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安定志向の公立高校入試
上位校から大量の受験生が流れ出た！

　昨年同様に、暖かく穏やかな気候の2月 24日、東京都立高
校の一般入試が実施され、そして翌週の3月2日に合格発表が
あり、今年の高校入試もほぼ終了しました。
　全日制の受検者数 45,509 人に対し、合格者数は32,030 人、
実質倍率は1.42 倍となり、平成 24年度、平成 28年度と並ぶ
過去最高の実質競争率となりました。相変わらず根強い都立高
校人気が続いています。専門学科などを除いた普通科だけでは
男子の競争率は1.46 倍（前年度1.45 倍）、女子が1.47 倍（前
年度1.49 倍）で、単位制普通科1.43 倍（前年度1.45 倍）と
合わせても、専門学科の1.26 倍（前年度1.23 倍）、総合学科
の1.34 倍（前年度1.32 倍）と比べ厳しい入試となっています。
　昨年まで続いていた、進学指導重点校を中心とした学力上位
校人気は今年はやや変化が見られ、各校で高い倍率が嫌われ、
「何が何でも都立」という安定志向が見られ 2番手校、3番手
校が激戦となり、大量の不合格者を出しました。
　多摩地区では、中 3生の人数増に合わせ、八王子北、日野、
東大和、小平、小平西で定員が1クラス減、富士森、東大和南、
多摩、清瀬、久留米西、東村山西、狛江で1クラス増となりま

した。定員増となった富士森は前年度に比べ緩やかな入試にな
り、定員減の日野は男子で久しぶりの高倍率となりました。
　多摩地区トップ校の国立は実質倍率が男子1.35 倍（昨年1.60
倍）、女子1.43 倍（昨年 1.68 倍）と最近では最も低い倍率と
なりましたが、合格最低ラインはむしろ上がったようで、実力
のある受験生だけの少数激戦となりました。八王子東も男子は
実質1.25 倍（昨年1.29 倍）女子は実質1.33 倍（昨年1.50 倍）
で緩やかな入試となりました。立川でも男子が2年連続で倍率
が下がり、女子は昨年の倍率を少し下回った結果になりました。
中堅校では小金井北、南平、調布南、松が谷、府中の人気が高く、
高い倍率を維持しています。
　来年度を予測すると、上位校では今年までのグループ作成問
題から、各校ごとの自校作成へと変わるため、国立は難しい出
題となることは間違いなく、つづく八王子東、立川、国分寺で
はやや易しい出題に変わる可能性があります。また中堅校の町
田、日野台、南平、昭和、富士森、松が谷などは倍率によって
大きく難易度が変化するので、慎重な受験校選択が、ギリギリ
のところまで必要になってくることでしょう。

平成29年度  主要都立高校受検倍率と実質倍率
校 名

男　　子 女　　子
定　員 受検者 受検倍率 合格者 実質倍率 定　員 受検者 受検倍率 合格者 実質倍率

国 立 132 185 1.40 137 1.35 121 176 1.45 123 1.43 
立 川 132 201 1.52 136 1.48 121 177 1.46 123 1.44 
八 王 子 東 132 170 1.29 136 1.25 121 164 1.36 123 1.33 
国 分 寺 252 420 1.67 257 1.63 
武 蔵 野 北 100 128 1.28 102 1.25 91 161 1.77 92 1.75 
武 蔵 31 43 1.39 32 1.34 31 57 1.84 32 1.78 
町 田 132 184 1.39 135 1.36 12 179 1.47 123 1.46 
小 金 井 北 100 149 1.49 102 1.46 91 160 1.76 93 1.72 
日 野 台 127 159 1.25 134 1.19 116 166 1.43 118 1.41 
南 平 132 205 1.55 137 1.50 12 194 1.59 124 1.56 
昭 和 132 164 1.24 135 1.21 121 160 1.32 123 1.30 
翔 陽 188 218 1.16 192 1.14 ※ 単位制のため男女合わせての募集
成 瀬 116 150 1.29 118 1.27 107 161 1.50 108 1.49
日 野 132 177 1.34 119 1.49 122 177 1.45 139 1.27 
松 が 谷 99 153 1.55 99 1.55 91 135 1.48 93 1.45 
富 士 森 147 176 1.20 148 1.19 135 193 1.43 141 1.37 
片 倉 100 147 1.47 101 1.46 91 112 1.23 92 1.22 
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中学三年生の冬、私は志望校を決めました。受験まであと二
ヶ月という残り時間の少ない中で志望校を目指し始め、合格す
ることができたことは、本当に奇跡のように思います。親や友
達、そして何より陵南セミナーの先生方の支えにより、私はこ
こまでやってこれたのだと感謝でいっぱいです。
私が入塾したのは、中学三年生の始めでした。人生初の塾だ

ったのでとても緊張しましたが、塾のみんなの雰囲気はとても
あたたかく、すぐになじむことができました。授業もわかりや
すく、楽しい。本当に充実した時間でした。
今回、学芸大学附属高等学校に合格できたのは、陵南セミナ

ーの手厚い指導のおかげだと思っています。この一年、陵南セ
ミナーで得たことを大切に、これからも夢に向かってまっすぐ
に歩んでいきます。本当にありがとうございました。

