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安全志向？公立高校入試
都立高校では実質倍率わずかにダウン！

依然としてコロナ禍が続く中、２月 21 日東京都立高校の一
般入試が実施され、そして翌週３月１日に合格発表（神奈川は
２月 14日～学力検査、２月 28日発表）があり、今年の高校入
試もほぼ終了しました。都立高校全日制の受検者数 39,607 人
に対し、合格者数は、29,319 人、実質倍率は 1.35 倍で、久し
ぶりに都立の回復傾向が見られた昨年の 1.36 倍をわずかながら
0.01 ポイント下回りました。2017 年度まで過去最高の実質競
争率を毎年更新しながら圧倒的な都立高校人気が続いてきまし
たが、５年前から状況は一転、緩やかな入試が続いてきました。
昨年は５年ぶりに進学指導重点校など人気校を中心として応募
者増に転じましたが、今年はわずかながら減少に転じ、都立高
人気は下げ止まった感があります。定員割れの高校もまだ多く、
人気の二極分化が一層進んでいるとも言えるでしょう。
学科別に見ると普通科では、男子は実質倍率1.42倍（昨年1.39
倍）女子 1.37 倍（同 1.40 倍）と、男子は上昇、女子は減少と
見えますが、実際にはこれは男女別の定員緩和の影響が大きく
現れているものと思われます。昨年も上昇した単位制普通科で
は 1.37 倍（同 1.39 倍）と、今年は落ち着いた倍率になりました。
専門学科では商業科 1.01 倍（昨年 1.00 倍）、工業科 1.06 倍（同

1.09 倍）、農業科 1.12 倍（同 1.15 倍）など昨年同様の低倍率
が続いています。
多摩地区トップ校の国立は実質倍率が男子 1.28 倍（昨年 1.42
倍）、女子 1.34 倍（同 1.58 倍）で、男女とも倍率を大きく下げ
ました。同様に今春は上位校の倍率ダウンが目立ち、立川の創
造理数科が 3.35 倍（同 4.18 倍）、立川男子 1.20 倍（同 1.77 倍）
女子 1.39 倍（同 1.55 倍）、八王子東男子 1.20 倍（同 1.51 倍）
女子 1.19 倍（同 1.47 倍）、国分寺 1.49 倍（同 1.56 倍）など
軒並み減少となっています。続く２番手グループでは町田が男
女とも減少しましたが、日野台、南平、昭和、成瀬などの中堅
上位校では昨年比ほぼ横這いの結果となりました。続く松が谷
は１クラス定員増のため倍率がややさがりましたが、同じ１ク
ラス定員増の富士森、日野では大幅に受検生が増え、片倉とと
もに大幅に倍率がアップしました。
全体的には、今春は上位生では安全志向＝都立第一志望が強
く、低倍率の穏やかな入試となり、中堅以降では私立進学も念
頭においた強気の受験校設定が目立ったようです。いずれにせ
よかつての都立高人気はやや冷めている状況で、安定した倍率
の比較的に入りやすい入試が続きそうです。　

2023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 132 173 1.31 135 1.28 121 168 1.39 125 1.34 
立川 / 創造理数 35 124 3.54 37 3.35 ※男女合わせての募集
立 川 116 142 1.22 118 1.20 106 153 1.44 110 1.39 
八 王 子 東 132 166 1.26 138 1.20 121 142 1.17 119 1.19 
国 分 寺 252 383 1.52 257 1.49 ※ 単位制のため男女合わせての募集
武 蔵 野 北 100 134 1.34 90 1.49 91 128 1.41 103 1.24 
町 田 133 147 1.11 127 1.16 121 150 1.24 130 1.15 
小 金 井 北 100 114 1.14 92 1.49 91 131 1.44 101 1.30 
日 野 台 127 174 1.32 133 1.31 116 147 1.27 111 1.32 
南 平 133 182 1.45 128 1.42 121 188 1.55 129 1.46 
昭 和 132 209 1.58 112 1.87 121 247 2.04 143 1.73 
成 瀬 116 141 1.22 119 1.18 106 127 1.20 104 1.22
翔 陽 188 196 1.04 191 1.03 ※ 単位制のため男女合わせての募集
松 が 谷 116 153 1.32 114 1.34 106 144 1.36 109 1.32 
富 士 森 148 172 1.16 119 1.45 134 247 1.84 170 1.45 
日 野 150 214 1.43 154 1.39 136 171 1.26 135 1.27 
片 倉 100 158 1.58 103 1.53 91 138 1.52 90 1.53 
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僕は一年生の春に陵南セミナーに入りました。初期は勉強に
対するモチベーションが低く、授業で出された宿題をやらない
ことがしばしばありました。学年が上がるにつれて授業の熱が
増していき、勉強に取り組む姿勢が受験生らしくなっていった
と思います。
試験当日は、今までやってきたことをすべて出しきるだけだ

と思っていました。深呼吸を忘れるな、最後まで諦めない奴が
勝つんだよ、今、目の前にあることを頑張れない奴が何を頑張
れるんだ etc、友達や先生などのことばを思い出すことができた
ので、最後まで集中を切らさず最善を尽くすことができました。
第一志望を最後まで変えずに努力し続けることができるよう

