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静かな戦いの中学入試
３年連続コロナ禍での中学入試！緊張感溢れる会場

★近隣主要私立国立公立中学入試応募状況

中 学 校 名 定　員 2023年 2022年
応募者 競争率 応募者 競争率

桐 朋 ① 120 380 3.2 317 2.6 
桐 朋 ② 60 597 10.0 512 8.5 
大 妻 多 摩 ① 40 96 2.4 84 2.1 
大 妻 多 摩 ② 35 177 5.1 156 4.5 
吉 祥 女 子 ① 134 626 4.7 606 4.5 
吉 祥 女 子 ② 100 1006 10.1 977 9.8 
晃 華 学 園 ① 50 122 2.4 127 2.5 
晃 華 学 園 ② 35 277 7.9 256 7.3 
晃 華 学 園 ③ 25 155 6.2 148 5.9 
穎 明 館 ① 50 138 2.8 156 3.1 
穎 明 館 ② 60 211 3.5 246 4.1 
穎 明 館 ③ 30 286 9.5 322 10.7 
穎 明 館 ④ 30 187 6.2 215 7.2 
桜 美 林 ① AM 30 109 3.6 111 3.2 
桜 美 林 ① PM 45 309 6.9 366 7.3 
桜 美 林 ② PM 25 285 11.4 322 10.7 
桜 美 林 ③ PM 10 176 17.6 220 22.0 
中 央 大 附 属 ① 100 484 4.8 514 5.1 
中 央 大 附 属 ② 50 683 13.7 608 12.2 
帝 京 大 ① 40 141 3.5 146 3.7 
帝 京 大 ② 40 222 5.6 241 6.0 
帝 京 大 ③ 30 295 9.8 295 9.8 
明 大 中 野 八 王 子 A1 100 406 4.1 406 4.1 
明 大 中 野 八 王 子 A2 40 460 11.5 494 12.4 
明 大 中 野 八 王 子 B 20 263 13.2 337 16.9 
明 大 明 治 ① 45 283 6.3 289 6.4 
明 大 明 治 ① 45 290 6.4 298 6.6 
早 稲 田 実 業 70 320 4.6 337 4.8 
早 稲 田 実 業 40 204 5.1 210 5.3 
学 芸 大 小 金 井 57 146 2.6 167 2.6 
都 立 立 川 国 際 65 213 3.3 299 4.6 
都 立 立 川 国 際 65 281 4.3 363 5.6 
都 立 南 多 摩 80 308 3.9 331 4.1 
都 立 南 多 摩 80 354 4.4 348 4.4 
県 立 相 模 原 160 982 6.1 1062 6.6 

新型コロナウイルスの感染がまだ収まらない中、２月１日か
ら 2023 年度の中学入試が東京・神奈川で開始されました。各
校とも登校時の体温チェックなど厳重な感染症対策を講じた上
での入試で、昨年同様にピリピリと緊張した雰囲気の入試とな
りました。例年多く見られる校門付近での様々な塾の先生たち
の激励や応援も全くなく、無言で校門へと向かうマスク姿の親
子連れが続く、静まりかえった緊張感溢れる朝となりました。
幸い、入学試験時の感染という事例は今のところ聞かれず、無
事に今年も中学入試が終了しました。
人気復活傾向が続いていた中学受験ですが、コロナの影響か
応募者増が頭打ちになった学校が今年も多く見られました。近
年応募者を増やし続けてきた男女共学校が今年は軒並みに不
調で、応募者減に転じています。一方、近年受験生離れが進ん
できた学校が多い男子校、女子校では上昇に転じた学校が多く
なっています。
男子多摩地区トップ校の桐朋は１日、２日とも大幅に受験生
が増え、久しぶりの大激戦となってしまいました。女子多摩地
区トップ校の吉祥女子は２年連続で受験生を増やし、2日はと
うとう 1000 名の大台に乗せる大人気となっています。つづく
晃華学園も１日こそわずかに減少したものの、トータルでは上
昇傾向です。
その他、私立では穎明館が全日程減、桜美林も１日午前は定
員を減らしたため、倍率は増えたものの応募者は全日程減、帝
京大も３日は昨年と同数ですが、１日と２日は応募者減となっ
ています。中央大附属、明大中野八王子、明大明治、早稲田実
業などの人気大学付属校でもほとんどの学校で応募者減となっ
ています。
一方、公立中高一貫校でも多摩地区では、増加したのはわず
かに三鷹女子と南多摩女子のみで、他はすべて昨年を下回る応
募者となりました。また男女合わせての募集である相模原中等
教育学校でも 80名減の 6.1 倍という結果でした。
見事に合格を勝ち取ったみなさん、おめでとうございます。
君達の実力がはっきりと証明されたのですから、自信を持って
堂々と新しい中学校生活に踏み出してください。いつでも応援
しています。みんなと一緒に楽しく頑張ってこれたこと、そし
て結果を出せたことをとても嬉しく思っています。ぜひピカピ
カの制服姿で新しい学校生活を報告に来てください。
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1 日の吉祥女子中が第一志望だったので、朝起きたときから
緊張していました。でも試験場に着き「入試十五分前」のメッ
セージを読んだら、落ち着いて試験に臨むことができました。
塾の特訓のおかげか、以前より偏差値や過去問の点数は上が