僕は英語が苦手で、テストの偏差値もとても低かったのです
が、陵南の先生方が基礎からほんとうに丁寧に教えてくれたの
で、いまでは一番の得意教科になりました。正月特訓では、大
晦日も元旦も、授業の後にもかかわらず夜遅くまでつきっきり
で一緒に問題を解いてくれました。
合格発表の日、自分の番号を見つけたときはいままでの苦労

が報われた瞬間でした。合格したことを先生方に伝えると、ま
るで自分のことのように喜んでくれたので嬉しかったです。
僕が陵南に通い始めたのは小学校三年生のときでした。合宿

や講習会はとてもつらかったのですが、いまでは忘れられない
くらいの楽しい思い出です。家族や先生方、一緒に学んだ友達
にほんとうに感謝しています。ありがとうございました。
陵南で過ごした七年間はかけがえのないものになりました。

僕は、三年生の夏に陵南セミナーに入りました。それまでは
部活動がとても忙しく、最後の夏の大会を前に、成績が下がり
始めていました。そんな時、助けてくれたのが陵南セミナーで
した。僕は入塾当初、あまりついていけませんでしたが、塾が
終わった後に先生が個別に対応して下さり、少しずつ追いつい
ていきました。しかし、模擬試験の点数はすぐには上がりませ
んでした。それでも、先生に少したつと結果が表れると言われ
ていたので、それを信じて勉強しました。すると、入試直前か
ら急に結果が出せるようになりました。
一年前は遠い存在だと思っていた学校に合格でき、とてもう

れしいです。授業はもちろん面接練習など授業以外でも支えて
くれた陵南セミナーの先生方、本当にありがとうございました。

僕は、中学二年生の冬期講習から入塾しました。最初の頃
は町田高校を志望していたのですが、中学三年生のとき、も
っと高いレベルを目指してみたいという気持ちが強くなり、
ダメ元で立川高校を目指すことにしました。そして立川高校
を目指して進んでいく中で、塾の先生方の楽しくわかりやす

みんな合格おめでとうみんな合格おめでとうみんな合格おめでとう
東京学芸大学附属高・八王子学園八王子高 ( 文理特進 )　合格

渡辺 美月（八王子・椚田中）

慶應義塾志木高　合格
堀川 元（八王子・椚田中）

都立国立高・桜美林高 ( 選抜 )・帝京大学高・国際基督教大学高　合格
大迫 三士郎（町田・忠生中）

早稲田実業学校高等部　合格
岩元 風希（八王子・長房中）
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い授業のおかげで勉強というものが好きになり、それととも
に実力が身についていくのを感じました。
去年の冬頃、家族と塾の先生との面談を重ね、都立国立高

校を第一志望にすることを決めました。その頃は、受かるか
どうか半信半疑でしたが、先生方の励ましによって、こうし
て笑顔で合格発表から帰ってくることができました。
僕にとって陵南セミナーは、勉強の方法、楽しさを教えて

くれたかけがえのない場所でした。少人数構成のためか、一
人一人を想ってくれる塾でした。

僕が陵南セミナーに入ったのは中学一年生の時でした。最
初は勉強が嫌いで塾に行きたくないと思っていましたが、不
思議と陵南セミナーには通い続けることができました。それ
は授業のわかりやすさと楽しさがあったからだと思います。
また定期テスト前には学校では習わなかった簡単な解き方な
ども教えてもらいました。
中学三年生では合宿で他教室の生徒と一緒に勉強をして刺

激を受けました。そして何より、さまざまなグループ作成校
の過去問を何年分も解き、理社にいたっては十数年分の問題
をやってくれました。この膨大な過去問演習の経験値が合格
への自信になったと思います。そのおかげで本番では実力を
出しきることができました。支えてくれた先生方には感謝の
気持ちでいっぱいです。頑張って手にすることができた高校
生活を全力で楽しみたいと思います。

私は小学校五年生の時に陵南セミナーに入りました。塾に入
ることが初めてだったため、とても緊張していましたが、わか
りやすい授業や、先生の面白い話を聞いて、とても楽しいと思
いました。私は数学が苦手だったので、よく質問をしていまし
た。私が理解するまでとことんつきあってくれ、少しずつでき
るようになりました。推薦入試では、小論文対策や集団討論の
練習を繰り返し行い、たくさんのアドバイスをもらいました。
結果は不合格でしたが、自分を成長させることができ、良い経

験だったなと思います。
入試まで残り一週間となった時、不安でいっぱいでした。し

かし先生の励ましや塾の入試演習のおかげで、少しずつ手ごた
えをつかんでいきました。そして、合格発表の日、自分の番号
があったので、ほっとしました。この日を迎えられたのは陵南
セミナーの先生方のおかげです。ありがとうございました。

私は、中学一年生の頃から、陵南セミナーに通い始めました。
中一、中二と豊田教室で学んでいましたが、初めはまさか自
分が八王子東高校なんて受けるとは思っておらず、なんとな
く過ごしていました。しかし、中三の夏休みの合宿で、一日
十時間以上を、他の教室の自分と同じ受験生の人たちと共に
勉強をしていくうちに、じわじわと自分も受験生なんだとい
う自覚が芽生えてきました。
受験するにあたって、私の最大の難関は、内申が取れないこ