にサポートしてくれた家族や先生、友達のおかげで、合格を勝
ち取ることができました。今までありがとうございました。

三年生になって夏期講習や夏期特訓合宿、模擬試験などで周
りの人たちの実力と自分の実力の差を肌で感じることが多くな
り、先が見えず不安と闘う毎日でした。それでも塾のみんなが
諦めることなく懸命に勉強に取り組んでいる姿を見ると、自分
もやる気がでてきました。入試までの最後の一か月はひたすら
勉強し、できる問題も増えてきました。本番当日は今までに感
じたことのない緊張感と不安がありましたが、今まで塾のみん
なとともに頑張ってきた経験があったので落ち着いて試験に挑
むことができました。今回の結果は最後まで熱心に教えてくれ
た塾の先生方、励ましあいながらともに勉強してくれた塾の友
達、最後まで信じて応援してくれた家族があっての成果だと思
っています。本当に感謝しています。高校でも目標に向かって
熱心に取り組んでいきたいと思います。

夏期講習や冬期講習、土曜特訓、直前特訓など、たくさんの
授業を受けるのはたいへんでした。特に夏期講習の前半は部活
があり、受けられなかった授業をカバーするのに苦労しました。
受験勉強を進める中で、僕は何度も「面倒くさい」と思ったり、

「自分が合格できるのか」と不安になっていました。それでも
合格した後のことを考えて努力を重ねました。模試では当日と
似たような緊張感をもって受けることができ、高得点と志望校
の安全圏の判定をとることができて大きな自信になりました。
併願校の拓殖大学第一高校でも、第一志望の立川高校でも、

受験するときはとても緊張しました。特に立川高校は、三教科
の問題は自校作なのでかなり苦戦しました。
合格発表を見たときは安心しました。お世話になった人たち

に感謝を伝えたいです。

私は内申があまり高くはありませんでした。そのため得点力
が重要となっていました。しかし英語が苦手で解ききるという
ことができませんでした。また、ずっと得意だった数学が思う
ように得点できなくなり、苦しい状況が続いていました。この
状況を打破すべく、解く問題量を増やしました。しかしすぐに
は結果は出ず、辛抱の時期が続きました。
状況が好転したのは一月頃でした。英語の読解がだんだん速

くなっていき、数学もだんだん解けるようになってきたのでし
た。しかし決して余裕だったわけではなく、模試の判定も良く
はなかったので、過去問をひたすら解く日々を送っていました。
直前は呼吸するように過去問をやっていたと思います。私がこ
こまで頑張れたのは陵南セミナーや家族のおかげです。ありが
とうございました。高校入学後も enjoy しながら頑張ります。

都立国立高・桐朋高・拓殖大学第一高（特進）　合格
多田 蓮恩（八王子・第七中）

都立立川高・拓殖大学第一高　合格
板橋 亮真（昭島・清泉中）

都立八王子東高・八王子学園八王子高（特進）　合格
織原 清太（八王子・第七中）

都立八王子東高・拓殖大学第一高（進学）　合格
馬場 真結花（八王子・椚田中）
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はじめに、ありがとうございます。私がここまで成長できた
のは、陵南セミナーの先生方、一緒に頑張ってきた仲間に出会
えたからです。八王子東高校を目指したのは中学三年生の時で
した。正直、手が届かない存在だと思っていたので、不安でした。
塾で過去問を解くたび、あまり良い点数が取れなくて自信を失
ったことも何度もありました。しかしそのたびに友達の頑張っ
ている姿を隣で見て、私も負けていられないと思いました。
大きな目標に向かって同じ経験をしている仲間の存在が私に

とって大きかったです。先生方には辛いことばも嬉しいことば
も真摯に伝えていただき、人間面でも成長を感じています。推
薦で不合格だった時も先生方や友達のサポートがあったから、
バネに変えることができました。私が塾を通して得た経験は、
この先私の力になると思います。ありがとうございました。

僕は二年生までとても都立の自校作を受けられるような内
申点ではありませんでした。三年生の春の三者面談で若井先生
から言われた内申点を上げる方法を素直に実行して、内申点が
十二も上がり、自校作を受けるための一歩を踏み出すことがで
きました。
そして受験の二か月前に利き手の右手を骨折してしまい、都

立の受験をあきらめないといけないと思っていました。しかし
左手で勉強していく中で都立高校へ行きたいという思いが強く
なり、挑戦することにしました。受験直前には右手で書くこと
ができるようになり無事に合格できました。
内申点が悪かったり、点数が足りなかったりしても頑張って

いれば結果は後からついてきます。行ける高校ではなく行きた
い高校に合格するために勉強してください。

僕は三年生に進級する前まではあまり高校のことを意識して
いなかったのですが、夏の合宿あたりで自校作成校に行きたい
と思い始めました。そこで部活もやりたかったので国分寺高校
に出願したのですが、試験一週間前、自信がなくなり、再出願
も考えていました。しかし「もともと行きたい高校」というのと、
若井先生のことばもあり、そのまま行こうと決めました。
試験当日、国分寺高校は倍率が少し高かったのもあり緊張し

ていました。その時に周りを意識せず自分との闘いと思って臨
みました。来年高校を受験する子には、受験はあくまで定めら
れたボーダーラインを超えればいいので「自分との闘い」だと
いうことと、もともと自分で目指した志望校を忘れずに、逃げ
ずにやりきるということを伝えたいです。

私が志望校を決定したのは十二月の初め頃でした。すぐに過
去問を購入し取り組みました。やってみるとどの教科も初めは
三十から四十点。本当に合格するか不安なときもありました。
いよいよやってきた試験当日。朝からドキドキが止まりませ

