園先進2回P 安田学園先進3回P 安田学園総合2回 和洋国府台女子1回 安田学園総合3回

安田学園中 先進2回PM 共学 安田学園総合1回 安田学園先進3回P 安田学園先進1回 千葉日大第一1期 安田学園総合2回

安田学園中 総合2回 共学 安田学園総合1回 安田学園先進2回P 安田学園総合3回 安田学園先進3回P 東海大付浦安A

立正大付立正中 1回PM 共学 長崎日大首都圏 宮崎日大首都圏 日大日吉NｽﾀﾝC 立正大付立正1回 立正大付立正2回

立正大付立正中 4回 共学 長崎日大首都圏 文教大付属3回 文教大付属4回P 立正大付立正2回 文教大付属5回

桐朋中 1回 男子 東京電機大2回P 西武文理1回 国学院久我山男ST1P 西武文理1回特選P 土佐塾東京前期

桐朋中 2回 男子 栄東A難関大 海城2回 桐朋1回 麻布 栄東東大Ⅰ

大妻多摩中 1回 女子 大妻多摩2回 大妻多摩1回午後P 大妻多摩3回 桐朋女子B 多摩大聖ヶ丘2回P

大妻多摩中 1回午後入試PM 女子 土佐塾東京前期 鴎友学園女子1次 大妻多摩1回 大妻多摩3回 大妻多摩2回

大妻多摩中 2回 女子 大妻多摩1回 大妻多摩3回 日本女子大附属1回 土佐塾東京前期 大妻多摩1回午後P

大妻多摩中 3回 女子 大妻多摩2回 大妻多摩1回午後P 大妻多摩1回 長崎日大首都圏 桐朋女子B

吉祥女子中 1回 女子 吉祥女子2回 浦和明の星女子1回 吉祥女子3回 栄東A難関大 西武文理1回特選P

吉祥女子中 2回 女子 吉祥女子3回 吉祥女子1回 栄東A難関大 浦和明の星女子1回 大妻中野2回ｱﾄﾞP

吉祥女子中 3回 女子 吉祥女子2回 吉祥女子1回 栄東A難関大 大妻中野2回ｱﾄﾞP 浦和明の星女子1回

共立女子第二中 1回PM 女子 共立女子第二1回 大妻中野3回ｱﾄﾞP 大妻中野1回 大妻多摩2回 大妻多摩3回

晃華学園中 1回 女子 大妻中野2回ｱﾄﾞP 大妻多摩1回午後P 吉祥女子2回 晃華学園2回 西武文理1回

晃華学園中 2回 女子 晃華学園1回 大妻中野2回ｱﾄﾞP 吉祥女子2回 国学院久我山女ST2P 大妻多摩2回

桐朋女子中 A 女子 宮崎日大首都圏 恵泉女学園A2回 大妻中野3回ｱﾄﾞP 大妻中野2回ｱﾄﾞP 恵泉女学園A1回

穎明館中 1回 共学 穎明館2回 八王子学園1回P 穎明館3回 西武文理1回 西武文理1回特選P

穎明館中 2回 共学 穎明館1回 西武文理1回 西武文理1回特選P 穎明館3回 海城1回

桜美林中 1回 共学 桜美林1回P 長崎日大首都圏 桜美林2回P 桜美林2回 桜美林3回

◆東京多摩地区男子校女子校

◆東京多摩地区男女校

6



Educational Netw ork

学校名 回次 併願校1位 併願校2位 併願校3位 併願校4位 併願校5位

桜美林中 1回PM 共学 土佐塾東京前期 桜美林1回 桜美林2回P 長崎日大首都圏 神奈川大附属A

桜美林中 2回 共学 桜美林2回P 桜美林1回P 桜美林3回 日大第三1回 桜美林1回

桜美林中 2回PM 共学 桜美林1回P 桜美林2回 桜美林3回 日大第三1回 長崎日大首都圏

桜美林中 3回 共学 桜美林1回P 桜美林2回P 桜美林2回 桜美林1回 多摩大聖ヶ丘2回P

工学院大附属中 1回A特待 共学 工学院大附1回B特P 聖望学園1回 宮崎日大首都圏 東京大附属中等一般 東京大附属中等推薦

工学院大附属中 1回B特待PM 共学 工学院大附1回A特待 明大中野八王子1回 長崎日大首都圏 帝京大学1回 帝京大学2回

聖徳学園中 一般2回PM 共学 聖徳学園一般1回 東京電機大1回 明星本科1回 長崎日大首都圏 宮崎日大首都圏

成蹊中 1回 共学 成蹊2回 西武文理1回 学習院中等科1回 土佐塾東京前期 大妻中野2回ｱﾄﾞP

成蹊中 2回 共学 成蹊1回 西武文理1回 大妻中野3回ｱﾄﾞP 成城学園2回 日大第二1回

創価中 共学 長崎日大首都圏 東京電機大3回 獨協埼玉1回 関西創価 国学院久我山女ST2P

玉川学園中学部 1回 共学 玉川学園2回P 長崎日大首都圏 宮崎日大首都圏 成城学園2回 目黒星美学園2回

玉川学園中学部 2回PM 共学 玉川学園1回 長崎日大首都圏 成城学園1回 成城学園2回 日大第三2回

多摩大附属聖ヶ丘 1回 共学 多摩大聖ヶ丘2回P 東京農大第一1回P 長崎日大首都圏 宮崎日大首都圏 東京農大第一2回P

多摩大附属聖ヶ丘 2回PM 共学 長崎日大首都圏 宮崎日大首都圏 多摩大聖ヶ丘1回 桐光学園男子2回 日大第三1回

多摩大附属聖ヶ丘 3回 共学 長崎日大首都圏 多摩大聖ヶ丘2回P 日大藤沢1回 多摩大聖ヶ丘4回 日大第三1回

中央大附属中 1回 共学 中央大附属2回 明治学院1回P 西武文理1回 日大第二2回 東京電機大2回P

中央大附属中 2回 共学 中央大附属1回 西武文理1回 東京電機大2回P 日大第二2回 明治学院1回P

帝京大学中 1回 共学 帝京大学3回P 帝京大学2回 西武文理1回 桜美林1回P 明治大明治1回

帝京大学中 2回 共学 帝京大学1回 帝京大学3回P 桜美林1回P 土佐塾東京前期 工学院大附2回BP