とでした。特に、体育、音楽、美術などの実技教科は、都立高
校では二倍にされるのに、その実技教科の内申が私は悪いため、
何度も心が折れそうになりました。しかし、豊田教室の先生た
ちは、「大丈夫だ！特に理科と社会を徹底的に覚えて、当日に
点を取れば、大した事ない！」と常に私を応援してくれました。
日々の受験勉強はとても大変でしたが、それを乗り越えた

ことで大きく成長できたのではないかと思います。また、た
くさんの人に支えられてきたことを改めて実感させられまし
た。私を見守り、支えてくれた家族、そして豊田教室の先生
たち、本当にありがとうございました。

ニコニコ顔の合格体験記ニコニコ顔の合格体験記ニコニコ顔の合格体験記

都立八王子東高・早稲田実業学校高等部・拓殖大学第一高（特進）　合格
板橋 佑真（昭島・清泉中）

都立八王子東高・八王子学園八王子高（特進）・帝京大学高・拓殖大学第一高（特進）　合格
佐孝 瑠那（日野・日野第四中）

都立八王子東高・八王子学園八王子高（特進）・拓殖大学第一高　合格
立花 慧奈（八王子・由井中）
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僕は中学受験に失敗し、そのころから八王子東高校でリベ
ンジを果たすという話を親となんとなくしていたのですが、
いざ高校受験を前にすると「受験面倒くさいなあ」というの
が口癖になり、過去問を解いた時は点の低さに驚きました。
先生は「まあ初めはこんなもんだ」と言ってくれましたが、
正直二十点台が数カ月で六十点台まではね上がるとは到底思
えず、不安を通り越して絶望に近い思いを抱きました。それ
と共にだんだんとやる気をなくし、途中からは「なるように
なるかなあ」などとのん気なことを言うようになっていまし
た。しかし、陵南セミナーでずっと問題を解き、授業を受け
ていたら、予想の斜め上を行くスピードで点数が上がってい
き、最終的には大分安定した点数が取れるようになってきま
した。
本番は陵南で解いた過去問の点数が高かったこともあり、

ほぼ全く緊張しませんでした。社会はおそらく今までで一番
低い点ですが、国語、数学で過去最高得点を出し、カバーす
ることができました。この合格は陵南セミナーの先生たちの
授業あってこそのものだと思います。本当にお世話になりま
した。ありがとうございました。

私は中学校一年生になった頃から八王子東高校に進学した
いと思っていました。そのためにテスト前や普段から積み重
ねて勉強をしました。陵南セミナーは自習する場所があり、

わからない所があると気軽に先生に聞くことができる塾でし
た。さらに授業がとても楽しく、良く勉強することができま
した。
私は十月の中旬まで部活があり、授業にはたくさん遅刻し、

夏期講習を半分近く休んでしまいました。そのため、周りの
人との差を感じました。部活引退後、私は本気で勉強しました。
そして何とか挽回することができました。自習室の利用も増
加し、授業も真面目に受けました。しかし本番は思うように
点数が取れずだめだと思いました。発表の日、自分の番号が
掲示されているのを見てとてもうれしかったです。
私が志望校に合格できたのは、三年間この塾に通ったから

だと思います。本当にありがとうございました。

陵南セミナーには感謝の気持ちでいっぱいです。僕は勉強
が嫌いで、勉強など大学受験のときにすればいいと思ってま
した。でも、勉強をさぼればさぼるほど周りの人に点数で抜
かされていきました。そして、自分を正当化してごまかして
いました。
そんな情けない僕を陵南セミナーはいつも相手にしてくれ

ました。自分にとって数学を好きな教科にしてくれたり、点
数を取る喜びを教えてくれたりしました。塾にずっと通って
いるうちに、大変だけど確実に点数が伸びました。そうやっ
て忍耐力をつけていると、競争心が芽生え、周りの人に点数
では負けたくないと思いながら勉強できるようになりました。
このような環境を陵南セミナーから与えてもらった自分は幸
せです。自分を救ってくれて本当にありがとうございました。

私が八王子東高校を目指し始めたのは、文化祭や学校説明
会に行っていろいろと見たり聞いたりした頃です。とても雰
囲気が好きで絶対にここに行きたいと思いました。塾では同
じ目標を持った仲間たちと切磋琢磨し合い、夏に行った合宿
では他の教室の人たちとも仲良くなることができ、大変でし
たが良い経験になりました。夏以降も努力を重ね徐々に目標

みんな合格おめでとうみんな合格おめでとうみんな合格おめでとう

都立八王子東高・拓殖大学第一高　合格
壺井 悠以（八王子・中山中）

都立八王子東高・八王子学園八王子高（選抜）　合格
糸賀 優莉（八王子・みなみ野中）

都立八王子東高・帝京大学高・拓殖大学第一高（特進）　合格
岡 淳紀（日野・日野第四中）

都立八王子東高・八王子学園八王子高（特進）　合格
川上 創一郎（八王子・みなみ野中）
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に向かってステップアップしていきました。しかし、試験一
週間前に大きなスランプに陥ってしまい、気持ち的にもかな
り落ち込みましたが、塾の先生方が残りの数日間を懸命に指
導して下さったおかげで、スランプから脱することができま
した。
試験当日は英語の出来が悪く、発表までの一週間がとても