っていて、本番もいつもと同じようにできたので、正直受かる
のではないかと思っていました。それでもだめだったときのこ
とを考えてしまい、家族にネガティブなことばかり言っていま
した。そんなとき母が「大丈夫だよ。絶対に受かるよ。恵冬な
らできるよ。」と言ってくれ、少し安心することができました。
自分の番号を見つけたときは、嬉しさのあまり大声で叫び、

姉たちと飛び跳ねました。納得のいく結果を出せたのは、楽し
く理解しやすい授業をしてくれた先生方、個性豊かな塾の友達、
明るく応援してくれた家族のおかげだと思っています。この塾
に入れてよかったです。本当にありがとうございました。

二月一日の朝は別に緊張せず、普通に受けられた。
試験を受けたときは、国語はでき、算数は普通、理科はよく

できて、社会は普通だった。
倍率というハードルが高い試験だったが、自分に自信をもっ

て受けることができた。それは今までずっとがんばり、耐えて
きた自分の実力であり、どんなときも支えてくれた友達、家族、
塾や学校の先生たちのおかげだと思う。
そして、合格という結果を出せてうれしくてたまらなかった。

お母さんは「本当によくがんばったね。」とほめてくれた。
しかしここからが本当のスタートだ。これからも獣医という

自分の夢に向けてがんばる。
今まで支えてきてくれた人たちへ、本当にありがとう。

ぼくは、それほど使いもしない問題集を、何度親に止められ
ても「買いたい」というわがままを押し通し、合計で三冊、小
６受験科に入ってから買ってしまいました。そしてその問題集
がなかったとしても教科書で十分問題集の役目は果たせる、と
いうことに入試の二週間前に気づきました。
1月 31 日に、塾長に「緊張している奴を見つけろ」と言わ

れたので、入試の会場では自分の前にいる人に「緊張してる？」
と心の中で話しかけました。入試直前は社会と理科が不安だっ
たので、志望校の社会と理科だけを、時間を計って解きました。
第一志望校の合格がわかったとき「今まで頑張ってきてよか

った」と思いました。お弁当作りや塾の送迎をしてくれた親や、
合格へ導いてくれた塾の先生に感謝し、自分にとって楽しく充
実した中学校生活を送りたいと思います。

私は、小学四年生の初めから受験科に入りました。最初は四
教科だったけれど、途中で二教科に変えました。四年生のとき
からお母さんがものすごくこわかったです。算数の勉強では一
度まちがえた問題を何度もやり、カンペキになって次は間違え
ないようにしました。国語の漢字やことばの問題は、お母さん
が作ったプリントをひたすらやって無理やり覚えました。作文
などは先生に何度も書き直しさせられました。本番ではとにか
く全部埋めることを意識してがんばりました。結果、書いただ
けであっていたものがありました。合格発表後、がんばってプ
リントを作ってくれたり、勉強を教えてくれたお母さんに感謝
の気持ちでいっぱいになりました。お母さんだけでなく先生た
ちにも感謝しています。これからの中学生活もがんばっていき
たいです。

吉祥女子中・晃華学園中・早稲田佐賀中　合格
大石 恵冬（八王子・美山小）

穎明館中・神奈川大学附属中　合格
元島 湊都（町田・小山田南小）

恵泉女学園中・桐朋女子中・桜美林中　合格
安間 琴音子（相模原・淵野辺小）

穎明館中　合格
戸田 大夢（八王子・緑が丘小）
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私がいちばん思い出に残っているのは夏期特訓合宿です。就
寝前に必ずあるおやすみ問題を解かなければ寝ることができな
いので不安でしたが、難しかったので夜遅くまで解いていたけ
れど解けたときは達成感でいっぱいでした。皆で夜遅くまで勉
強やおしゃべりしたのは、かけがえのない時間でした。
友達と塾で自習したり、電話で一緒に勉強や質問、気分転換

をしながらやったことで学習がはかどりました。合不合判定テ
ストで最後によい結果だったことと、直前特訓の算数のテスト
でよい点がたくさん取れたのが自信につながりました。
発表のときは直前までドキドキしていたけれど、「合格」の

文字を見てホッと安心しました。たくさんのことを教えてくだ
さった先生方、支えてくれたお母さん、お父さん、本当にあり
がとうございました。

三年間で一番思い出に残ったのは夏にあった合宿です。行き
のバスの中では、やりきることができるかとっても不安だった
けど、実際に行ってみるととても楽しく仲間と競い合うことが
でき、学力も向上することができました。
本番では入試 15 分前を見て心を落ち着かせ、いつも通り入

試に臨むことができました。合格発表のときは「不合格だった
らどうしよう」と不安になったが、「合格おめでとうございます」
と表示されたときは信じられない程嬉しくなりました。
第一志望の桐朋中学校がだめだったけど、帝京大学中学校、

穎明館中学校に合格できたのは、塾長、森先生、比嘉先生、木
村先生、五十嵐先生、吉田先生、古川先生、その他の先生や、
自分を支えてくれた仲間、そして家族のおかげだと思っていま
す。本当にありがとうございました。