帝京大学中 3回PM 共学 帝京大学1回 帝京大学2回 浦和実業1回 都市大付属Ⅰ類3回 桐朋1回

学芸大小金井中 共学 吉祥女子1回 中央大附属1回 西武文理1回特選P 豊島岡女子学園3回 栄東A難関大

東京電機大中 1回 共学 東京電機大2回P 東京電機大3回 西武文理1回 聖望学園1回 西武台新座1回特進

東京電機大中 2回PM 共学 東京電機大1回 西武文理1回 中央大附属2回 中央大附属1回 東京電機大3回

東京電機大中 3回 共学 東京電機大2回P 東京電機大1回 日大第二2回 創価 東洋大京北1回

東京都立三鷹中等 共学 国学院久我山女ST1P 土佐塾東京前期 恵泉女学園A1回 恵泉女学園S・P 国学院久我山男2回

東京都立武蔵高附 - 共学 西武文理1回特選P 国学院久我山男ST1P 立教新座1回 城北2回 武蔵

日本大学第三中 1回 共学 長崎日大首都圏 宮崎日大首都圏 桜美林2回P 日大第三2回 日大日吉NｽﾀﾝBP

日本大学第三中 2回 共学 長崎日大首都圏 日大第三1回 明大中野八王子1回 日大日吉NｽﾀﾝA-1 東京大附属中等一般

八王子学園八王子 東大・医進2回PM 共学 八王子学園1回P 八王子学園特進1回 国学院久我山男3回 穎明館2回 穎明館1回

法政大学中 1回 共学 法政大学2回 法政大学3回 栄東A難関大 明治学院1回P 明治大明治1回

法政大学中 2回 共学 法政大学3回 法政大学1回 土佐塾東京前期 法政大第二1回 長崎日大首都圏

法政大学中 3回 共学 法政大学2回 法政大学1回 長崎日大首都圏 日大第二1回 法政大第二1回

明治学院中 1回PM 共学 明治学院2回 中央大附属1回 西武文理1回 日大第二2回 中央大附属2回

明治学院中 2回 共学 明治学院1回P 日大第二1回 日大第二2回 明治学院3回 中央大附属1回

明大中野八王子中 1回 共学 明大中野八王子2回 西武文理1回 明治学院1回P 桜美林1回P 日大第三2回

明大中野八王子中 2回 共学 明大中野八王子1回 中央大附属2回 長崎日大首都圏 東京電機大2回P 早稲田実業

明治大付明治中 1回 共学 明治大明治2回 栄東A難関大 土佐塾東京前期 立教新座1回 東京農大第一1回P

明治大付明治中 2回 共学 明治大明治1回 土佐塾東京前期 東京農大第一1回P 栄東A難関大 中央大附属1回

明星中 本科1回 共学 宮崎日大首都圏 聖徳学園一般2回P 明星MGS3回 西武台新座1回特進 日大豊山3回

早稲田実業中等部 共学 栄東A難関大 立教新座1回 明治大明治1回 栄東東大Ⅰ 慶應義塾中等部1次

浅野中 男子 栄東A難関大 都市大付属Ⅰ類1回P 都市大付属Ⅱ類1回P 栄東東大Ⅰ 麻布

栄光学園中 男子 浅野 栄東A難関大 麻布 聖光学院2回 栄東東大Ⅰ

鎌倉学園中 1次 男子 鎌倉学園2次 鎌倉学園3次 逗子開成1次 山手学院BP 逗子開成2次

鎌倉学園中 算数選抜PM 男子 鎌倉学園2次 鎌倉学園1次 逗子開成1次 栄東A難関大 浅野

鎌倉学園中 2次 男子 鎌倉学園1次 鎌倉学園3次 山手学院BP 逗子開成1次 逗子開成2次

鎌倉学園中 3次 男子 鎌倉学園2次 鎌倉学園1次 長崎日大首都圏 山手学院BP 山手学院A

慶應義塾普通部 男子 慶應義塾中等部1次 栄東A難関大 慶應湘南藤沢1次 立教新座1回 中央大附属横浜2回P

サレジオ学院中 A 男子 サレジオ学院B 土佐塾東京前期 神奈川大附属A 栄東A難関大 浅野

サレジオ学院中 B 男子 サレジオ学院A 神奈川大附属A 土佐塾東京前期 栄東A難関大 浅野

逗子開成中 1次 男子 逗子開成2次 鎌倉学園1次 逗子開成3次 浅野 鎌倉学園2次

逗子開成中 2次 男子 逗子開成1次 逗子開成3次 鎌倉学園1次 土佐塾東京前期 鎌倉学園2次

逗子開成中 3次 男子 逗子開成2次 逗子開成1次 土佐塾東京前期 山手学院BP 栄東A難関大

聖光学院中 1回 男子 聖光学院2回 浅野 栄東A難関大 栄東東大Ⅰ 都市大付属Ⅱ類1回P

聖光学院中 2回 男子 栄東A難関大 聖光学院1回 浅野 麻布 栄東東大Ⅰ

藤嶺学園藤沢中 1回 男子 長崎日大首都圏 鎌倉学園2次 鎌倉学園3次 鎌倉学園1次 相洋1回BP

藤嶺学園藤沢中 2回PM 男子 長崎日大首都圏 山手学院BP 秀光中等東京選抜 逗子開成1次 逗子開成2次

青山学院横浜英和 A 女子 長崎日大首都圏 青学横浜英和DP 青学横浜英和CP 青学横浜英和BP 神奈川学園B

青山学院横浜英和 CPM 女子 青学横浜英和DP 青学横浜英和A 青学横浜英和BP 長崎日大首都圏 香蘭女学校

青山学院横浜英和 DPM 女子 青学横浜英和CP 青学横浜英和A 青学横浜英和BP 長崎日大首都圏 神奈川学園B

◆神奈川県男子校  桐蔭学園(中等)は制度上男子校ですが、男女校に掲載します

◆神奈川県女子校
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学校名 回次 併願校1位 併願校2位 併願校3位 併願校4位 併願校5位