んでした。一時間目は国語。試験官の「始め！」という声で私
の試験は始まりました。そしてあっという間に最後の教科の理
科。最後まで気を抜かないように取り組みました。試験が終わ
った瞬間、良かったという安心感やマークを塗り間違えていな
いかという不安など、たくさんの感情が込みあげてきました。
一週間後ついに合格発表です。試験と同じような緊張感が込

みあげてきました。八時三十分、発表の時間です。受験番号、
パスワードを打ち込み、ログインボタンを押しました。「合格」。
その文字が見えると自然と涙が出てきました。ここまで支えて
くださった学校や塾の先生方、両親にはとても感謝しています。

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
都立八王子東高・拓殖大学第一高（特進）　合格

西嶋 茉凛（八王子・椚田中）

都立八王子東高・帝京大学高・桜美林高（国公立コース）合格
田邉 拓磨（町田・忠生中）

都立国分寺高・八王子学園八王子高　合格
宇野 唯翔（町田・木曽中）

都立国分寺高・拓殖大学第一高　合格
衣川 心晴（昭島・昭和中）
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塾の思い出の中で印象に残っていることは夏期特訓合宿で
す。ふだん一緒に勉強していない塾生と同じ場所で勉強するこ
とはとても新鮮でした。自分の教室だけでなく他教室の塾生と
勉強することで自分がどのレベルにいるか把握でき、よりいっ
そう勉強しようと思えました。ふだん十時三十分に寝るので、
十一時まで起きていられるか心配でしたが無事起きていられま
した。また他教室の人と少し話せて嬉しかったです。
高校生になったら、まずは友達をたくさんつくりたいです。

そのために同じクラスになった人に積極的に話しかけていきた
いと思います。また勉強も高校に入ると難しくなると聞くので、
ついていけるように頑張りたいです。約五年間塾でたくさんの
ことを学んできました。だからとても感謝しています。これか
らもお世話になりますが、よろしくお願いします。

私は中学二年生の夏期講習の直前に友達と入塾しました。友
達はＨクラスでしたが、私はＭクラスでした。その友達が調子
に乗っているのを見て絶対に勝ってやると決心し、基礎的なこ
とから本気で取り組み、覚えるものは聞かれたらすぐに答えら
れるようにしました。Ｈクラスに上がってからは、覚えたもの
が役に立ち授業についていけたので勉強が好きになりました。
推薦の小論文は試験の前々日までよい点が取れず不安だらけ

でしたが、学校見学だと思って行ってこいと先生に言われたの
で、当日はあまり緊張せずに臨むことができ、面接官を笑わせ
る気持ちで面接を受けました。
四月からは何事も自分から、時には仲間と協力し、勉強も部

活も全力で取り組み、責任をもって行動できるリーダー的存在
になりたいと思っています。

僕がこの受験を通して実感したことは、内申と本番を想定し
た模擬演習の大切さです。内申は、ないと本当に苦労します。
塾の先生方が定期テストの自習時間を作ってくれたおかげで、
ある程度は内申を取ることができました。模擬演習の大切さは、
本番で緊張しないようにするためのことだと思います。いくら
内申があってたくさん勉強しても、本番に緊張しすぎて何もで
きないと元も子もないですからね。たくさんの模擬演習の機会
を作ってくれた塾の先生には本当に感謝しています。
最初は無理だと思った日野台高校に合格できたのは、合宿や

長期休暇の講習で先生方も一緒にがんばってくれたおかげだと
思います。さらに入試直前にはいつでも塾を開けて勉強させて
くれました。このように熱心に塾の先生が自分を支えてくれた
ことで合格することができました。

私は塾の先生、仲間に何度も支えられました。夏の合宿での
バーベキューで仲がだんだんと深まっていき、きつい勉強でも
みんながいたから楽しく乗り越えられました。受験勉強を本格
的に始めたときは、点数がまったく伸びず、何度も挫折しかけ
ました。それでも点数が少しずつ上がっていき、自信もだんだ
んとついてきました。それは親身に相談にのってくれた塾の先
生のおかげだと思います。入試前日では塾の仲間、先生で円陣
を組んだり、お互いと握手をし「頑張ろうね！」と励まし合っ
たことが忘れられません。入試当日、数学の手応えがなく不安
になりましたが、前日のことを思い出し数学から切り替えられ、
総合得点はいちばんいい点数をとれました。私は本当に塾の仲
間、先生に恵まれていると思います。塾は私にとってかけがえ
のない場所です。また頑張ります。

都立町田高・桜美林高（進学）合格
　原 咲季（町田・忠生中）

都立日野台高・八王子学園八王子高（進学）　合格
許 俊世（八王子・第一中）

都立日野台高・拓殖大学第一高（進学）　合格
木下 遥凪（八王子・椚田中）

都立町田高　合格
福田 悠真（町田・忠生中）
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私は小学校六年生の頃に塾に入りました。最初は分数の足し
算、引き算が０点に近い点数で親に怒られました。中学校に入
学して、勉強に興味がなく、なんとなく二年生も終了しました。
三年生になって、一気に時間の流れが早くなったような気がし
て、自分なりにたくさん勉強しました。でもＶ模擬の判定はず
っとＣ。十二月のＶ模擬の自己採点で若井先生が出した目標点
に届かず泣きました。若井先生には心が弱いと言われ、泣いて
いる場合じゃないんだと思い、苦手な社会をよりたくさん勉強
し、直しノートもたくさん作りました。入試が終わり、社会の
点数は目標だった八十点を超えることができませんでした。悔
しかったです。高校に入学したら、より細かい知識が必要だと
思うので切り替えて頑張りたいです。陵南に入ってこその合格
だと思います。本当にありがとうございました。