陵南セミナーには 3年生の時に入塾したが、練成科の頃は、
漢字三文字であきてしまったほどだった。しかし陵南セミナー
の授業がとても楽しかったため、それを克服することができた。
陵南セミナーの先生にはおもしろい人がたくさんいる。例えば、
自分の経験を授業に織りこみ教えてくれる先生や、キャラクタ
ーを授業に織りこむ先生、最近のことばを使って教えてくれる
先生、他にも優しい先生がたくさんいる。勉強が異常に嫌いだ
った自分を正してくれたことに感謝の言葉しかない。
受験本番、会場に入る前にはリラックスしていた。しかし会

場に入ると張りつめた空気がそこにはあり、自分はこの人たち
に勝たなければならないと緊張した。いざ試験が始まり、過去
問でやった形式や問題が出題されていたため安心できた。
その結果合格できたが、家族や先生などの周りの人たちが自

分に協力してくれたからこそ、つかみとった合格だった。今ま
で協力してくださった方々、本当にありがとうございました。

私は小学四年の春から通い始め、最初は算数が苦手だったけ
ど、先生のサポートのおかげで計算ミスが減っていきました。
六年生の夏期特訓合宿では塾の友達との絆がより深まり、朝

から夜遅くまでの勉強も楽しく感じることができました。入試
の当日は自分の今までの努力を信じ、緊張することなく試験を
受けることができました。また、みんなで書いたメッセージカ
ードを試験直前に読んでとても勇気づけられました。
第一志望校の穎明館中学校に合格できたのは、今まで支えて

くれた陵南セミナーの先生方や友達そして両親のおかげです。
今まで本当にありがとうございました。中学校に入学しても、
陵南セミナーで学んだことを活かして頑張りたいと思います。

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ニコニコ顔の合格体験記ニコニコ顔の合格体験記
東京学芸大学附属小金井中・帝京大学中・桜美林中　合格

篠﨑 満帆（町田・忠生小）

帝京大学中・穎明館中　合格
水口 時虎（八王子・散田小）

桐朋中・帝京大学中・都立南多摩中等教育学校　合格
沖 優輝（八王子・緑が丘小）

穎明館中・共立女子第二中　合格
瀬川 紅葉（八王子・みなみ野君田小）
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合不合判定テストで私はいつも第一志望の明大中野八王子中
が 20 パーセントでした。しかし土日特訓や正月特訓、夏の合
宿などで苦手な算数を勉強したおかげで、最後の合不合判定テ
ストでは 50 パーセントをとることができました。でもその中
でいちばん算数の成績が上がったと感じたのは夏の合宿です。
桜美林東教室やみなみ野教室など陵南セミナーの六年生がみん
なが集まって勉強したことは、集中力がつき勉強習慣をつけら
れるきっかけとなりました。
二月一日の本番では、人がたくさんいてみんなが頭がよさそ

うに見え少し緊張したけれど、問題を解いているときは楽しく
手応えを感じました。そして合格発表の画面に自分の番号があ
ったときは、本当に嬉しかったです。ここまで支えてくれた先
生には感謝しかありません。本当にありがとうございました。

僕がこの塾に入ったのは五年生のときでした。最初は学習科
で勉強していましたが、受験をしてみたいと思うようになり、
個別指導Well で教えてもらいました。受験勉強を始めた頃は
問題がほとんど解けませんでしたが、家や塾でたくさん復習を
して授業をうけるたびに勉強が得意になり楽しめるようになっ
ていきました。特に算数が苦手で過去問の点数も低かったため、
授業時間を多くとり、問題を何度も繰り返し解き直しました。
やがて過去問で高い点数を取れるようになり、これまで解けな
かった問題も楽しく簡単に解けるようになっていきました。
入試当日、試験が始まる前はとても緊張していましたが、問

題を解き始めると緊張がほぐれていき、合格することができま
した。応援してくれた両親や塾の先生方にはとても感謝してい
ます。本当にありがとうございました。

ぼくは「勝ってかぶとの緒をしめよ」という言葉をよく思い
浮かべながら勉強に取り組んでいました。これを意識して勉強
していると、テストですごくよい点を取ることができたときに
「やったー、これなら次のテストも楽勝だ」と思うのではなく、
「よし、また次のテストでも同じようによい点が取れるように
気持ちを切り替えて勉強をしよう」というように考えることが
できます。すると自然と勉強に手がつけられます。
ぼくのもうひとつの勉強方法は「集中をする」ということで

す。ぼくは「集中する」といっても集中できていないというこ
とがよくありました。だから「集中をする」ために、勉強をす
る場所に集中力が途切れる物を置かずに勉強をしていました。
合格を知り「今まで頑張ってきてよかった。お父さん、お母

さん、応援してくれてありがとう」という気持ちになりました。

私は受験まであと二週間となるまで、あまり過去問を解いて
いませんでした。当たり前ですが、若井先生に叱られました。
そのときに私は受験がもうすぐであることを意識できました。
そこから私はひたすらに過去問を解き、集中できなかったら解
くのをやめ、気持ちを落ち着かせます。または、勉強を教えて
もらった先生の授業を思い出し、自分が集中していたときを考
えます。そうすることで自分に合った勉強方法が見つかります。
そして受験本番に、あっという間になりました。試験が終わ