憂鬱でした。発表当日の朝、食事も喉を通らない程緊張して
いました。少し遅れて発表会場に着き、すでに張り出されて
いた掲示から自分の番号を見つけた時は本当に信じられませ
んでした。無事に合格できたのも塾の先生方の献身的なご指
導があったおかげです。ありがとうございました。

僕は小学生のときから陵南セミナーに通っていました。最
初の方は塾に行くのが嫌だったこともあったけれど、クラス
がとても明るく楽しかったので、次第に楽しくなりました。
夏休みや冬休みの間も一緒に勉強をしていたため、学校のク
ラスよりも良いクラスになれたと思います。入試当日は、数
学で失敗してしまい不安だったけれど、同じクラスの人達と
話していると少し安心できました。そのときにこの塾で勉強
できて心からよかったと思えました。
合格発表の日はとても緊張しました。それでも自分が合格

と知ったときの喜びは言葉では言い表せないほどでした。不
安なときに支えてくれて、仲間と喜びを分かち合うことがで
きた陵南セミナーに心から感謝しています。

私が入塾したのは二年生の夏でした。一学期の期末テストで
ひどい点数を取ってしまい、塾の勉強もついて行けませんでし
た。しかし、塾の仲間ができている問題があると自分も頑張ろ
うと思いました。ここまで自分の学力を向上させることができ
たのも、塾の先生や仲間のおかげです。今思うと、このまま塾
に入っていなかったらどうなっていたのか恐ろしくなります。
陵南に通っていた中で一番印象に残っているのは合宿です。

合宿はとてもつらかったけど、確実に二次関数ができるよう
になったし、長時間の勉強も苦ではなくなりました。BBQ で
はおいしいお肉を食べたり、友達と話して心を癒すことがで
きました。本当に陵南ありがとう。陵南が大好きです。

僕が陵南セミナーに通い始めたのは、小学二年生の頃でした。
小学生のときは学校で出された宿題をこなし、塾で授業を受け
ていただけでテストで高得点をとって満足していました。しか
し中学生になると定期テストが追加され、今までの方法だけで
は満足した点数はとれないと感じ、先生から問題のプリントを
もらったり、難しい発展問題に取り組んだりしました。そのよ
うにしているうちに高校入試を意識するようになりました。
中学三年生になり、最初の自校作成模擬試験がありました。

結果は志望校の合格圏を七十点も下回る、合格とは程遠い点数
でした。受験の厳しさを知らされ、両親にも八王子東を受ける
ことを反対されました。しかし、僕は受験することを固く決心

ニコニコ顔の合格体験記ニコニコ顔の合格体験記ニコニコ顔の合格体験記
都立八王子東高・帝京大学高・拓殖大学第一高（特進）　合格

松浦 朱音（日野・日野第四中）

都立八王子東高・八王子学園八王子高 ( 特進 )・拓殖大学第一高　合格
岡元 亮（八王子・椚田中）

都立八王子東高・帝京大学高・拓殖大学第一高（特進）　合格
安藤 隆良（八王子・第一中）
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し、立ち向かっていくことに決めました。この思いを先生は汲
んでくれて熱心に指導してくれました。受験当日も高校の門の
前でエールを送ってくれました。そのおかげで本番でも自信を
持って臨むことができました。

私は二年生の夏から陵南セミナーに通い始めました。それま
では塾に通ったことがなく、少し不安もありましたが、アット
ホームな雰囲気で楽しく通うことができました。
授業は基礎から応用までわかりやすい説明があり、つまずい

た所はさらに解説してくれました。質問にも真剣に答えてくれ
たので、きちんと理解して整理することができたのではないか
と思います。受験の直前は、「土曜特訓」「正月特訓」「直前特訓」
など、名前を変えて色々な講習があり、毎日のように塾に通い
ました。大変だと思うときもありましたが、自分の自信や力に
なったと思います。また、面接の練習もして下さり、イメージ
を持って本番に臨むことができました。
お世話になった人たちに合格を報告することができて、良か

ったです。ありがとうございました。

私は中学二年の春から陵南セミナーに通い始めました。淵野
辺教室の授業は楽しく、わかりやすくて、質問もしやすかった
ので、できない部分をすぐに解決することができ、短い時間で
多くの問題を理解することができました。また、夏期特訓合宿

では、何とか授業に食らいついていくために午前二時まで必死
に復習したことで、受験生としての自覚が強まりました。
私をいつも支え続けてくれた家族と最後まで私を信じてくれ

た塾の先生方のおかげで第一志望の県立相模原高校に合格する
ことができました。本当にありがとうございました。

私は中学一年生の二月から陵南セミナーに通塾し始めまし
た。入った当初はそれまであまり勉強していなかったせいで月
例テストなどであまりいい結果を出せませんでしたが、わから
ないところを先生から丁寧に教えていただいたおかげでテスト
などでいい結果を出せるようになりました。
合格発表の日、私は行く途中、不合格だったらどうしようと