桜美林東教室では一学年上の先輩も面接練習に参加するとい
うのが毎年の恒例で、皆が真剣にアドバイスをしてくれたため
自分が何をすべきか明確にわかり、周りの人とたくさん話し自
分の意見をしっかりと言えるようにする、家では姉とひたすら
面接練習をするなど、言われたアドバイスをもとに全力で取り
組み続けました。
本番では緊張しましたが、面接官を笑わせることというア

ドバイスを踏まえて自分ができることをすべて出し尽くしまし
た。結果は合格であり、最初は驚いていましたが本当だと確信
すると嬉しく飛び跳ねてしまいました。この経験から、受験期
間中多くの人たちに支えられていたからこそできた結果である
と思うため、感謝の気持ちを伝え、これらのことを踏まえた上
で高校生活も頑張っていこうと思いました。

僕は試験後の自己採点で確実に受かるという点数を取れてお
らず、発表までの一週間は試験が終わった喜びと受かるかどう
かわからないという不安な気持ちで過ごしていました。当日は
家族全員で合否発表を見ました。ギリギリの点数だったため心
配でした。だから、「合格おめでとうございます」という文字
を見た時は自然と体が飛び跳ねるくらい嬉しかったです。
四月から入学する日野台高校では、ギリギリで合格したので、

周りの人たちに勉強で差をつけられないように日々の授業の受
け方や家庭での勉強の仕方を考え、過ごしていこうと思います。
また、合否発表までの一年間を自分と一緒に頑張ってくれた

両親にはすごく感謝しています。僕は内申があまり取れていな
かったので頭の良い高校を受けさせてくれるのかわからなかっ
たが、両親は僕に日野台高校を受けさせてくれました。この恩
を合格という形で返せたので良かったです。

私は中学一年生の終わりから通い始め、もともと学校のテス
トは平均点を取ることもありましたが、陵南セミナーに入った
ことでテストの点はどんどん伸びていきました。
今まででいちばん印象に残っていることは受験直前の一か月

間です。この一か月は毎日のように塾があり、土日になると朝
から夕方までいることも多くありました。勉強ばかりで辛かっ
たですが、友達と勉強したり話したりすることはとても楽しく、
自分も頑張ろうと思いました。最後の一週間はいつもより早い
時間に塾が終わったので体調を整えることができました。その
ため受験当日も落ち着いて集中して臨むことができました。
志望校に合格できたのは家族や塾の先生方のおかげです。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ニコニコ顔の合格体験記ニコニコ顔の合格体験記
都立町田高・桜美林高（特進）　合格

松本 珠実（町田・忠生中）

都立町田高　合格
遠藤 朝陽（町田・忠生中）

都立日野台高・桜美林高（進学）　合格
羽室 歩（町田・木曽中）

都立日野台高・拓殖大学第一高　合格
吉田 紗英（昭島・清泉中）
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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

陵南セミナーにはおもしろくて楽しい人たちがたくさんいま
す。私が合格することができたのは、互いに教え合い、笑い合い、
励まし合った仲間と、最後までずっと私たちを支えてくださっ
た先生たちのおかげです。
入試本番の日は、少しの緊張とともに会場に向かいました。

絶対受かる、ここまでやってきた私なら大丈夫、と先生からも
らったメッセージカードが感じさせてくれた、入試十五分前。
自信をもって入試を終えられました。合格発表の日は「おめで
とうございます」の文字を見た瞬間、スマホを味噌汁に落とし
そうになるほど嬉しくなったのを覚えています。
今まで応援してくれた周りへの感謝を忘れず、高校でも頑張

りたいです。塾での時間は本当に楽しくて、あっという間でし
た。本当にありがとうございました。

自分では勉強したつもりで臨んだ定期テストは平均点、内申
は３がいいところ。しかし入塾後はグングンとは言わないが、
明らかにできるようになっていった。塾での授業、塾でのみん
なとの自習、父との涙の特訓のおかげだ。土日特訓や直前特訓
などの特訓は他の教室と合同で勉強した。入試に必要な学力だ
けでなく、志望校に向かっていく心構えや家庭学習のやり方ま
で受験に必要なことをたくさん教えてもらった特訓だった。受
験までによく泣いた。父との特訓、入試本番で力を発揮しきれ
なかったことへのくやしさ、そして合格発表。でもそれ以上に
よく笑った。陵南セミナーでの時間は笑いの連続だった。こん
なに笑って、勉強して、合格できたのは陵南セミナーだからか
もしれない。陵南セミナーの塾生でよかった、高尾教室のみん
ながいてよかった、父が陵南セミナーの先生でよかった。

中二の夏に陵南セミナーに入りました。学校の勉強にだんだ
ん追いつけなくなってきた頃だったのですが、塾の先生や友達
の支えもあって、楽しく勉強に取り組むことができました。
中学三年生になって模擬テストや過去問を解くようになり、