ったあと合格発表になるまでドキドキしていました。合格発表
が出てきました。最初は怖くて見られませんでしたが、意を決
して見ました。合格発表のサイトに合格と書いてあり、私はそ
こでやっと受験が終わったなと感じました。勉強を教えてくれ
た先生方や応援してくれた両親に、ありがとうと伝えたいです。

明治大学中野八王子中・穎明館中・工学院大学附属中・西武学園文理中　合格
梅津 千明（八王子・東浅川小）

桐朋中・帝京大学中　合格
奥田 博幸（町田・小山田南小）

穎明館中・桜美林中　合格
大城 乃愛（町田・忠生小）

上智福岡中・東福岡自彊館中　合格
松永 幸翼　（八王子・みなみ野君田小）
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いちばん最後の合不合判定テストで志望校のほとんどが 20
％未満で、第 1志望の八王子学園に行けるのかとても不安でし
た。入試までの間、苦手な算数を一生懸命がんばりました。
けれど、直前特訓の算数のテストではなかなかよい結果が出

ず、八王子学園の合格点に届いたのがたったの一回しかありま
せんでした。でも過去問は、演習を重ねていくうちにだんだん
合格点をとれるようになっていき、自信がついてきました。
二月一日の八王子学園中のテストはとても緊張しましたが

「入試十五分前」の紙の裏にみんなに書いてもらった寄せ書き
を見て、緊張を解き無事試験に臨むことができました。
サポートをしてくれた先生方、ありがとうございました。

試験中の緊張感は、すごく大きなものでした。試験が始まる
前に「ここが第 1志望校なのに落ちてしまったらどうしよう。」
と思ってしまいました。しかしその時には「テニス部に入部し
よう」「授業はおもしろいかな」などと思い、マイナスな気持
ちを和らげることができました。それまで受けた学校はすべて
不合格だったため、発表までの日も緊張感は大きなものでした。
合格を知った時は、嬉しさのあまり飛び跳ねてしまいました。
陵南セミナーで印象に残ったことは、先生の授業です。先生

によって授業が全然違い、どれもおもしろく勉強になりました。
ぼくの知らなかった国語のテクニックや宇宙のことなどを教え
てもらい、興味が出ました。
中学校では部活を頑張ると同時に勉強も頑張りたいです。陵

南セミナーの先生方、お母さんお父さん、受験が近くなってき
たら積極的にコロナウイルス対策をしてくれた弟、妹、ありが
とうございました。

初日は今までに感じたことのない緊張感があり、まわりの人
が頭のよさそうな人に見えました。
しかし二日目からは緊張感がなくなりました。
そして二日目の夜、穎明館の合格発表を見て僕の番号があっ

たとわかったときは、今まで夏期講習や直前特訓などをがんば
ってきてよかったと思いました。今まで楽しいことやつらいこ
とがありましたが、僕が乗り越えられたのは、わかりやすい授
業をしてくれた先生方と、今までずっと応援してきてくれた家
族のおかげだと思います。
本当にありがとうございました。これからも陵南セミナーで

学んできたことを活かしてがんばっていこうと思います。

私は小四の冬に陵南に入りました。入りたての頃は受験のこ
とがよくわからず、学校の勉強より難しくて、周りの子に追い
ついていくのがたいへんなぐらいでした。
そんな中でひとつ得意な教科を見つけました。それは社会で

す。五年生のころ地理はあまり得意ではなかったけれど、歴史
の勉強が始まると社会でいい点が取れるようになりました。歴
史だったら歴史のマンガを読んで重要なワードを覚え、地理は
教科書をじっくり読んで山地、山脈、川、平野の名前を覚えま
した。公民は社会の中でも苦手でした。だから教科書に書いて
あることばをしっかりと覚え、苦手意識をなくそうとしました。
入試当日、周りには私よりできそうな子たちがたくさんいて、

合格できるか不安になりました。問題を解いているうちに不安
はなくなって、過去問より解けた気がします。
その日の夜、学校まで合格発表を見に行きました。すると自

分の番号がありました。それを見たときとても嬉しかったです。

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ニコニコ顔の合格体験記ニコニコ顔の合格体験記
八王子学園八王子中・東京純心中　合格

藤井 心奏（八王子・横山第一小）

都立南多摩中等教育学校　合格
山田 亮太　（町田・木曽境川小）

穎明館中・明治学院中・西武学園文理中　合格
齊藤 凪沙（相模原・小山小）

大妻多摩中　合格
座間 友里歌（町田・忠生小）
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小４　受験科

◆国　語
①	 73	 林　　辰樹	 桜美林
②	 56	 藤原　咲里	 めじろ
③	 52	 内藤　心菜	 橋　本

◆算　数
①	100	 林　　辰樹	 桜美林
②	 95	 藤原　咲里	 めじろ
③	 65	 瀬川　雄大	 七　国

◆２教科合計
①	173	 林　　辰樹	 桜美林
②	151	 藤原　咲里	 めじろ
③	108	 瀬川　雄大	 七　国

◆理　科
①	 48	 林　　辰樹	 桜美林
②	 37	 瀬川　雄大	 七　国
③	 35	 内藤　心菜	 橋　本

◆社　会
①	 45	 林　　辰樹	 桜美林
②	 38	 山根　健心	 橋　本
③	 27	 内藤　優菜	 橋　本

◆４教科合計
①	266	 林　　辰樹	 桜美林
②	160	 瀬川　雄大	 七　国
③	153	 山根　健心	 橋　本

小５　受験科

◆国　語
①	 95	 伊藤　華音	 多摩境
②	 93	 森　　綾音	 橋　本
③	 92	 石川　帆梛	 めじろ
④	 91	 三輪　弥生	 めじろ
⑤	 89	 池田　大和	 めじろ