神奈川学園中 A午前 女子 長崎日大首都圏 神奈川学園A午後P 品川女子学院2回 品川女子学院3回 神奈川学園B

神奈川学園中 A午後PM 女子 長崎日大首都圏 横浜共立学園A 神奈川学園B 土佐塾東京前期 鎌倉女学院1次

神奈川学園中 B 女子 長崎日大首都圏 神奈川学園A午後P 青学横浜英和A 青学横浜英和DP 青学横浜英和CP

鎌倉女学院中 1次 女子 横浜共立学園A 神奈川学園A午後P 栄東A難関大 土佐塾東京前期 鎌倉女学院2次

カリタス女子中 1回PM 女子 カリタス女子3回 大妻多摩2回 カリタス女子2回 洗足学園1回 洗足学園2回

カリタス女子中 2回 女子 カリタス女子1回 カリタス女子3回 長崎日大首都圏 昭和女子大附属A 青学横浜英和CP

カリタス女子中 3回 女子 カリタス女子2回 カリタス女子1回P 長崎日大首都圏 昭和女子大附属A 聖セシリア女子1次

相模女子大中等部 2回PM 女子 長崎日大首都圏 宮崎日大首都圏 聖セシリア女子1次 昭和女子大附属B 桐蔭女子普通2次P

聖セシリア女子中 1次 女子 聖セシリア女子2次P 聖セシリア女子3次 長崎日大首都圏 カリタス女子3回 相模女子大2回P

聖セシリア女子中 2次PM 女子 聖セシリア女子1次 聖セシリア女子3次 長崎日大首都圏 カリタス女子2回 日大藤沢1回

清泉女学院中 1期 女子 清泉女学院2期 鎌倉女学院1次 土佐塾東京前期 捜真女学校AP 青学横浜英和CP

洗足学園中 1回 女子 洗足学園2回 洗足学園3回 栄東A難関大 土佐塾東京前期 田園調布学園2回

洗足学園中 2回 女子 洗足学園3回 洗足学園1回 栄東A難関大 土佐塾東京前期 田園調布学園1回

洗足学園中 3回 女子 洗足学園2回 洗足学園1回 土佐塾東京前期 栄東A難関大 カリタス女子1回

洗足学園中 帰国生 女子 頌栄女子12月帰国 渋谷教育渋谷帰国 かえつ有明帰国A1 慶應湘南藤沢帰国 渋谷教育幕張帰国

捜真女学校 S 女子 長崎日大首都圏 宮崎日大首都圏 青学横浜英和BP 昭和女子大附属C 捜真女学校AP

捜真女学校 APM 女子 長崎日大首都圏 神奈川大附属A 聖セシリア女子1次 青学横浜英和CP 香蘭女学校

日本女子大附属 1回 女子 日本女子大附属2回 土佐塾東京前期 長崎日大首都圏 大妻多摩2回 カリタス女子1回

日本女子大附属 2回 女子 日本女子大附属1回 土佐塾東京前期 長崎日大首都圏 昭和女子大附属B 札幌聖心首都圏ｿﾌｨｱ

聖園女学院中 1次 女子 聖園女学院3次 聖園女学院2次P 聖園女学院4次P 長崎日大首都圏 清泉女学院2期

聖園女学院中 2次PM 女子 聖園女学院3次 聖園女学院1次 聖園女学院4次P 長崎日大首都圏 聖セシリア女子3次

聖園女学院中 3次 女子 聖園女学院2次P 聖園女学院1次 聖園女学院4次P 長崎日大首都圏 聖セシリア女子3次

横浜共立学園中 A 女子 神奈川学園A午後P 土佐塾東京前期 鎌倉女学院1次 栄東A難関大 横浜共立学園B

横浜女学院中 A 女子 横浜女学院CP 普連土学園2次P 鎌倉女学院1次 青学横浜英和CP 横浜女学院BP

横浜女学院中 BPM 女子 長崎日大首都圏 鎌倉女学院1次 栄東A難関大 横浜雙葉 香蘭女学校

横浜女学院中 CPM 女子 横浜女学院E 長崎日大首都圏 神奈川学園B 横浜女学院D 横浜女学院A

横浜女学院中 D 女子 長崎日大首都圏 聖園女学院2次P 青学横浜英和DP 横浜女学院BP 横浜女学院CP

横浜女学院中 E 女子 横浜女学院CP 長崎日大首都圏 横浜女学院D 神奈川学園B 青学横浜英和DP

横浜富士見丘中等 1回BPM 女子 長崎日大首都圏 宮崎日大首都圏 神奈川学園AAM 神奈川学園B 聖セシリア女子2次P

横浜雙葉中 女子 鎌倉女学院1次 栄東A難関大 横浜女学院BP 土佐塾東京前期 東京女学館2回P

神奈川県立相模原 共学 桜美林1回P 神奈川大附属A 森村学園1回 カリタス女子1回 東京農大第一1回P

神奈川大附属中 A 共学 神奈川大附属B 土佐塾東京前期 神奈川大附属C 中央大附属横浜1回 中央大附属横浜2回P

神奈川大附属中 B 共学 神奈川大附属A 神奈川大附属C 土佐塾東京前期 長崎日大首都圏 サレジオ学院A

神奈川大附属中 C 共学 神奈川大附属A 神奈川大附属B 長崎日大首都圏 土佐塾東京前期 中央大附属横浜1回

川崎市立川崎高附 共学 桐光学園男子3回 桐光学園男子1回 桐光学園男子2回 法政大第二1回 法政大第二2回

関東学院中 1期A 共学 長崎日大首都圏 関東学院1期BP 神奈川大附属A 土佐塾東京前期 神奈川大附属B

関東学院中 1期BPM 共学 長崎日大首都圏 関東学院1期A 関東学院1期C 日大藤沢1回 日大藤沢2回

関東学院中 1期C 共学 長崎日大首都圏 関東学院1期BP 日大藤沢1回 日大藤沢2回 関東学院1期A

関東学院中 2期 共学 長崎日大首都圏 関東学院1期C 関東学院1期A 関東学院1期BP 日大日吉NｽﾀﾝA-1

関東学院六浦中 A-1 共学 長崎日大首都圏 関東学院1期A 藤嶺学園藤沢3回P 関東学院1期BP 関東学院六浦A-2P

関東学院六浦中 A-2PM 共学 長崎日大首都圏 関東学院1期C 関東学院1期BP 関東学院六浦B-2P 日大日吉NｽﾀﾝA-1