とても緊張しましたが、結果は合格でほっとしました。
私は陵南セミナーの先生方のサポートがあったから合格でき

たと思っています。今までお世話になった先生方、約二年間本
当にありがとうございました。

僕は小学校六年生の夏に陵南セミナーに入塾しました。僕は
中学受験を目的に入塾しましたが、失敗してしまい、そこで気
持ちが切れてしまいました。しかし、陵南セミナーの先生方が
僕の事を理解してくれたおかげで勉強に集中できるようになり
ました。
その後は塾内での友達もでき、学校でも充実した生活ができ

るようになりました。特に中学三年生の時は夏休み、冬休みで
の講習や、合宿など、勉強面で充実できました。そして受験で
は僕は教室長の勧めで私立高校 3校と公立高校を受けました。
全て受け終わった後は自信がなかったのですが、すべて合格

することができ、言葉では表せないほどの喜びがこみあげてき
ました。またそれと同時に、両親や、先生方への感謝もこみあ
げてきました。今まで僕に親身になって教えていただきありが
とうございました。

みんな合格おめでとうみんな合格おめでとうみんな合格おめでとう

県立海老名高・八王子学園八王子高（文理選抜）・八王子実践高（J 特進）・桜美林高　合格
安部 悠太（相模原・相原中）

県立大和高・八王子学園八王子高（文理特進）　合格
大神田 流星（相模原・内出中）

県立相模原高・八王子学園八王子高　合格
飯島 瑞葉（相模原・大野北中）

県立厚木高・八王子学園八王子高（文理特進）　合格
清水 まこ（相模原・相原中）
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◆国　語
①	 90	 小林　禅士	 高　幡
①	 90	 吉田　航瑠	 高　幡
③	 85	 吉澤　龍哉	 西　八
③	 85	 野中　謙太	 橋　本
③	 85	 奈良　雛乃	 北　八
③	 85	 伊野　心菜	 桜美林

◆算　数
①	100	 臼井　隆太	 淵野辺
②	 95	 加地　菜花	 七　国
③	 90	 小林　禅士	 高　幡
③	 90	 外崎　大翔	 北　八
⑤	 88	 吉澤　龍哉	 西　八

◆２教科合計
①	180	 小林　禅士	 高　幡
②	173	 吉澤　龍哉	 西　八
③	170	 吉田　航瑠	 高　幡
③	170	 外崎　大翔	 北　八
⑤	168	 野中　謙太	 橋　本

小４	練成科

◆国　語
①	 95	 堀江　理美	 高　幡
②	 75	 北山　　玖	 高　幡
②	 75	 岩崎　　大	 北　八
④	 73	 河野　陽亜	 めじろ
④	 73	 橋本　莉香	 高　幡

◆算　数
①	 90	 堀江　理美	 高　幡
①	 90	 北田淳之介	 豊　田
③	 85	 渡辺　七海	 豊　田
④	 80	 奥山　　晄	 中　神
④	 80	 五島　悠翔	 七　国
④	 80	 日野美穂理	 七　国

◆２教科合計
①	185	 堀江　理美	 高　幡
②	160	 北田淳之介	 豊　田
③	150	 五島　悠翔	 七　国
④	148	 奥山　　晄	 中　神
⑤	147	 渡辺　七海	 豊　田

小５	学習科

◆国　語
①	 96	 長島　　愛	 七　国
②	 91	 北沢　優衣	 七　国
③	 90	 布目　ゆい	 めじろ
③	 90	 北川　雄也	 めじろ
③	 90	 大高　陽子	 豊　田

◆算　数
①	100	 岡田　智希	 高　幡
②	 96	 程嶋　大雅	 豊　田
②	 96	 大高　陽子	 豊　田
④	 92	 大橋　匡悟	 豊　田
④	 92	 牧野　皓一	 桜美林

◆２教科合計
①	186	 大高　陽子	 豊　田
②	183	 岡田　智希	 高　幡
③	181	 程嶋　大雅	 豊　田
④	180	 牧野　皓一	 桜美林
⑤	178	 布目　ゆい	 めじろ
⑤	178	 北川　雄也	 めじろ

小６	学習科

◆算　数
①	100	 尾形　　優	 めじろ
①	100	 照井　涼斗	 淵野辺
①	100	 柘植野雅也	 淵野辺
①	100	 金子　　結	 淵野辺
⑤	 96	 木下　大雅	 西　八
⑤	 96	 神崎　大夢	 西　八
⑤	 96	 朝井　梨帆	 桜美林
⑤	 96	 大友　信哉	 桜美林
⑤	 96	 中川　天智	 桜美林
⑤	 96	 川田　果穏	 中　神
⑤	 96	 追野　卓磨	 七　国

◆英　語
①	100	 田代　陽太	 西　八
①	100	 石山集一朗	 豊　田
①	100	 本吉　美月	 橋　本
①	100	 朝井　梨帆	 桜美林
①	100	 大友　信哉	 桜美林
①	100	 佐藤　梨花	 中　神
①	100	 後藤　琉央	 七　国
①	100	 海老原智咲	 七　国