◆算　数
①	 96	 池田　大和	 めじろ
②	 92	 越　　一颯	 七　国
③	 87	 伊藤　華音	 多摩境
③	 87	 須田　大翔	 桜美林
⑤	 86	 森　　綾音	 橋　本

◆２教科合計
①	185	 池田　大和	 めじろ
②	182	 伊藤　華音	 多摩境
③	179	 森　　綾音	 橋　本
④	171	 越　　一颯	 七　国
⑤	167	 須田　大翔	 桜美林

◆理　科
①	 66	 伊藤　華音	 多摩境
②	 64	 森　　綾音	 橋　本
③	 61	 小峰　優希	 七　国
④	 57	 越　　一颯	 七　国
⑤	 51	 榎田　絢菜	 多摩境

◆社　会
①	 70	 池田　大和	 めじろ
②	 68	 久冨　　慧	 めじろ
③	 66	 榎田　絢菜	 多摩境
③	 66	 森　　綾音	 橋　本
⑤	 64	 越　　一颯	 七　国

◆４教科合計
①	310	 伊藤　華音	 多摩境
②	309	 森　　綾音	 橋　本
③	303	 池田　大和	 めじろ
④	292	 越　　一颯	 七　国
⑤	277	 須田　大翔	 桜美林

小５　学習科

◆国　語
①	100	 福田　蒼太	 中　神
①	100	 譜久村彩那	 七　国
③	 95	 東條　真歩	 高　幡
④	 94	 井上　美幸	 北　八
⑤	 91	 川村こはる	 中　神

◆算　数
①	100	 川村こはる	 中　神
②	 92	 大森　直記	 みなみ
②	 92	 川浪　颯真	 みなみ
②	 92	 山田　桜菜	 中　神
②	 92	 福田　蒼太	 中　神
②	 92	 小一原和玖	 淵野辺

◆英　語
①	100	 榎本　颯太	 めじろ
①	100	 河野　遼太	 めじろ
①	100	 築地　香尚	 めじろ
①	100	 友利　美結	 高　尾
①	100	 江川　直寿	 高　尾
①	100	 齋藤　茉子	 豊　田
①	100	 岸　莉央奈	 多摩境
①	100	 内藤　翔太	 橋　本
①	100	 渡邊　晴翔	 橋　本
①	100	 加瀬　遥喜	 北　八
①	100	 高崎　　桜	 北　八
①	100	 丸山　みき	 中　神
①	100	 青柳　奏音	 中　神
①	100	 佐々木　旬	 桜美林
①	100	 中野　寧音	 七　国

◆３教科合計
①	278	 齋藤　茉子	 豊　田

②	272	 大森　直記	 みなみ
②	272	 加瀬　遥喜	 北　八
④	271	 岸　莉央奈	 多摩境
⑤	259	 中野　寧音	 七　国

小６　学習科

◆国　語
①	 93	 海面　凛公	 多摩境
②	 91	 岸　　咲帆	 高　幡
②	 91	 渡辺　　桃	 中　神
④	 88	 松村　菜子	 多摩境
⑤	 86	 田島　杏菜	 多摩境
⑤	 86	 森　　祐太	 北　八

◆算　数
①	100	 坂口　颯佑	 南大沢
①	100	 佐々木　輝	 北　八
①	100	 佐々木　洸	 北　八
①	100	 城戸梨久斗	 北　八
①	100	 森　　祐太	 北　八
①	100	 中矢　一心	 桜美林
①	100	 須藤　瑠奈	 桜美林
①	100	 小野寺琉蔵	 桜美林
①	100	 金子　　紬	 桜美林

◆英　語
①	100	 造賀　海聖	 めじろ
①	100	 町田　臣斗	 めじろ
①	100	 岸　　咲帆	 高　幡
①	100	 坂口　颯佑	 南大沢
①	100	 海面　凛公	 多摩境
①	100	 佐藤　　希	 多摩境
①	100	 内田　遥斗	 橋　本
①	100	 佐々木　輝	 北　八
①	100	 佐々木　洸	 北　八
①	100	 城戸梨久斗	 北　八
①	100	 江舟　正明	 北　八
①	100	 森　　祐太	 北　八
①	100	 中矢　一心	 桜美林
①	100	 須藤　瑠奈	 桜美林
①	100	 金子　　紬	 桜美林
①	100	 福村虎太郎	 淵野辺
①	100	 天野　堅心	 七　国

◆３教科合計
①	289	 海面　凛公	 多摩境
②	287	 岸　　咲帆	 高　幡
③	286	 森　　祐太	 北　八
④	285	 坂口　颯佑	 南大沢
⑤	284	 佐々木　輝	 北　八

中１　受験科

◆国　語
①	 95	 川上　茶和	 みなみ
②	 90	 山下勘太郎	 みなみ

③	 88	 柿澤　榛太	 橋　本
④	 87	 藏方　理子	 豊　田
⑤	 84	 小川　千穂	 橋　本
⑥	 83	 佐藤　　周	 中　神
⑥	 83	 御崎　勝久	 七　国
⑧	 82	 山端みくあ	 中　神
⑨	 81	 飯草　　杏	 高　幡
⑨	 81	 青柳　遥香	 中　神