自分の得意な教科と苦手な教科がわかるようになりました。特
に理科が苦手で過去問でもなかなか良い点を取ることができま
せんでした。だから、理科のワークを毎日少しずつ解いたり、
わからなかった部分を塾の先生に質問して解き直しました。ま
た、苦手な部分をノートにまとめて頭の中で整理しました。
受験当日を迎え、緊張しながら問題を解きました。塾の先生

に教えてもらった問題がたくさん出題され、自信をもって解く
ことができました。ここまで成長できたのは陵南セミナーのお
かげです。本当にありがとうございました。

私は中学一年生の春に入塾しました。当時は新しいことを塾
で予習することに喜びや楽しさがありました。しかし、二年生
の秋から難しくなっていく数学につまずき、面倒臭さが芽生え
るようになりました。「二年の三学期は三年のゼロ学期」とい
うことを先生に言われていました。私はそれを聞き流していま
したが、まったくその通りでした。そのゼロ学期に忘れた提出
物は三年でも忘れます。二年と三年の間に成長はありません。
三年になってがらっと変わり優等生になることは不可能です。
本当に気をつけてください。
そんな内申をガッツリ削られた私でも、なんとか志望した高

校に合格することができました。これは塾の先生や友達、家族
の応援と力強い支えがあったからこその結果です。本当に今ま
でありがとうございました。

都立町田高・日本大学櫻丘高（総合進学）　合格
中村 紗和（町田・小山中）

都立昭和高・八王子学園八王子高（文理特進）　合格
大森 麻衣（町田・堺中）

都立南平高・八王子実践高（特進）　合格
松森 陽来（日野・七生中）

都立南平高・拓殖大学第一高（進学）　合格
大房 杷流（八王子・城山中）
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小３　練成科

◆国　語
①	 95	 井上　聡美	 北　八
②	 93	 佐々木あみ	 高　幡
③	 91	 荒井　直弥	 桜美林
④	 90	 田上　千紗	 橋　本
⑤	 86	 中野　開翔	 七　国

◆算　数
①	 92	 佐々木あみ	 高　幡
②	 87	 池谷　理道	 豊　田
③	 86	 荒井　直弥	 桜美林
④	 83	 井上　聡美	 北　八
⑤	 82	 花口　想真	 豊　田
⑤	 82	 谷出　　航	 七　国

◆２教科合計
①	185	 佐々木あみ	 高　幡
②	178	 井上　聡美	 北　八
③	177	 荒井　直弥	 桜美林
④	164	 谷出　　航	 七　国
⑤	163	 田上　千紗	 橋　本
⑤	163	 中野　開翔	 七　国

小４　練成科

◆国　語
①	 85	 山崎　　悠	 桜美林
②	 75	 金子　奈緒	 高　幡
②	 75	 高木　優弦	 中　神
②	 75	 松崎　創祐	 中　神
②	 75	 菊池　晴稀	 中　神

◆算　数
①	 95	 山崎　　悠	 桜美林
②	 85	 菊池　晴稀	 中　神
②	 85	 鳥山真陽奈	 淵野辺
④	 80	 小圷　美優	 北　八
④	 80	 谷合　　晃	 北　八
④	 80	 若崎　宏輝	 淵野辺

◆２教科合計
①	180	 山崎　　悠	 桜美林
②	160	 菊池　晴稀	 中　神
③	153	 鳥山真陽奈	 淵野辺
④	145	 金子　奈緒	 高　幡
④	145	 谷合　　晃	 北　八

小５　学習科

◆国　語
①	 95	 小一原和玖	 淵野辺
②	 90	 山田　桜菜	 中　神
②	 90	 福田　蒼太	 中　神
④	 88	 菅井　大輔	 北　八
⑤	 86	 井上　美幸	 北　八

◆算　数
①	100	 青柳　奏音	 中　神

②	 96	 大森　直記	 みなみ
②	 96	 山田　桜菜	 中　神
④	 92	 川村こはる	 中　神
⑤	 88	 東條　真歩	 高　幡
⑤	 88	 川浪　颯真	 みなみ
⑤	 88	 中村　聡太	 中　神
⑤	 88	 福田　蒼太	 中　神

◆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	 加瀬　遥喜	 北　八
①	100	 井上　美幸	 北　八
①	100	 高崎　　桜	 北　八
①	100	 佐々木　旬	 桜美林
①	100	 青柳　奏音	 中　神
①	100	 中野　寧音	 七　国
①	100	 辻山　眞緒	 七　国

◆３教科合計
①	283	 青柳　奏音	 中　神
②	268	 加瀬　遥喜	 北　八
③	258	 中野　寧音	 七　国
④	257	 大森　直記	 みなみ
⑤	250	 井上　美幸	 北　八

小６　学習科

◆国　語
①	100	 海面　凛公	 多摩境
①	100	 佐々木　洸	 北　八
①	100	 森　　祐太	 北　八
④	 98	 渡辺　　桃	 中　神
⑤	 96	 齋藤　優真	 南大沢
⑤	 96	 池上　惺吾	 みなみ

◆算　数
①	100	 町田　臣斗	 めじろ
①	100	 中川菜穂子	 高　尾
①	100	 海面　凛公	 多摩境
①	100	 内田　遥斗	 橋　本
①	100	 佐々木　洸	 北　八
①	100	 森　　祐太	 北　八
①	100	 金子　　紬	 桜美林
①	100	 篠崎　満帆	 桜美林
①	100	 伴田　湊祐	 桜美林
①	100	 山田　亮太	 桜美林