関東学院六浦中 B-1 共学 長崎日大首都圏 関東学院1期C 日大日吉NｽﾀﾝA-1 日大日吉NｽﾀﾝBP 青学横浜英和DP

公文国際学園 A 共学 公文国際学園B 慶應湘南藤沢1次 湘南学園AP 長崎日大首都圏 聖光学院2回

慶應義塾湘南藤沢 1次 共学 慶應義塾中等部1次 慶應義塾普通部 栄東A難関大 中央大附属横浜1回 公文国際学園A

慶應義塾湘南藤沢 帰国 共学 洗足学園帰国 海城帰国 攻玉社国際学級 都市大付属帰国Ⅰ 攻玉社特別選抜

自修館中等 A1 共学 長崎日大首都圏 自修館中等B1 自修館中等A2P 自修館中等B2P 自修館中等C

自修館中等 A2PM 共学 自修館中等B1 自修館中等A1 長崎日大首都圏 自修館中等B2P 土佐塾東京前期

自修館中等 B1 共学 自修館中等A2P 自修館中等A1 自修館中等B2P 長崎日大首都圏 自修館中等C

自修館中等 B2PM 共学 自修館中等B1 自修館中等A1 自修館中等A2P 長崎日大首都圏 自修館中等C

湘南学園中 APM 共学 長崎日大首都圏 湘南学園B 湘南学園D 湘南学園C 鎌倉学園1次

湘南学園中 B 共学 長崎日大首都圏 湘南学園AP 湘南学園C 湘南学園D 日大藤沢2回

湘南学園中 C 共学 湘南学園B 湘南学園AP 湘南学園D 長崎日大首都圏 秀光中等東京選抜

湘南学園中 D 共学 湘南学園B 湘南学園AP 湘南学園C 長崎日大首都圏 日大藤沢2回

中央大附属横浜 1回 共学 中央大附属横浜2回P 神奈川大附属A 長崎日大首都圏 土佐塾東京前期 法政大第二1回

中央大附属横浜 2回PM 共学 中央大附属横浜1回 土佐塾東京前期 長崎日大首都圏 神奈川大附属A 法政大第二1回

鶴見大附属中 難関1次PM 共学 長崎日大首都圏 鶴見大附属進学1次 鶴見大附属難関2次P 山手学院BP 鶴見大附属進学2次

桐蔭学園中等 男子1次 別学 桐蔭従来男子1次 都市大付属Ⅰ類3回 桐蔭従来男子2次P 都市大付属Ⅰ類1回P 都市大付属Ⅰ類4回

桐蔭学園中等 男子2次PM 別学 桐蔭従来男子2次P サレジオ学院A サレジオ学院B 都市大付属Ⅰ類1回P 栄東A難関大

桐蔭学園中等 男子3次 別学 桐蔭従来男子2次P 桐蔭中等男子2次P 土佐塾東京前期 攻玉社1回 攻玉社2回

桐蔭学園中 従来男子部1次 別学 桐蔭中等男子1次 桐蔭従来男子2次P 桐光学園男子2回 法政大第二1回 法政大第二2回

◆神奈川県男女校
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学校名 回次 併願校1位 併願校2位 併願校3位 併願校4位 併願校5位

桐蔭学園中 従来男子部2次AM 別学 桐蔭従来男子3次 長崎日大首都圏 桐蔭従来男子2次P 宮崎日大首都圏 成城学園1回

桐蔭学園中 従来男子部2次PM 別学 都市大付属Ⅰ類1回P 桐蔭従来男子3次 桐蔭中等男子3次 桐蔭中等男子2次P 桐光学園男子2回

桐蔭学園中 従来男子部3次 別学 桐蔭従来男子2次P 桐蔭従来男子4次 桐蔭従来男子2次AM 長崎日大首都圏 国学院久我山男1回

桐蔭学園中 女子部普通2次PM 別学 桐蔭女子普通1次 桐蔭女子普通3次 桐蔭女子普通2次AM 昭和女子大附属B 桐蔭女子普通4次

東海大付相模中 A 共学 長崎日大首都圏 東海大付相模B 宮崎日大首都圏 法政大第二1回 法政大第二2回

東海大付相模中 B 共学 長崎日大首都圏 東海大付相模A 横浜翠陵2回P 日大日吉NｽﾀﾝA-1 日大日吉NｽﾀﾝBP

桐光学園中 男子部1回 別学 桐光学園男子2回 桐光学園男子3回 土佐塾東京前期 長崎日大首都圏 都市大付属Ⅰ類1回P

桐光学園中 女子部1回 別学 桐光学園女子2回 長崎日大首都圏 多摩大聖ヶ丘2回P 大妻多摩3回 桐光学園女子3回

桐光学園中 男子部2回 別学 桐光学園男子3回 桐光学園男子1回 長崎日大首都圏 土佐塾東京前期 多摩大聖ヶ丘2回P

桐光学園中 女子部2回 別学 桐光学園女子1回 多摩大聖ヶ丘2回P 長崎日大首都圏 東京農大第一1回P 東京農大第一2回P

桐光学園中 男子部3回 別学 桐光学園男子2回 桐光学園男子1回 長崎日大首都圏 土佐塾東京前期 宮崎日大首都圏

日本大学中 NｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞA-1 共学 日大日吉NｽﾀﾝBP 長崎日大首都圏 日大日吉NｽﾀﾝA-2P 日大日吉NｽﾀﾝC 法政大第二1回

日本大学中 NｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞA-2PM 共学 日大日吉NｽﾀﾝBP 日大日吉NｽﾀﾝA-1 日大日吉NｽﾀﾝC 長崎日大首都圏 法政大第二1回

日本大学中 NｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞBPM 共学 日大日吉NｽﾀﾝA-1 長崎日大首都圏 日大日吉NｽﾀﾝA-2P 日大日吉NｽﾀﾝC 日大日吉GﾘｰﾀﾞｰｽﾞC

日本大学中 NｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞC 共学 日大日吉NｽﾀﾝBP 日大日吉NｽﾀﾝA-1 日大日吉NｽﾀﾝA-2P 長崎日大首都圏 法政大第二1回