◆数　学
①	100	 中嶋　弘一	 めじろ
①	100	 吉藤萌々希	 高　尾
①	100	 小林　実樹	 桜美林
④	 96	 浅見　栞里	 めじろ
④	 96	 飯草　　杏	 高　幡
④	 96	 河内　彩夏	 豊　田
④	 96	 山下勘太郎	 みなみ
④	 96	 柿澤　榛太	 橋　本
④	 96	 古川　信治	 中　神
④	 96	 大槻　美佳	 桜美林
④	 96	 吉田　恭輔	 桜美林
④	 96	 若島　優希	 桜美林
④	 96	 御崎　勝久	 七　国
④	 96	 清水　理央	 七　国

◆英　語
①	100	 齋藤　莉子	 豊　田
②	 98	 若島　優希	 桜美林
③	 96	 松宮　旭輝	 めじろ
③	 96	 河内　彩夏	 豊　田
⑤	 94	 中村　瑠希	 豊　田
⑤	 94	 柿澤　榛太	 橋　本
⑤	 94	 佐藤　唯人	 橋　本
⑤	 94	 吉田　恭輔	 桜美林
⑤	 94	 小林　実樹	 桜美林
⑩	 92	 田山　功士	 めじろ
⑩	 92	 浅見　栞里	 めじろ
⑩	 92	 飯草　　杏	 高　幡
⑩	 92	 馬場菜奈実	 豊　田
⑩	 92	 蛯名　大己	 みなみ
⑩	 92	 高山　　來	 淵野辺

◆３教科合計
①	278	 柿澤　榛太	 橋　本
②	269	 飯草　　杏	 高　幡
②	269	 藏方　理子	 豊　田
②	269	 河内　彩夏	 豊　田
⑤	265	 齋藤　莉子	 豊　田
⑥	262	 蛯名　大己	 みなみ
⑦	261	 中嶋　弘一	 めじろ
⑦	261	 吉藤萌々希	 高　尾
⑦	261	 青柳　遥香	 中　神
⑦	261	 小林　実樹	 桜美林

小４受験科 

小５受験科

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　語
①	100	 永澤　友瑛	 高　幡
①	100	 塚本エミリー	 高　幡	
①	100	 金子　美結	 高　幡
④	 98	 山崎　　伶	 北　八
⑤	 97	 小泉　海人	 淵野辺
⑥	 95	 鎌田　唯花	 高　幡
⑥	 95	 竹内　美結	 高　幡
⑥	 95	 實川　結子	 北　八
⑥	 95	 謝　　澪美	 淵野辺
⑥	 95	 土田　颯茉	 七　国

◆数　学
①	100	 伊藤　志生	 めじろ
①	100	 内堀　そよ	 めじろ
①	100	 高橋　隼人	 めじろ
①	100	 岡村　涼那	 めじろ
①	100	 梅咲絵理香	 高　幡
①	100	 近藤　良祐	 豊　田
①	100	 溝端　安里	 中　神
⑧	 96	 伊藤昇一郎	 めじろ
⑧	 96	 倉迫　詩織	 豊　田
⑧	 96	 宮木　柊弥	 北　八

◆英　語
①	100	 伊藤　志生	 めじろ
①	100	 塚田　梓夏	 めじろ
①	100	 内堀　そよ	 めじろ
①	100	 高橋　　苺	 めじろ
①	100	 渡部　麻惟	 高　幡
①	100	 永澤　友瑛	 高　幡
①	100	 竹内　美結	 高　幡
①	100	 實川　結子	 北　八
①	100	 溝端　安里	 中　神
①	100	 日比野　陽	 桜美林
①	100	 樋川　大知	 桜美林

◆３教科合計
①	293	 溝端　安里	 中　神
②	290	 内堀　そよ	 めじろ
③	289	 伊藤　志生	 めじろ
④	287	 竹内　美結	 高　幡
④	287	 金子　美結	 高　幡
⑥	283	 實川　結子	 北　八
⑦	282	 渡部　麻惟	 高　幡
⑧	281	 岡村　涼那	 めじろ
⑧	281	 梅咲絵理香	 高　幡
⑩	277	 近藤　良祐	 豊　田
⑩	277	 宮木　柊弥	 北　八

中３　受験科

◆国　語
①	100	 田中美梨亜	 めじろ
①	100	 織原　清太	 めじろ
③	 96	 馬場真結花	 めじろ
③	 96	 松岡　玲奈	 めじろ
③	 96	 板橋　亮真	 中　神

⑥	 94	 三本木奏太	 桜美林
⑦	 92	 木下　遥凪	 めじろ
⑦	 92	 長谷川朔也	 高　尾
⑦	 92	 許　　俊世	 北　八
⑦	 92	 福田　悠真	 桜美林
⑦	 92	 矢内　乃愛	 七　国