◆英　語
①	100	 町田　臣斗	 めじろ
①	100	 宮森しずく	 高　尾
①	100	 中川菜穂子	 高　尾
①	100	 井之上琴音江	 高　尾
①	100	 坂口　颯佑	 南大沢
①	100	 海面　凛公	 多摩境
①	100	 内田　遥斗	 橋　本
①	100	 佐々木　洸	 北　八
①	100	 江舟　正明	 北　八
①	100	 森　　祐太	 北　八
①	100	 宮木　大和	 北　八

①	100	 福村虎太郎	 淵野辺
①	100	 天野　堅心	 七　国
①	100	 樋熊心瑚実	 七　国

◆３教科合計
①	300	 海面　凛公	 多摩境
①	300	 佐々木　洸	 北　八
①	300	 森　　祐太	 北　八
④	288	 内田　遥斗	 橋　本
⑤	284	 中川菜穂子	 高　尾
⑤	284	 坂口　颯佑	 南大沢

中１　受験科

◆国　語
①	 86	 武田　和也	 みなみ
②	 84	 小川　千穂	 橋　本
③	 83	 鈴木　海莉	 桜美林
③	 83	 宮崎　莉希	 七　国
⑤	 81	 小谷　莉央	 豊　田
⑥	 80	 松永　彩音	 桜美林
⑦	 79	 藏方　理子	 豊　田
⑦	 79	 山端みくあ	 中　神
⑨	 78	 齋藤　莉子	 豊　田
⑨	 78	 高山　　來	 淵野辺

◆数　学
①	100	 中嶋　哲志	 めじろ
①	100	 柿澤　榛太	 橋　本
③	 96	 中嶋　弘一	 めじろ
③	 96	 武田　和也	 みなみ
⑤	 92	 田山　功士	 めじろ
⑤	 92	 久能麻菜美	 めじろ
⑤	 92	 吉藤萌々希	 高　尾
⑤	 92	 高山　　來	 淵野辺
⑤	 92	 嘉藤　　肇	 淵野辺
⑤	 92	 清水　理央	 七　国

◆英　語
①	100	 吉田　恭輔	 桜美林
①	100	 宮崎　莉希	 七　国
③	 98	 田山　功士	 めじろ
③	 98	 齋藤　莉子	 豊　田
③	 98	 小谷　莉央	 豊　田
⑥	 96	 中嶋　哲志	 めじろ
⑥	 96	 鈴木　海莉	 桜美林
⑥	 96	 青柳　遥香	 中　神
⑥	 96	 高山　　來	 淵野辺
⑩	 94	 松宮　旭輝	 めじろ
⑩	 94	 小川　千穂	 橋　本

◆３教科合計
①	266	 田山　功士	 めじろ
①	266	 高山　　來	 淵野辺
③	262	 武田　和也	 みなみ
④	259	 吉田　恭輔	 桜美林
⑤	257	 浅見　栞里	 めじろ
⑤	257	 藏方　理子	 豊　田
⑦	256	 中嶋　哲志	 めじろ
⑦	256	 齋藤　莉子	 豊　田
⑦	256	 古川　信治	 中　神

⑩	255	 鈴木　海莉	 桜美林

中２　受験科

◆国　語
①	 96	 鎌田　唯花	 高　幡
②	 92	 樋川　大知	 桜美林
③	 90	 石川　隆人	 北　八
④	 88	 内堀　そよ	 めじろ
④	 88	 竹内　美結	 高　幡
④	 88	 金子　美結	 高　幡
④	 88	 宮木　柊弥	 北　八
④	 88	 實川　結子	 北　八
④	 88	 謝　　澪美	 淵野辺
④	 88	 増田　尚人	 淵野辺

◆数　学
①	100	 内堀　そよ	 めじろ
①	100	 鎌田　唯花	 高　幡
①	100	 渡部　麻惟	 高　幡
①	100	 北村　心陽	 桜美林
①	100	 川村さくら	 中　神
⑥	 95	 塚田　梓夏	 めじろ
⑥	 95	 宮木　柊弥	 北　八
⑥	 95	 溝端　安里	 中　神
⑨	 92	 小泉　海人	 淵野辺
⑩	 91	 岡村　涼那	 めじろ
⑩	 91	 近藤　良祐	 豊　田
⑩	 91	 永野　　平	 中　神

◆英　語
①	100	 内堀　そよ	 めじろ
①	100	 岡村　涼那	 めじろ
①	100	 鎌田　唯花	 高　幡
①	100	 近藤　良祐	 豊　田
①	100	 竹内　幸誠	 多摩境
①	100	 實川　結子	 北　八
①	100	 溝端　安里	 中　神
⑧	 96	 伊藤　志生	 めじろ
⑧	 96	 高橋　隼人	 めじろ
⑧	 96	 渡部　麻惟	 高　幡
⑧	 96	 北田　　咲	 高　幡
⑧	 96	 倉迫　詩織	 豊　田
⑧	 96	 宮木　柊弥	 北　八
⑧	 96	 成澤　　凛	 北　八
⑧	 96	 樋川　大知	 桜美林
⑧	 96	 土田　颯茉	 七　国

◆３教科合計
①	296	 鎌田　唯花	 高　幡
②	288	 内堀　そよ	 めじろ
③	280	 渡部　麻惟	 高　幡
④	279	 宮木　柊弥	 北　八
④	279	 溝端　安里	 中　神
⑥	271	 塚田　梓夏	 めじろ
⑦	267	 竹内　美結	 高　幡
⑦	267	 金子　美結	 高　幡
⑨	266	 倉迫　詩織	 豊　田
⑩	265	 竹内　幸誠	 多摩境