日本大学藤沢中 1回 共学 長崎日大首都圏 日大藤沢2回 関東学院1期C 湘南学園AP 湘南学園B

日本大学藤沢中 2回 共学 長崎日大首都圏 日大藤沢1回 湘南学園B 湘南学園AP 関東学院1期C

法政大第二中 1回 共学 法政大第二2回 長崎日大首都圏 日大日吉NｽﾀﾝA-1 日大日吉NｽﾀﾝBP 中央大附属横浜2回P

法政大第二中 2回 共学 法政大第二1回 長崎日大首都圏 日大日吉NｽﾀﾝA-1 日大日吉NｽﾀﾝBP 中央大附属横浜2回P

森村学園中等部 1回 共学 森村学園2回 神奈川大附属A 土佐塾東京前期 森村学園3回 長崎日大首都圏

森村学園中等部 2回 共学 森村学園1回 森村学園3回 長崎日大首都圏 桜美林1回P 土佐塾東京前期

森村学園中等部 3回 共学 森村学園2回 森村学園1回 長崎日大首都圏 神奈川大附属A 桜美林1回P

山手学院中 A 共学 山手学院BP 長崎日大首都圏 鎌倉学園1次 鎌倉学園2次 鎌倉学園3次

山手学院中 BPM 共学 長崎日大首都圏 山手学院A 鎌倉学園1次 鎌倉学園2次 山手学院C

山手学院中 C 共学 山手学院BP 長崎日大首都圏 鎌倉学園1次 鎌倉学園2次 鎌倉学園3次

山手学院中 後期 共学 山手学院BP 山手学院A 山手学院C 神奈川大附属A 神奈川大附属C

横浜国大附横浜中 一般 共学 長崎日大首都圏 中央大附属横浜2回P 中央大附属横浜1回 青稜1回BP 鎌倉女学院1次

横浜市立南高附属 共学 神奈川大附属A 長崎日大首都圏 神奈川大附属C 土佐塾東京前期 鎌倉学園1次

横浜翠陵中 2回PM 共学 長崎日大首都圏 日大第三1回 東海大付相模B 昭和女子大附属A 桜美林2回

国府台女子学院 推薦 女子 国府台女子学院1回 江戸川女子AO 江戸川女子2回 国府台女子学院2回 江戸川女子1回

国府台女子学院 1回 女子 国府台女子学院推薦 江戸川女子AO 大妻1回 大妻2回 頌栄女子一般2回

聖徳大附属女子中 1回進学 女子 聖徳大附適性 山脇学園B 山脇学園C 聖徳大附進学特待 麗澤EE2回

聖徳大附属女子中 適性検査型 女子 聖徳大附1回進学 聖徳大附進学特待 聖徳大附1回進学 品川女子学院1回 品川女子学院3回

聖徳大附属女子中 2回進学 女子 聖徳大附1回進学 東洋大京北2回P 十文字2回S型特待P 山脇学園C 聖徳大附特待S選抜

和洋国府台女子中 1回 女子 和洋九段女子2回P 国府台女子学院1回 跡見学園2回Pｸﾗｽ 江戸川女子AO 和洋国府台女子2回

和洋国府台女子中 2回 女子 和洋国府台女子1回 和洋九段女子2回P 中村1回一般 和洋国府台女子3回 大妻中野2回ｱﾄﾞP

市川中 1回 共学 東邦大東邦前期 栄東A難関大 市川2回 昭和学院秀英2回 渋谷教育幕張1次

市川中 2回 共学 市川1回 東邦大東邦前期 昭和学院秀英2回 栄東A難関大 芝浦工業大柏1回

芝浦工業大柏中 1回 共学 芝浦工業大柏2回 市川1回 専修大松戸1回 東邦大東邦前期 獨協埼玉1回

芝浦工業大柏中 2回 共学 芝浦工業大柏1回 獨協埼玉1回 専修大松戸1回 専修大松戸2回 芝浦工業大柏3回

芝浦工業大柏中 3回 共学 芝浦工業大柏1回 芝浦工業大柏2回 専修大松戸2回 専修大松戸1回 獨協埼玉1回

渋谷教育学園幕張 1次 共学 栄東A難関大 市川1回 東邦大東邦前期 栄東東大Ⅰ 麻布

渋谷教育学園幕張 2次 共学 渋谷教育幕張1次 市川1回 東邦大東邦前期 栄東A難関大 市川2回

渋谷教育学園幕張 帰国 共学 広尾学園国際生 渋谷教育渋谷帰国 かえつ有明帰国A2 かえつ有明帰国A1 頌栄女子12月帰国

昭和学院中 1回 共学 昭和学院特待 日大第一4科選抜1回 日大豊山1回 安田学園先進2回P 大妻中野3回ｱﾄﾞP

昭和学院中 特待 共学 昭和学院1回 日大第一4科選抜1回 千葉日大第一1期 開智日本橋2回G・DP 開智日本橋3回L・AP

昭和学院秀英中 1回第1志望 共学 昭和学院秀英2回 昭和学院秀英3回 専修大松戸1回 東邦大東邦前期 芝浦工業大柏1回

昭和学院秀英中 2回 共学 東邦大東邦前期 市川1回 昭和学院秀英1回1志 栄東A難関大 昭和学院秀英3回

昭和学院秀英中 3回 共学 昭和学院秀英2回 昭和学院秀英1回1志 専修大松戸1回 東邦大東邦前期 東邦大東邦後期

専修大松戸中 1回 共学 専修大松戸2回 獨協埼玉1回 芝浦工業大柏1回 専修大松戸3回 昭和学院秀英2回

専修大松戸中 2回 共学 専修大松戸1回 専修大松戸3回 獨協埼玉1回 芝浦工業大柏1回 芝浦工業大柏2回

専修大松戸中 3回 共学 専修大松戸2回 専修大松戸1回 獨協埼玉1回 芝浦工業大柏1回 芝浦工業大柏2回

千葉県立千葉中 1次合格PM 共学 東邦大東邦前期 市川1回 県立千葉2次 栄東A難関大 渋谷教育幕張1次

千葉市立稲毛中 共学 昭和学院秀英2回 昭和学院秀英3回 昭和学院秀英1回1志 東邦大東邦前期 市川1回

千葉大附属中 共学 東邦大東邦前期 昭和学院秀英2回 市川1回 昭和学院秀英3回 千葉日大第一1期

千葉日本大学第一 第一志望 共学 千葉日大第一1期 千葉日大第一2期 日大第一4科選抜1回 昭和学院1回 聖徳大附1回進学

千葉日本大学第一 1期 共学 千葉日大第一2期 専修大松戸1回 東海大付浦安A 専修大松戸2回 江戸川女子1回

千葉日本大学第一 2期 共学 千葉日大第一1期 芝浦工業大柏1回 東邦大東邦前期 麗澤EE3回 麗澤EE2回

東海大付浦安中 A 共学 千葉日大第一1期 日大豊山1回 芝浦工業大3回 成城1回 芝浦工業大2回

◆千葉県女子校

◆千葉県男女校
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学校名 回次 併願校1位 併願校2位 併願校3位 併願校4位 併願校5位