◆２教科合計
①	196	 尾形　　優	 めじろ
①	196	 朝井　梨帆	 桜美林
①	196	 大友　信哉	 桜美林
①	196	 金子　　結	 淵野辺
⑤	192	 本吉　美月	 橋　本
⑤	192	 川田　果穏	 中　神

中１	受験科

◆国　語
①	 92	 長良　涼平	 高　幡
①	 92	 畝本　琴海	 中　野
①	 92	 石川　　航	 七　国
④	 88	 宗廣茉由子	 めじろ
⑤	 87	 中沢　貫志	 橋　本
⑤	 87	 桒原　康平	 桜美林

⑦	 86	 程嶋萌々香	 豊　田
⑧	 85	 山崎　竜麻	 桜美林
⑨	 84	 丸山　佳音	 めじろ
⑨	 84	 成繁　由奈	 高　幡
⑨	 84	 水谷綜太郎	 豊　田
⑨	 84	 福澤　　翼	 淵野辺

◆数　学
①	100	 外山　　葵	 桜美林
②	 96	 程嶋萌々香	 豊　田
②	 96	 桒原　康平	 桜美林
②	 96	 石川　　航	 七　国
⑤	 92	 小俣　結生	 西　八
⑤	 92	 長良　涼平	 高　幡
⑤	 92	 松浦　拓未	 豊　田
⑤	 92	 水谷綜太郎	 豊　田
⑤	 92	 佐藤　大翔	 多摩境
⑤	 92	 大工　裕真	 中　神

◆英　語
①	100	 長良　涼平	 高　幡
①	100	 成繁　由奈	 高　幡
①	100	 守屋　旺祐	 高　幡
①	100	 程嶋萌々香	 豊　田
①	100	 中沢　貫志	 橋　本
①	100	 大工　裕真	 中　神
①	100	 石川　　航	 七　国
⑧	 98	 丸山　佳音	 めじろ
⑧	 98	 田川　　慧	 めじろ
⑧	 98	 濱中　菜月	 豊　田
⑧	 98	 菅原　丈慶	 桜美林
⑧	 98	 荒井　晴希	 桜美林
⑧	 98	 山崎　竜麻	 桜美林
⑧	 98	 臼井明日香	 桜美林

◆３教科合計
①	288	 石川　　航	 七　国
②	284	 長良　涼平	 高　幡
③	282	 程嶋萌々香	 豊　田
④	275	 中沢　貫志	 橋　本
④	275	 外山　　葵	 桜美林
⑥	272	 水谷綜太郎	 豊　田
⑦	270	 畝本　琴海	 中　野
⑧	269	 荒井　晴希	 桜美林
⑨	268	 大工　裕真	 中　神
⑩	267	 山崎　竜麻	 桜美林

中２	受験科

◆国　語
①	 96	 鈴木　咲耶	 高　幡
①	 96	 加藤　李香	 桜美林
③	 92	 神崎　翔午	 西　八
③	 92	 進　麟大郎	 桜美林
⑤	 90	 上本　夏菜	 中　神
⑥	 88	 山本　果歩	 中　野
⑥	 88	 金子　澄香	 中　野

⑥	 88	 森田　結衣	 中　野
⑥	 88	 大田　采佳	 豊　田
⑥	 88	 西森　陽菜	 豊　田
⑥	 88	 柴　　佑璃	 豊　田
⑥	 88	 田邉　彩乃	 みなみ
⑥	 88	 小林侑香子	 日　野
⑥	 88	 小笹　圭一	 桜美林
⑥	 88	 斉藤　遥生	 中　神

◆数　学
①	100	 神崎　翔午	 西　八
①	100	 井上　輝星	 中　神
①	100	 上本　夏菜	 中　神
①	100	 斉藤　遥生	 中　神
⑤	 96	 金子　澄香	 中　野
⑤	 96	 柴　　佑璃	 豊　田
⑤	 96	 谷定　和馬	 みなみ
⑤	 96	 村上　　怜	 日　野
⑤	 96	 朝妻　　雅	 桜美林
⑩	 95	 櫻井　遥南	 高　尾
⑩	 95	 前所　佳奈	 中　野
⑩	 95	 福本和甫巳	 中　野
⑩	 95	 櫻井　優花	 豊　田
⑩	 95	 本田　暁久	 豊　田
⑩	 95	 田邉　彩乃	 みなみ
⑩	 95	 平井　大智	 桜美林
⑩	 95	 丸山　拓馬	 中　神

◆英　語
①	100	 神崎　翔午	 西　八
①	100	 櫻井　悠貴	 豊　田
③	 96	 丸山　巧弥	 西　八
③	 96	 鈴木　咲耶	 高　幡
③	 96	 田邉　彩乃	 みなみ
③	 96	 稲田　　遥	 日　野
③	 96	 伊藤　大悟	 日　野
③	 96	 本多　未來	 七　国
⑨	 92	 大山　賢人	 豊　田
⑨	 92	 槙　　優歩	 みなみ
⑨	 92	 伊藤　悠人	 北　八
⑨	 92	 橋口　　舞	 桜美林
⑨	 92	 進　麟大郎	 桜美林
⑨	 92	 上本　夏菜	 中　神