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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■ 東京都立高校
国立高………………………… 1 名
多田 蓮恩 （八 ･ 第七中）
立川高………………………… 1 名
板橋 亮真 （昭 ･ 清泉中）
八王子東高…………………… 5 名
馬場 真結花 （八 ･ 椚田中）
織原 清太 （八 ･ 第七中）
西嶋 茉凛 （八 ･ 椚田中）
田邉 拓磨 （町 ･ 忠生中）
陵南 つばさ （八 ･ 浅川中）
国分寺高……………………… 2 名
宇野 唯翔 （町 ･ 木曽中）
衣川 心晴 （昭 ･ 昭和中）
町田高………………………… 10 名
中村 紗和 （相 ･ 小山中）
城戸 仁衣菜 （八 ･ 第一中）
福田 悠真 （町 ･ 忠生中）
桒原 咲季 （町 ･ 忠生中）
吉田 尚磨 （町 ･ 忠生中）
松本 珠実 （町 ･ 忠生中）
遠藤 朝陽 （町 ･ 忠生中）
陵南 みらい （町 ･ 小山田中）
陵南 みらい （町 ･ 忠生中）
廣田 昊真 （町 ･ 木曽中）
日野台高……………………… 6 名
木下 遥凪 （八 ･ 椚田中）
陵南 みらい （町 ･ 小山中）
許 俊世 （八 ･ 第一中）
羽室 歩 （町 ･ 木曽中）
吉田 紗英 （昭 ･ 清泉中）
陵南 みらい （昭 ･ 福島中）
昭和高………………………… 2 名
大伴 涼寧 （町 ･ 小山中）
大森 麻衣 （町 ･ 堺中）
狛江高………………………… 2 名
伊田 柊斗 （町 ･ 木曽中）
松崎 皓生 （町 ･ 忠生中）
南平高………………………… 6 名
田中 美梨亜 （八 ･ 椚田中）
陵南 みらい （八 ･ 椚田中）
大房 杷流 （八 ･ 城山中）
松森 陽来 （日 ･ 七生中）
陵南 みらい （町 ･ 小山中）
許 眞優 （八 ･ 第一中）
東大和南高…………………… 3 名
大和田 理子 （日 ･ 平山中）
勝又 日向 （日 ･ 第四中）
⻆津 有真 （八 ･ みなみ野中）
清瀬高………………………… 1 名
柴沼 悠和 （昭 ･ 昭和中）
成瀬高………………………… 6 名
進 醍二郎 （町 ･ 小山田中）
松本 乙葉 （町 ･ 小山田中）
大串 優月 （町 ･ 小山田中）
伊藤 エマ （町 ･ 小山田中）
阿部 寿々奈 （町 ･ 小山田中）

陵南 みらい （八 ･ みなみ野中）
小平南高……………………… 5 名
小口 真穂 （八 ･ 浅川中）
櫻井 智花 （日 ･ 第四中）
陵南 みらい （昭 ･ 清泉中）
小沢 心結 （昭 ･ 清泉中）
川津 未羽 （昭 ･ 清泉中）
上水高………………………… 2 名
陵南 つばさ （八 ･ 椚田中）
浅見 笑羽 （昭 ･ 昭和中）
翔陽高………………………… 4 名
後藤 優季 （八 ･ 椚田中）
照井 遥菜 （八 ･ 浅川中）
鎌田 美徳 （町 ･ 小山田中）
陵南 みらい （八 ･ 七国中）
東大和高……………………… 3 名
松尾 成美 （八 ･ 椚田中）
佐藤 大輝 （昭 ･ 昭和中）
佐々木 結菜 （昭 ･ 昭和中）
松が谷高……………………… 5 名
陵南 つばさ （八 ･ 由木中）
松木 優七 （町 ･ 小山中）
堤 涼華 （町 ･ 忠生中）
神田 航輔 （町 ･ 木曽中）
鈴木 和夏 （町 ･ 忠生中）
日野高………………………… 7 名
中島 啓菜 （八 ･ 浅川中）
村田 恵美 （八 ･ 第一中）
菊地 伶 （八 ･ 第一中）
陵南 つばさ （昭 ･ 清泉中）
齋藤 大空 （昭 ･ 清泉中）
木内 沙彩 （昭 ･ 福島中）
細谷 真理佳 （昭 ･ 福島中）
富士森高……………………… 16 名
沼田 一斗 （八 ･ 第七中）
陵南 みらい （八 ･ 椚田中）
高瀬 瑞希 （八 ･ 椚田中）
高松 乃菜 （八 ･ 椚田中）
星野 萌樺 （八 ･ 椚田中）
竹林 丹季 （八 ･ 浅川中）
峰尾 和 （八 ･ 浅川中）
陵南 つばさ （日 ･ 第四中）
野口 大地 （日 ･ 第一中）
陵南 みらい （日 ･ 第四中）
梅野 裕喜 （八 ･ 由木中）
松村 武春 （八 ･ 由木中）
石原 稜一郎 （八 ･ みなみ野中）
野本 智 （八 ･ 第一中）
新井 優仁 （八 ･ 第一中）
片桐 康花 （八 ･ 七国中）
小川高………………………… 7 名
越智 統昭 （町 ･ 小山田中）
陵南 みらい （町 ･ 忠生中）
串田 彩星 （町 ･ 小山田中）
岡 力輝斗 （町 ･ 木曽中）
陵南 つばさ （町 ･ 忠生中）
高田 有 （町 ･ 小山田中）