東海大付浦安中 B 共学 中村2回特P 山脇学園A 青稜1回A 法政大第二1回 和洋国府台女子1回

東京学館浦安中 Ⅰ 共学 日大豊山1回 日大豊山3回 日大豊山2回P 東洋大京北2回P かえつ有明女子1回AM

東邦大付属東邦 前期 共学 市川1回 栄東A難関大 昭和学院秀英2回 芝浦工業大柏1回 東邦大東邦後期

東邦大付属東邦 後期 共学 東邦大東邦前期 昭和学院秀英2回 市川1回 市川2回 芝浦工業大柏1回

成田高校付属中 前期 共学 八千代松陰20日 成田高校付属後期 専修大松戸1回 専修大松戸2回 高輪A

二松学舎大柏中 2回G・特選PM 共学 二松学舎柏1回選抜 麗澤AE1回 専修大松戸1回 麗澤EE2回 麗澤EE3回

日出学園中 Ⅰ 共学 千葉日大第一1期 千葉日大第一2期 成城1回 江戸川女子1回 国府台女子学院1回

八千代松陰中 専願推薦 共学 八千代松陰21日 日大第一2科選抜1回 東海大付浦安A 東海大付浦安B 八千代松陰25日

八千代松陰中 20日 共学 江戸川女子1回 成田高校付属前期 麗澤EE1回 江戸川女子AO 千葉日大第一1期

麗澤中 AE1回 共学 専修大松戸1回 芝浦工業大柏1回 麗澤AE2回 芝浦工業大柏2回 獨協埼玉1回

麗澤中 EE1回 共学 麗澤EE2回 麗澤EE3回 専修大松戸1回 獨協埼玉1回 麗澤EE4回P

麗澤中 AE2回 共学 麗澤AE1回 麗澤EE1回 麗澤AE3回 市川1回 芝浦工業大柏1回

麗澤中 EE2回 共学 麗澤EE1回 麗澤EE3回 麗澤EE4回P 獨協埼玉1回 専修大松戸1回

麗澤中 AE3回 共学 麗澤AE1回 専修大松戸1回 麗澤AE2回 昭和学院秀英2回 昭和学院秀英1回1志

麗澤中 EE3回 共学 麗澤EE2回 麗澤EE1回 麗澤EE4回P 獨協埼玉1回 専修大松戸1回

麗澤中 EE4回PM 共学 麗澤EE2回 麗澤EE3回 麗澤EE1回 獨協埼玉1回 麗澤AE2回

城西川越中 1回 男子 城西川越特選1回P 城西川越特選2回 城北埼玉1回 城西川越2回P 城北埼玉2回

城西川越中 特選1回PM 男子 城西川越1回 城西川越特選2回 城北埼玉1回 城西川越2回P 城北埼玉2回

城西川越中 特選2回 男子 城西川越1回 城西川越特選1回P 城西川越2回P 城北埼玉1回 城北埼玉2回

城西川越中 2回PM 男子 城西川越特選2回 城西川越1回 城西川越特選1回P 城北埼玉1回 城北埼玉2回

城北埼玉中 特待PM 男子 城北埼玉1回 栄東A難関大 立教新座1回 城北2回 城北1回

城北埼玉中 1回 男子 城北埼玉特待P 城北埼玉2回 城北1回 成城2回 立教新座1回

城北埼玉中 2回 男子 城北埼玉1回 城北埼玉特待P 城北埼玉3回 城北1回 城西川越1回

城北埼玉中 3回 男子 城北埼玉2回 城北埼玉1回 城西川越特選2回 城西川越2回P 城西川越1回

立教新座中 1回 男子 栄東A難関大 栄東東大Ⅰ 立教新座2回 武蔵 早稲田2回

立教新座中 2回 男子 立教新座1回 立教池袋1回 城北埼玉1回 栄東A難関大 明治大中野1回

浦和明の星女子中 1回 女子 栄東A難関大 淑徳与野1回 女子学院 豊島岡女子学園1回 栄東東大Ⅰ

浦和明の星女子中 2回 女子 浦和明の星女子1回 栄東A難関大 淑徳与野1回 雙葉 栄東B

大妻嵐山中 進学 女子 大妻嵐山SｱﾄﾞﾊﾞﾝｽP 大妻嵐山一般2回 大妻嵐山一般1回P 麹町学園女子1回P 実践女子1回

大妻嵐山中 一般1回PM 女子 大妻嵐山進学 大妻嵐山SｱﾄﾞﾊﾞﾝｽP 大妻中野2回ｱﾄﾞP 実践女子1回 恵泉女学園S・P

大妻嵐山中 SｱﾄﾞﾊﾞﾝｽPM 女子 大妻嵐山一般2回 大妻嵐山進学 淑徳与野1回 富士見1回 大妻嵐山一般1回P

大妻嵐山中 一般2回 女子 大妻嵐山SｱﾄﾞﾊﾞﾝｽP 大妻嵐山進学 大妻中野3回ｱﾄﾞP 跡見学園1回Pｸﾗｽ 大妻中野1回

淑徳与野中 1回 女子 栄東A難関大 浦和明の星女子1回 淑徳与野2回 栄東B 浦和明の星女子2回

淑徳与野中 2回 女子 淑徳与野1回 栄東A難関大 富士見1回 淑徳東大ｾﾚｸﾄ1回P 大宮開成1回特

浦和実業学園中 1回 共学 浦和実業1回P 浦和実業2回 専修大松戸1回 浦和実業2回P 獨協埼玉1回

浦和実業学園中 1回PM 共学 浦和実業1回 浦和実業2回P 浦和実業2回 大妻中野2回ｱﾄﾞP 大妻中野3回ｱﾄﾞP

浦和実業学園中 2回 共学 浦和実業2回P 浦和実業1回 浦和実業1回P 栄東A難関大 栄東B

浦和実業学園中 2回PM 共学 浦和実業2回 浦和実業1回P 浦和実業1回 栄東A難関大 栄東B

浦和実業学園中 3回 共学 浦和実業1回 浦和実業1回P 浦和実業2回 浦和実業2回P 開智日本橋2回L・A

大宮開成中 英数特科1回 共学 大宮開成特進1回 大宮開成1回特 淑徳与野1回 大宮開成特進2回 大宮開成英数2回

大宮開成中 特進1回 共学 大宮開成1回特 大宮開成特進2回 大宮開成英数1回 大宮開成英数2回 大宮開成特進3回

大宮開成中 1回特待 共学 大宮開成特進1回 大宮開成特進2回 大宮開成英数2回 大宮開成英数1回 栄東A難関大

大宮開成中 特進2回 共学 大宮開成1回特 大宮開成特進1回 大宮開成英数2回 大宮開成特進3回 栄東A難関大

開智中 一貫1回 共学 開智先端A 開智先端B 開智一貫2回 開智未来･特1未来P 城北埼玉特待P

開智中 先端A 共学 開智先端B 開智一貫1回 栄東A難関大 開智一貫2回 栄東東大Ⅰ

開智中 一貫2回 共学 開智先端B 開智一貫1回 開智先端A 栄東A難関大 開智一貫1回

開智中 先端B 共学 開智一貫2回 開智一貫1回 開智先端A 栄東A難関大 開智先端A

開智未来中 特選1回T合格PM 共学 開智未来･特1未来P 開智先端B 開智未来･未A未来P 開智一貫2回 栄東A難関大