◆数　学
①	100	 多田　蓮恩	 めじろ
①	100	 吉田　尚磨	 桜美林
③	 96	 織原　清太	 めじろ
③	 96	 川口　裕璃	 橋　本
③	 96	 高田　温太	 橋　本
③	 96	 田邉　拓磨	 桜美林
③	 96	 羽室　　歩	 桜美林
③	 96	 廣田　昊真	 桜美林
⑨	 92	 木下　遥凪	 めじろ
⑨	 92	 西嶋　茉凛	 めじろ
⑨	 92	 長谷川朔也	 高　尾
⑨	 92	 中村　紗和	 多摩境
⑨	 92	 野本　　智	 北　八
⑨	 92	 三本木奏太	 桜美林

◆英　語
①	100	 田中美梨亜	 めじろ
①	100	 多田　蓮恩	 めじろ
①	100	 三本木奏太	 桜美林
①	100	 吉田　尚磨	 桜美林
①	100	 田中　美希	 桜美林
①	100	 衣川　心晴	 中　神
⑦	 97	 木下　遥凪	 めじろ
⑦	 97	 大伴　涼寧	 多摩境
⑦	 97	 志賀　柚愛	 多摩境
⑦	 97	 間野　美鈴	 多摩境
⑦	 97	 田邉　拓磨	 桜美林
⑦	 97	 松本　珠実	 桜美林

◆３教科合計
①	288	 多田　蓮恩	 めじろ
②	286	 織原　清太	 めじろ
②	286	 三本木奏太	 桜美林
④	284	 吉田　尚磨	 桜美林
⑤	281	 木下　遥凪	 めじろ
⑤	281	 田邉　拓磨	 桜美林
⑦	280	 長谷川朔也	 高　尾
⑧	277	 板橋　亮真	 中　神
⑨	275	 高田　温太	 橋　本
⑩	274	 許　　俊世	 北　八

◆社　会
①	 97	 多田　蓮恩	 めじろ
②	 94	 田邉　拓磨	 桜美林
③	 92	 織原　清太	 めじろ
④	 88	 福田　悠真	 桜美林
⑤	 86	 大森　麻衣	 多摩境
⑥	 84	 西嶋　茉凛	 めじろ
⑥	 84	 松本　珠実	 桜美林
⑧	 83	 大伴　涼寧	 多摩境
⑧	 83	 板橋　亮真	 中　神
⑩	 82	 衣川　心晴	 中　神

◆理　科
①	100	 三本木奏太	 桜美林
①	100	 田邉　拓磨	 桜美林
①	100	 廣田　昊真	 桜美林
①	100	 衣川　心晴	 中　神
⑤	 98	 吉田　尚磨	 桜美林
⑥	 97	 多田　蓮恩	 めじろ
⑥	 97	 松森　陽来	 豊　田
⑥	 97	 大森　麻衣	 多摩境
⑨	 94	 稲垣　智浩	 南大沢
⑩	 93	 中村　紗和	 多摩境
⑩	 93	 志賀　柚愛	 多摩境
⑩	 93	 遠藤　朝陽	 桜美林

◆５教科合計
①	482	 多田　蓮恩	 めじろ
②	475	 田邉　拓磨	 桜美林
③	467	 織原　清太	 めじろ
④	461	 三本木奏太	 桜美林
⑤	452	 板橋　亮真	 中　神
⑤	452	 衣川　心晴	 中　神
⑦	450	 福田　悠真	 桜美林
⑧	449	 吉田　尚磨	 桜美林
⑨	448	 大森　麻衣	 多摩境
⑩	443	 木下　遥凪	 めじろ

中２受験科

中３受験科

佐々木　健	 高幡教室(小１)

岡部　叶希	 多摩境教室(小２)

早坂　美都	 七国教室(小２)

峯尾　理子	 高尾教室(小３)

池谷　理道	 豊田教室(小３)

内藤　菜々	 橋本教室(小３)

福田　香桜	 北八王子教室(小３)

中野　開翔	 七国教室(小３)

櫻井　遼優	 高尾教室(小４)

金子　奈緒	 高幡教室(小４)

林　　辰樹	 桜美林東教室(小４)

荒田　一秀	 めじろ台教室(小５)

大谷　貫太	 西八王子教室(小５)

友利　美結	 高尾教室(小５)

佐藤　亮介	 南大沢教室(小５)

川浪　颯真	 みなみ野教室(小５)

井上　美幸	 北八王子教室(小５)

中澤　結月	 北八王子教室(小５)

榎田　絢菜	 多摩境教室(小５)

内藤　翔太	 橋本教室(小５)

澤口　京矢	 淵野辺教室(小５)

那須野智紘	 桜美林東教室(小５)

中村　聡太	 中神教室(小５)

山下　なな	 中神教室(小５)

木屋路梨紗	 七国教室(小５)

瀬川　紅葉	 みなみ野教室(小６)

尾山　大斗	 淵野辺教室(小６)

安間琴音子	 桜美林東教室(小６)

座間友里歌	 桜美林東教室(小６)

鈴木　唯那	 中神教室(小６)