松原 蒼生 （八 ･ みなみ野中）
府中西高……………………… 4 名
岡山 潤也 （日 ･ 第四中）
藤本 麗央 （八 ･ 第一中）
佐藤 茉桜 （昭 ･ 福島中）
小林 真夕 （昭 ･ 清泉中）
松原高………………………… 1 名
齋藤 里歩 （八 ･ 第二中）
片倉高………………………… 11 名
高正 綾香 （八 ･ 椚田中）
福地 陽哉 （八 ･ 由木中）
陵南 みらい （町 ･ 小山中）
宮﨑 優良 （町 ･ 小山中）
宮﨑 優那 （町 ･ 小山中）
三枝 綜介 （八 ･ 第一中）
陵南 つばさ （八 ･ 第一中）
與猶 悠斗 （八 ･ 第一中）
河本 華佳 （町 ･ 忠生中）
陵南 つばさ （八 ･ 七国中）
児玉 凱哉 （八 ･ 横山中）
八王子北高…………………… 3 名
永山高………………………… 1 名
拝島高………………………… 3 名
羽村高………………………… 1 名
 その他多数合格

■ 神奈川県立高校
県立海老名高………………… 1 名
高田 温太 （相 ･ 旭中）
県立座間高…………………… 1 名
川口 裕璃 （相 ･ 相原中）
県立上溝南高………………… 1 名
徳平 晃大 （相 ･ 相原中）
 その他多数合格

■ 私国立高校
桐朋高………………………… 1 名
多田 蓮恩 （八 ･ 第七中）
帝京大学高…………………… 2 名
田邉 拓磨 （町 ･ 忠生中）
陵南 つばさ （八 ･ 浅川中）
東京工業高専（電子）………… 1 名
長谷川 朔也 （相 ･ 北相中）
八王子学園八王子高（特進）… 5 名
織原 清太 （八 ･ 第七中）
大森 麻衣 （町 ･ 堺中）
陵南 みらい （町 ･ 小山田中）
宇野 唯翔 （町 ･ 木曽中）
陵南 つばさ （八 ･ 浅川中）
拓殖大学第一高（特進）……… 5 名
多田 蓮恩 （八 ･ 第七中）
木下 遥凪 （八 ･ 椚田中）
西嶋 茉凛 （八 ･ 椚田中）
板橋 亮真 （昭 ･ 清泉中）
衣川 心晴 （昭 ･ 昭和中）

桜美林高（国立）……………… 2 名
三本木 奏太 （町 ･ 忠生中）
田邉 拓磨 （町 ･ 忠生中）
桜美林高（特進）……………… 1 名
松本 珠実 （町 ･ 忠生中）
八王子実践高（特選）……… 6 名
照井 遥菜 （八 ･ 浅川中）
小口 真穂 （八 ･ 浅川中）
松森 陽来 （日 ･ 七生中）
松木 優七 （町 ･ 小山中）
野本 智 （八 ･ 第一中）
神田 航輔 （町 ･ 木曽中）
錦城高（進学）………………… 2 名
陵南 みらい （町 ･ 小山中）
村中 美咲 （昭 ･ 福島中）
八王子実践高（特進）………… 3 名
陵南 みらい （八 ･ 椚田中）
高田 温太 （相 ･ 旭中）
野口 哲平 （八 ･ みなみ野中）
八王子学園八王子高（進学）… 11 名
松岡 玲奈 （八 ･ 椚田中）
田中 美梨亜 （八 ･ 椚田中）
長谷川 朔也 （相 ･ 北相中）
⻆津 有真 （八 ･ みなみ野中）
陵南 みらい （町 ･ 小山中）
川口 裕璃 （相 ･ 相原中）
高田 温太 （相 ･ 旭中）
許 俊世 （八 ･ 第一中）
伊田 柊斗 （町 ･ 木曽中）
辻 薫 （町 ･ 小山田中）
村中 美咲 （昭 ･ 福島中）
拓殖大学第一高（進学）………	 5 名
馬場 真結花 （八 ･ 椚田中）
石野 遥香 （八 ･ 椚田中）
大房 杷流 （八 ･ 城山中）
城戸 仁衣菜 （八 ･ 第一中）
吉田 紗英 （昭 ･ 清泉中）
桜美林高（進学）……………… 5 名
東京電機大学高……………… 1 名
相模女子大学高（特進）……… 1 名
白梅学園高（特選文理）……… 1 名
聖徳学園高（文理進学）……… 1 名
八王子学園八王子高（総合）… 2 名
日本大学櫻丘高（総進Ｇ）…… 1 名
麻布大学附属高（特進）……… 1 名
実践学園高（特進）…………… 1 名
昭和第一学園高（特選）……… 1 名
工学院大学附高（先進文理）… 2 名
明星高（ＭＧＳ）……………… 2 名
八王子実践高（選抜）………… 12 名
共立女子第二高（総進）……… 2 名
昭和第一学園高（選進）……… 5 名
東海大学菅生高（特進）………	 1 名
工学院大学附高（文理）………	 2 名
日本大学明誠高（普通）………	 7 名
 その他多数合格
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