◆３教科合計
①	292	 神崎　翔午	 西　八
②	282	 上本　夏菜	 中　神
③	279	 鈴木　咲耶	 高　幡
③	279	 田邉　彩乃	 みなみ
⑤	272	 柴　　佑璃	 豊　田
⑥	271	 伊藤　大悟	 日　野
⑦	268	 金子　澄香	 中　野
⑧	267	 櫻井　優花	 豊　田
⑨	264	 森田　結衣	 中　野
⑨	264	 加和　幸樹	 桜美林
⑨	264	 斉藤　遥生	 中　神

中２受験科

小３練成科 

小４練成科 

小５学習科

小６学習科

中１受験科

2月　月例テスト成績優秀者
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●国立高校
東京学芸大学附属高………… 1 名
渡辺 美月 （八王子 ･ 椚田中）

東京工業高専………………… 5 名
陵南 つばさ （八王子 ･ 横山中）

川久保 颯人 （日野 ･ 七生中）

陵南 みらい （町田 ･ 忠生中）

窪田 修也 （町田 ･ 武蔵岡中）

名和 悟史 （昭島 ･ 福島中）

●東京都立高校
国立高………………………… 3 名
溝江 里菜 （八王子 ･ 石川中）

加藤 碩人 （町田 ･ 小山田中）

大迫 三士郎 （町田 ･ 忠生中）

八王子東高…………………… 16 名
安藤 隆良 （八王子 ･ 第一中）

山浦 里紗 （八王子 ･ 第五中）

川上 創一郎 （八王子 ･ みなみ野中）

糸賀 優莉 （八王子 ･ みなみ野中）

梶原 悠真 （八王子 ･ 石川中）

壺井 悠以 （八王子 ･ 中山中）

立花 慧奈 （八王子 ･ 由井中）

岡元 亮 （八王子 ･ 椚田中）

倉田 光瑠 （日野 ･ 第四中）

岡 淳紀 （日野 ･ 第四中）

松浦 朱音 （日野 ･ 第四中）

佐孝 瑠那 （日野 ･ 第四中）

高橋 里奈 （町田 ･ 小山田中）

朝井 香帆 （町田 ･ 小山田中）

小森 みなみ （昭島 ･ 瑞雲中）

板橋 佑真 （昭島 ･ 清泉中）

立川高………………………… 5 名
齋藤 美久 （八王子 ･ 第五中）

陵南 つばさ （八王子 ･ 横山中）

河口 央実 （日野 ･ 第四中）

伊藤 輝仁 （町田 ･ 小山田中）

桒原 周子 （町田 ･ 忠生中）

国分寺高……………………… 7 名
曽根 春紀 （八王子 ･ みなみ野中）

宮尾 柚凪 （日野 ･ 第一中）

渡辺 優 （日野 ･ 第一中）

木崎 百優 （日野 ･ 第四中）

中田 花 （日野 ･ 大坂上中）

三浦 佑大 （昭島 ･ 瑞雲中）

陵南 みらい （昭島 ･ 清泉中）

国際高………………………… 1 名
藤山 瑞稀 （町田 ･ 小山中）

駒場高………………………… 2 名
安室 皓平 （八王子 ･ 第七中）

荒居 凌正 （町田 ･ 忠生中）

武蔵野北高…………………… 1 名
向井 飛雅 （昭島 ･ 瑞雲中）

町田高………………………… 5 名
小西 結葉 （八王子 ･ 城山中）

齋藤 梨々花 （町田 ･ 小山田中）

小川 慎之介 （町田 ･ 小山田中）

宮田 正梧 （町田 ･ 小山田中）

井上 陸玖 （町田 ･ 忠生中）

小金井北高…………………… 1 名
石川 美穂 （八王子 ･ 第七中）

日野台高……………………… 13 名
西村 僚真 （八王子 ･ みなみ野中）

鈴木 俊詞 （八王子 ･ 川口中）

水越 貴郁 （八王子 ･ 椚田中）

宮川 滉人 （八王子 ･ 椚田中）

富田 悠吾 （日野 ･ 第二中）

岡 春菜 （日野 ･ 第四中）

栗原 萌 （日野 ･ 第四中）

陵南 つばさ （日野 ･ 七生中）

石川 耕太郎 （日野 ･ 大坂上中）

陵南 つばさ （町田 ･ 小山中）

渡辺 竜基 （町田 ･ 忠生中）

中路 健斗 （昭島 ･ 瑞雲中）

池原 直希 （昭島 ･ 清泉中）

調布北高……………………… 1 名
土井 ひかり （八王子 ･ 中山中）

昭和高………………………… 2 名
陵南 つばさ （八王子 ･ みなみ野中）

中田 宥美 （八王子 ･ 椚田中）

南平高………………………… 13 名
仁井田 陽人 （八王子 ･ みなみ野中）

陵南 つばさ （八王子 ･ みなみ野中）

右角 咲菜 （八王子 ･ 七国中）

本多 凌 （八王子 ･ 七国中）

横山 慎平 （八王子 ･ 椚田中）

市川 未菜 （八王子 ･ 椚田中）

阿左美 のり子 （八王子 ･ 椚田中）

宮川 卓 （八王子 ･ 椚田中）

鳥居 美里 （八王子 ･ 椚田中）

柳沢 翔太郎 （日野 ･ 第四中）

陵南 みらい （日野 ･ 第四中）

小原 凛々伽 （日野 ･ 第四中）