第二十一回 陵南俳句大会　入賞作品

【最優秀作品】
〔大房賞〕町田　臣斗	 めじろ台教室	 （小６）

　　食べすぎて　ぼくの心は　みかん色

【優秀作品・九句】
〔浅倉賞〕小峰　優希	 七国教室	 （小５）

　　食事にも　いろんな色が　あふれてる

〔石倉賞〕宮本　真衣利	 南大沢教室	 （小６）

　　私の経験　全て色になる　心のパレット

〔川野賞〕田島　杏菜	 多摩境教室	 （小６）

　　何千人　何億人の　色がある

〔関根賞〕佐藤　朗仁	 めじろ台教室	 （小５）

　　お年玉　とっくに使って　大赤字

〔森賞〕元島　明日菜	 桜美林東教室	 （小３）

　　菜の花の　元気な黄色　わたしの名

〔北賞〕吉氷　悠人	 中神教室	 （小５）

　　寒い朝　新聞取りに　白い息

〔国語科賞〕小出　栄太	 橋本教室	 （小３）

　　あおいろの　スリッパをはいて　じゅくはいる

〔国語科賞〕島崎　仁宏	 高尾教室	 （小５）

　　年末に　家族で見てる　歌合戦

〔国語科賞〕古市　晴太	 豊田教室	 （小５）

　　僕の色　心の色は　青色だ

お題「色」

【入選作品・三十句】
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吉祥女子中………………………………1名
大石 恵冬	 （八王子・美山小）
桐朋中……………………………………2名
沖 優輝 （八王子・緑ヶ丘小）
奥田 博幸 （町田・小山田南小）
恵泉女学園中……………………………1名
安間 琴音子 （相模原・淵野辺小）
晃華学園中………………………………1名
大石 恵冬 （八王子・美山小）
都立南多摩中等教育学校………………3名
沖 優輝 （八王子・緑ヶ丘小）
陵南 つばさ （八王子・七国小）
山田 亮太 （町田・木曽境川小）
学芸大附属小金井中……………………1名
篠崎 満帆 （町田・忠生小）
神奈川大学附属中………………………1名
元島 湊都 （町田・小山田南小）
明大中野八王子中………………………1名
梅津 千明 （八王子・東浅川小）
帝京大学中………………………………4名
水口 時虎 （八王子・散田小）
沖 優輝 （八王子・緑ヶ丘小）
奥田 博幸 （町田・小山田南小）
篠崎 満帆 （町田・忠生小）
早稲田佐賀中……………………………1名
大石 恵冬 （八王子・美山小）
上智福岡中………………………………1名
松永 幸翼 （八王子・みなみ野君田小）
日本大学藤沢中…………………………1名
尾山 大斗 （相模原・淵野辺小）
穎明館中…………………………………8名
戸田 大夢 （八王子・緑ヶ丘小）
水口 時虎 （八王子・散田小）
梅津 千明 （八王子・東浅川小）
瀬川 紅葉 （八王子・みなみ野君田小）
陵南 つばさ （八王子・七国小）
齊藤 凪沙 （相模原・小山小）
元島 湊都 （町田・小山田南小）
大城 乃愛 （町田・忠生小）
桜美林中…………………………………6名
安間 琴音子 （相模原・淵野辺小）
鈴木 柚那 （町田・忠生小）
奥田 栞 （町田・忠生小）
大橋 空奈 （町田・小山小）

大城 乃愛 （町田・忠生小）
篠崎 満帆 （町田・忠生小）
大妻多摩中………………………………1名
座間 友里歌 （町田・忠生小）
八王子学園八王子中………………………3名
五嶋 奏太 （八王子・浅川小）
陵南 つばさ （八王子・七国小）
藤井 心奏 （八王子・横山第一小）
ドルトン東京学園中………………………1名
陵南 つばさ （町田・小山中央小）
明治学院中………………………………1名
齊藤 凪沙 （相模原・小山小）
東京純心女子中…………………………1名
藤井 心奏 （八王子・横山第一小）
桐朋女子中………………………………1名
安間 琴音子 （相模原・淵野辺小）
工学院大学附属中…………………………1名
梅津 千明 （八王子・東浅川小）
日本大学第三中…………………………3名
伴田 湊祐 （町田・忠生小）
尾山 大斗 （相模原・淵野辺小）
陵南 みらい （相模原・大野北小）
長崎日本大学中…………………………1名
尾山 大斗 （相模原・淵野辺小）

共立女子第二中…………………………2名
瀬川 紅葉 （八王子・みなみ野君田小）
秋谷 和花 （町田・小山ヶ丘小）
多摩大附属聖ヶ丘中……………………2名
陵南 みらい （日野・平山小）
秋谷 和花 （町田・小山ヶ丘小）
西武学園文理中…………………………2名
梅津 千明 （八王子・東浅川小）
齊藤 凪沙 （相模原・小山小）
帝京八王子中……………………………1名
松村　涼真 （八王子・浅川小）
聖望学園中………………………………1名
宮木 大和 （八王子・第八小）
明星学園中………………………………1名
岸本 七帆 （八王子・恩方第二小）
佼成学園女子中…………………………1名
陵南 みらい （日野・平山小）
藤村女子中………………………………1名
竝木 杏優 （八王子・城山小）
東福岡自彊館中…………………………1名
松永 幸翼 （八王子・みなみ野君田小）
東海大学菅生中…………………………1名
陵南 つばさ （町田・図師小）

●その他多数合格
※本人と保護者の承諾を得た方のみ実名掲載しています。

２月９日現在

今年も地元人気中学に今年も地元人気中学に
圧倒的強さを発揮！圧倒的強さを発揮！