開智未来中 特選1回未来合格PM 共学 開智未来･未A未来P 開智未来･特1TP 開智先端B 開智一貫2回 佐野日大1回一般P

開智未来中 特選1回開智合格PM 共学 開智未来･未A未来P 開智未来･未B未来P 開智未来･特1未来P 開智未来･特1TP 開智先端B

開智未来中 未来AT合格PM 共学 開智未来･特1未来P 開智一貫2回 開智先端B 開智未来･未A未来P 開智未来･特1TP

開智未来中 未来A未来合格PM 共学 開智未来･特1未来P 開智未来･特1開智P 開智未来･未B未来P 開智未来･特2未来 開智未来･特1TP

開智未来中 未来B未来合格PM 共学 開智未来･未A未来P 開智未来･特1開智P 開智未来･特1未来P 開智先端B 開智未来･特2未来

開智未来中 特選2回未来合格 共学 開智未来･特1未来P 開智未来･未A未来P 開智未来･未B未来P 開智未来･未ATP 開智未来･特2開智

春日部共栄中 GS合格1/10 共学 春日部共栄GS1/10P 春日部共栄GE1/10P 獨協埼玉1回 専修大松戸1回 春日部共栄GS1/11

春日部共栄中 GE合格1/10PM 共学 春日部共栄GS1/10 開智一貫1回 開智先端B 春日部共栄GE1/11P 獨協埼玉1回

春日部共栄中 GS合格1/10PM 共学 春日部共栄GS1/10 獨協埼玉1回 開智一貫1回 春日部共栄GS1/11P 専修大松戸1回

春日部共栄中 GS合格1/11 共学 春日部共栄GS1/10 栄東A難関大 春日部共栄3回 春日部共栄GS1/10P 春日部共栄GS1/11P

春日部共栄中 GE合格1/11PM 共学 春日部共栄GS1/10 春日部共栄GE1/10P 獨協埼玉1回 春日部共栄GS1/15 春日部共栄GS1/11

◆埼玉県男子校女子校

◆埼玉県男女校

10



Educational Netw ork

学校名 回次 併願校1位 併願校2位 併願校3位 併願校4位 併願校5位

春日部共栄中 GS合格1/11PM 共学 春日部共栄GS1/10P 開智一貫2回 開智先端B 春日部共栄GS1/10 開智先端A

春日部共栄中 GE合格1/15 共学 春日部共栄GS1/10 春日部共栄GE1/10P 春日部共栄GE1/11P 獨協埼玉2回 春日部共栄GS2/4

埼玉県立伊奈学園 共学 淑徳ｽｰﾊﾟｰ特進1回 大宮開成特進2回 大宮開成1回特 開智未来･特1未来P 学習院中等科1回

埼玉栄中 進学1回 共学 埼玉栄難・医ⅠP 埼玉栄難・医Ⅱ 埼玉栄進学2回P 大妻中野3回ｱﾄﾞP 成城2回

埼玉栄中 難関大・医ⅠPM 共学 栄東A難関大 埼玉栄進学1回 栄東B 埼玉栄難・医Ⅱ 成城2回

埼玉栄中 難関大・医Ⅱ 共学 埼玉栄難・医ⅠP 埼玉栄進学1回 埼玉栄進学2回P 栄東A難関大 栄東B

埼玉栄中 進学2回PM 共学 埼玉栄進学1回 埼玉栄難・医Ⅱ 埼玉栄難・医ⅠP 栄東A難関大 栄東B

さいたま市立浦和 1次合格 共学 淑徳与野1回 大宮開成1回特 県立伊奈学園 栄東東大Ⅰ 浦和明の星女子2回

埼玉平成中 1回A進学 共学 日大第二1回 日大豊山1回 大妻中野2回ｱﾄﾞP 富士見2回 富士見3回

栄東中 A東大合格 共学 栄東A難関大 栄東東大Ⅰ 海城2回 麻布 市川1回

栄東中 A難関大 共学 栄東東大Ⅰ 栄東B 栄東東大Ⅱ 立教新座1回 浦和明の星女子1回

栄東中 東大Ⅰ 共学 栄東A難関大 栄東東大Ⅱ 立教新座1回 麻布 海城2回

栄東中 B 共学 栄東A難関大 栄東東大Ⅰ 埼玉栄難・医ⅠP 立教新座1回 淑徳与野1回

栄東中 東大Ⅱ 共学 栄東A難関大 栄東東大Ⅰ 武蔵 栄東B 栄東東大Ⅲ

栄東中 東大ⅢPM 共学 栄東A難関大 栄東東大Ⅰ 栄東東大Ⅱ 栄東B 開智先端B

狭山ヶ丘高付属中 1回 共学 狭山ヶ丘高付属2回 明治大中野2回 城北2回 明治大中野1回 日大第二1回

狭山ヶ丘高付属中 2回 共学 星野学園進学1回 星野学園理数1回P 星野学園進学2回P 富士見1回 星野学園理数2回

昌平中 1回 共学 昌平Tｸﾗｽ1回P 獨協埼玉1回 昌平Tｸﾗｽ2回 国学院大栃木1回 佐野日大1回一般P

昌平中 Tｸﾗｽ1回PM 共学 昌平1回 昌平Tｸﾗｽ2回 昌平2回 大宮開成特進1回 大宮開成特進2回

西武学園文理中 1回 共学 西武文理1回特選P 西武文理2回特選 東京電機大2回P 大妻中野2回ｱﾄﾞP 吉祥女子2回

西武学園文理中 1回特選PM 共学 西武文理1回 浦和明の星女子1回 吉祥女子1回 国学院久我山男ST1P 吉祥女子2回

西武学園文理中 2回特選 共学 西武文理1回 西武文理1回特選P 富士見1回 富士見2回 吉祥女子3回

西武学園文理中 2回 共学 西武文理1回特選P 富士見1回 富士見3回 西武文理1回 西武文理3回

西武学園文理中 3回特選 共学 西武文理1回 西武文理1回特選P 西武文理2回 吉祥女子3回 明大中野八王子1回

西武台新座中 1回特進 共学 西武台新座1回特選P 西武台新座特待P 西武台新座2回特進 東京電機大1回 東京電機大2回P

西武台新座中 1回特選PM 共学 西武台新座1回特進 西武台新座特待P 明治学院1回P 西武台新座2回特選 跡見学園1回Pｸﾗｽ

西武台新座中 2回特進 共学 西武台新座1回特進 日大第二1回 西武台新座2回特選 西武台新座特待P 淑徳ｽｰﾊﾟｰ特進3回

西武台新座中 特待PM 共学 西武台新座1回特進 西武台新座1回特選P 明治学院2回 西武台新座2回特進 明治学院1回P

聖望学園中 1回 共学 東京電機大1回 日大豊山1回 工学院大附1回A特待 大妻中野3回ｱﾄﾞP 富士見2回

聖望学園中 2回PM 共学 星野学園進学2回P 明治学院2回 星野学園進学1回 大妻中野3回ｱﾄﾞP 穎明館1回