大河原 星夏 （町田 ･ 小山中）

東大和南高…………………… 2 名
陵南 つばさ （昭島 ･ 瑞雲中）

横山 莉子 （昭島 ･ 福島中）

小平高………………………… 1 名
都築 彩花 （八王子 ･ 椚田中）

調布南高……………………… 2 名
木村 友哉 （八王子 ･ 椚田中）

阿部 大河 （町田 ･ 小山中）

神代高………………………… 4 名
陵南 みらい （八王子 ･ 由井中）

直井 杏実 （八王子 ･ 椚田中）

陵南 みらい （八王子 ･ 椚田中）

保坂 樹里 （日野 ･ 第四中）

翔陽高………………………… 16 名
笹原 千聖 （八王子 ･ 第一中）

星野 有紀 （八王子 ･ 第二中）

森田 妃奈乃 （八王子 ･ ひよどり山中）

城戸 脩吾 （八王子 ･ みなみ野中）

陵南 みらい （八王子 ･ みなみ野中）

田尻 日夏 （八王子 ･ 横山中）

佐藤 孝樹 （八王子 ･ 館中）

植田 美南 （八王子 ･ 七国中）

小林 舞 （八王子 ･ 浅川中）

陵南 つばさ （八王子 ･ 椚田中）

鎌田 和希 （八王子 ･ 椚田中）

陵南 みらい （八王子 ･ 椚田中）

林 星輝 （八王子 ･ 椚田中）

大塚 結月 （日野 ･ 平山中）

宮川 萌 （町田 ･ 堺中）

能澤 優衣 （町田 ･ 小山中）

上水高………………………… 3 名
中井 沙耶 （日野 ･ 第二中）

田邉 茉里 （昭島 ･ 瑞雲中）

吉田 皇紀 （昭島 ･ 福島中）

成瀬高………………………… 4 名
山崎 直樹 （八王子 ･ みなみ野中）

田中 敦貴 （八王子 ･ 七国中）

内田 あみ （町田 ･ 小山中）

野口 真未 （町田 ･ 小山田中）

小平南高……………………… 1 名
荒井 涼太 （八王子 ･ 七国中）

産業技術高専………………… 2 名
廣瀬 笙悟 （日野 ･ 大坂上中）

曲山 颯人 （町田 ･ 小山田中）

芦花高………………………… 1 名
長嶋 実利 （町田 ･ 小山中）

東大和高……………………… 4 名
杉田 山吹 （八王子 ･ みなみ野中）

池田 大晟 （八王子 ･ みなみ野中）

五十嵐 亜美 （立川・第七中）

荒木 茉穂 （昭島 ･ 福島中）

日野高………………………… 12 名
田中 冴英 （八王子 ･ 宮上中）

小藤 舞柚 （八王子 ･ 甲ノ原中）

黒崎 悠人 （八王子 ･ 城山中）

井上 愛唯 （八王子 ･ 石川中）

古屋 菜月 （八王子 ･ 浅川中）

川畑 夕雛 （八王子 ･ 椚田中）

加藤 若菜 （八王子 ･ 椚田中）

三浦 智士 （日野 ･ 第三中）

住田 嘉代 （日野 ･ 第四中）

西川 陸斗 （日野 ･ 三沢中）

大塚 葉月 （日野 ･ 平山中）

陵南 つばさ （昭島 ･ 清泉中）

富士森高……………………… 18 名
松が谷高……………………… 4 名
小川高……………………… 6 名
府中西高……………………… 1 名
府中東高……………………… 2 名
片倉高……………………… 11 名

その他多数合格
●神奈川県立高校 
厚木高………………………… 1 名
清水 まこ （相模原 ･ 相原中）

相模原高……………………… 1 名
飯島 瑞葉 （相模原 ･ 大野北中）

大和高………………………… 1 名
大神田 流星 （相模原 ･ 内出中）

弥栄高………………………… 1 名
江口 潮音 （相模原 ･ 大野北中）

海老名高……………………… 1 名
麻溝台高……………………… 1 名
上溝南高……………………… 1 名
橋本高………………………… 2 名

その他多数合格
●私立高校 
早稲田実業高………………… 2 名
岩元 風希 （八王子 ･ 長房中）

板橋 佑真 （昭島 ･ 清泉中）

慶應志木高…………………… 1 名
堀川 元 （八王子 ･ 椚田中）

国際基督教大学高…………… 1 名
大迫 三士郎 （町田 ･ 忠生中）

錦城高（特進））））………………… 1 名
帝京大学高…………………… 9 名
八王子学園八王子高（特進））… 11 名
法政大学高…………………… 1 名
拓殖大学第一高（特進））……… 10 名
八王子学園八王子高（選抜））… 13 名
桜美林高……………………… 20 名
東京電機大学高……………… 2 名
日本大学第三高……………… 5 名
工学院大学附属高（特進））…… 5 名
麻布大学付属高（特進））……… 4 名
東京純心女子高……………… 2 名
日本大学櫻丘高……………… 3 名

その他多数合格
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