東京成徳大深谷中 2回 共学 本庄東高校附属1回 本庄東高校附属2回 本庄東高校附属3回 東京成徳大深谷3回 東京成徳大深谷1回

東京農大第三高附 総合理科 共学 東京農大第三2回P 東京農大第三3回 東京農大第三4回 淑徳与野1回 星野学園進学2回P

東京農大第三高附 2回PM 共学 東京農大第三理科 東京農大第三3回 本庄東高校附属1回 本庄東高校附属2回 東京農大第三4回

東京農大第三高附 3回 共学 東京農大第三2回P 東京農大第三理科 東京農大第三4回 東京農大第一2回P 本庄東高校附属3回

獨協埼玉中 1回 共学 専修大松戸1回 獨協埼玉2回 芝浦工業大柏1回 専修大松戸2回 芝浦工業大柏2回

獨協埼玉中 2回 共学 獨協埼玉1回 獨協埼玉3回 春日部共栄GS1/10 専修大松戸1回 麗澤EE1回

獨協埼玉中 3回 共学 獨協埼玉1回 獨協埼玉2回 春日部共栄GS1/10 専修大松戸1回 春日部共栄GS1/10P

武南中 1回午前 共学 武南1回午後P 獨協埼玉1回 順天3回BP 順天1回BP 獨協埼玉2回

武南中 1回午後PM 共学 武南1回AM 獨協埼玉1回 順天3回BP 獨協埼玉2回 順天1回BP

星野学園中 進学1回 共学 星野学園理数1回P 星野学園進学2回P 星野学園理数2回 富士見1回 星野学園総合選抜

星野学園中 理数1回PM 共学 星野学園進学1回 星野学園理数2回 星野学園進学2回P 富士見1回 淑徳与野1回

星野学園中 理数2回 共学 星野学園進学1回 星野学園進学2回P 星野学園理数1回P 富士見1回 星野学園総合選抜

星野学園中 進学2回PM 共学 星野学園進学1回 星野学園理数2回 星野学園理数1回P 星野学園総合選抜 富士見1回

星野学園中 総合選抜 共学 星野学園進学2回P 星野学園進学1回 星野学園理数1回P 星野学園理数2回 富士見1回

本庄東高校附属中 1回 共学 本庄東高校附属2回 本庄東高校附属3回 東京成徳大深谷2回 佐野日大1回一般P 佐野日大2回一般P

本庄東高校附属中 2回 共学 本庄東高校附属1回 本庄東高校附属3回 佐野日大2回一般P 佐野日大1回一般P 栄東A難関大

本庄東高校附属中 3回 共学 本庄東高校附属2回 本庄東高校附属1回 栄東A難関大 栄東B 佐野日大2回一般P

江戸川学園取手中 難関大1回 共学 江戸川取手難関2回 市川1回 芝浦工業大柏1回 獨協埼玉1回 東邦大東邦前期

江戸川学園取手中 難関大2回 共学 江戸川取手難関1回 獨協埼玉1回 芝浦工業大柏1回 市川1回 常総学院1回一般

常総学院中 1回一般 共学 麗澤EE1回 茗溪学園一般1回 獨協埼玉1回 専修大松戸1回 江戸川取手難関1回

土浦日本大学中等 1回 共学 麗澤EE1回 麗澤EE2回 麗澤EE3回 獨協埼玉1回 足立学園一般1回

茗溪学園中 一般1回 共学 常総学院1回一般 茗溪学園一般2回 市川1回 芝浦工業大柏1回 芝浦工業大柏2回

茗溪学園中 一般2回 共学 茗溪学園一般1回 芝浦工業大柏1回 芝浦工業大柏2回 麗澤EE1回 常総学院1回一般

国学院大栃木中 1回 共学 春日部共栄GE1/10P 栄東A難関大 栄東B 昌平1回 春日部共栄GS1/10

佐野日大中等 1回一般PM 共学 開智未来･特1未来P 開智先端B 開智未来･特1TP 本庄東高校附属2回 開智未来･未A未来P

佐野日大中等 2回一般PM 共学 本庄東高校附属2回 本庄東高校附属3回 本庄東高校附属1回 栄東A難関大 大宮開成1回特

海陽学園中等 給費東京 男子 栄東A難関大 開成 栄東東大Ⅰ 海陽学園東京Ⅰ 西大和学園東京

海陽学園中等 東京Ⅰ 男子 栄東A難関大 海陽学園給費東京 武蔵 筑波大附属駒場 栄東東大Ⅰ

◆地方寮制校　　群馬を除く関東1都5県以外で、首都圏で入試を行う学校

◆茨城県各校

◆栃木県各校
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学校名 回次 併願校1位 併願校2位 併願校3位 併願校4位 併願校5位

静岡聖光学院中 東京Ⅰ期 男子 桐蔭従来男子1次 東洋大京北2回P 東洋大京北1回 聖学院4回特 聖学院1回特P

札幌聖心女子学院 首都圏ｿﾌｨｱｻ 女子 日本女子大附属2回 日本女子大附属1回 専修大松戸1回 香蘭女学校 昭和女子大附属B

函館白百合学園中 首都圏PM 女子 国府台女子学院1回 洗足学園3回 カリタス女子1回 鴎友学園女子1次 鴎友学園女子2次

不二聖心女子学院 S日程 女子 山脇学園B 大妻中野2回ｱﾄﾞP 共立女子A 共立女子B 共立女子C

盛岡白百合中 首都圏入試 女子 香蘭女学校 白百合学園 カリタス女子1回 昭和女子大附属B 東京女学館3回P

愛光中 東京会場 共学 武蔵 栄東A難関大 芝2回 本郷2回 都市大付属Ⅱ類1回P

佐久長聖中 東京会場 共学 土佐塾東京前期 芝1回 東京農大第一1回P 芝2回 成城2回
秀光中等 東京選抜 共学 土佐塾東京前期 青山学院 神奈川大附属A 都等々力S特選2回P 慶應義塾中等部1次

土佐塾中 東京試験前期 共学 東京農大第一1回P 神奈川大附属A 中央大附属横浜2回P 市川1回 都市大付属Ⅰ類1回P

長崎日大中 首都圏会場 共学 日大日吉NｽﾀﾝA-1 日大日吉NｽﾀﾝBP 法政大第二1回 法政大第二2回 日大藤沢1回
西大和学園中 東京入試 共学 栄東A難関大 開成 栄東東大Ⅰ 海城2回 早稲田2回
宮崎日大中 首都圏会場 別学 長崎日大首都圏 成城学園2回 日大日吉NｽﾀﾝA-1 日大日吉NｽﾀﾝBP 成城学園1回
早稲田摂陵中 首都圏1回 共学 長崎日大首都圏 青稜1回BP 高輪C 桜美林1回P 桐蔭従来男子2次P
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