
※1月中及び2/1、2/3の公立中高一貫校の合否分布は
　かなり広いものと予想されます。男 子  ４月版   結果偏差値（　　）一覧合格率

80%2012年中学入試 男 子  ４月版【　　　　】各校の入試日・科目は
今春入試で実施された
ものです。

●:4科目入試　★:2科4(3)科選択(判定は2科)　※:算・理入試(判定は算数1科)　他は2科及び1科目入試

～ 12/31 1/1 ～ 19 1/20 ～ 31
偏差
76 　 　 　

75 　 　 　

74 　 　 　

73 　 　 　

72 　 ●西大和学園 1/9 　　　　　●渋谷幕張① 1/22

71 　 　 　

70 　 　 　

69 　 　 　

68 ●千葉県立千葉 12/10PM ●函館ラサール（前 1/8　●開智（先端Ａ 1/12 　　●東邦大東邦（前 1/21

67 　 ●愛光（東京）1/9 ●市川① 1/20　　　 ●昭和秀英②一般 1/22　●立教新座 1/25

66 ●昭和秀英①一志 12/1 　　　　　　　　　　●栄東（東大① 1/11　●栄東（東大② 1/17 　

65 　 　 　

64 　 　　　●西武文理①特 1/10 　

63 　 　　　　　　　　　　　　●栄東Ｂ 1/16　●江戸川取手① 1/17 　　　　　●栄東Ｃ 1/22

62 　 　　　　　　　　　●西武文理②特 1/13　●西武文理③特 1/18 　

61 　 　　　●星野（理数① 1/10　●星野（理数② 1/15 　　　　　　　　　　　　　●専大松戸② 1/26

60 　 ●佐久長聖 1/9　●栄東Ａ 1/10　●開智① 1/11 ●専大松戸① 1/20  ●開智（先端Ｂ1/23  ●芝浦工大柏① 1/23  ●芝浦工大柏② 1/27

59 　 　　　　　　　　　　　　　　●開智② 1/15 　　　　　　　　　   ●早稲田佐賀 1/22　●成田高校付（後 1/31

58 　 　　　　●城北埼玉① 1/12　●浦和中（市立 1/14 　  ●千葉大附属1/22  ●江戸川取手② 1/25  ●春日部共栄③ 1/25

57 　 ●星野（一般① 1/11  ●大宮開成（英数特① 1/13  ●春日部共栄② 1/14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　●稲毛高校附属 1/28

56 　 　 　　●麗澤① 1/21

55 　茗溪学園（自推 12/23 ●土佐塾 1/8　浦和実業①特 1/10PM　　　  ●城北埼玉② 1/15 　　　　　　●西武文理④ 1/23　●麗澤② 1/25

54 　茗溪学園（推 12/23 ●春日部共栄① 1/10  ●浦和実業①特 1/10  ●獨協埼玉① 1/12 　　●成田高校付（前 1/21

53 　 ●茗溪（一般 1/8  ●西武文理① 1/10  ●大宮開成（特① 1/10  ●西武文理③ 1/18 　　●千葉日大一① 1/21

52 　 　　　　　　　　　　●大宮開成（特② 1/16  ●城北埼玉③ 1/19 　　　　●八千代松陰 1/22　★八千代松陰 1/25

51 　日出学園（推 12/1 ●埼玉栄（難Ⅰ1/11PM  ●開未来（未来1/12PM  日大三島② 1/14  ●星野（一般② 1/18  ●獨協埼玉② 1/18 　　　　　　  ●日出学園② 1/24　●千葉日大一② 1/26

50 　 ●城西川越 1/11　★開智未来② 1/11PM　●西武文理② 1/13 ●八千代松陰 1/20　八千代松陰 1/21

49
　 　　　　　　　　　　清真学園（後 1/15 　

48
　 日大三島① 1/7  ●埼玉栄①ＡＭ1/10  ●埼玉平成①Ｓ選 1/10PM  ●浦和実業② 1/13

★開智未来① 1/10PM  ★東京農大三① 1/10PM  ★昌平③ 1/13  ●浦和実業③ 1/17
●日出学園① 1/20　　　●東京農大三③ 1/24

47
　 ★埼玉栄①ＰＭ1/10PM  ●埼玉栄（難Ⅰ1/11  ●東京農大三② 1/13

★昌平②1/10PM  ★本庄東高②1/14  ★聖望学園③1/15  ★昌平④1/16
　　　　　★東海大浦安Ｂ 1/23　●浦和実業④ 1/26
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●二松学舎柏②1/29

46
　 ●清真学園（前1/6  加藤学園暁秀1/7  ●茨城② 1/9  ★西武新座①特進選 1/11PM

●秀光（東京1/9  ★聖望学園② 1/13PM  ★埼玉栄② 1/14  ●城西川越② 1/17
★開智未来④ 1/20　●二松学舎柏① 1/22

45
●東海大浦安（推 12/1
●茨城① 12/4

★昌平① 1/10  ★本庄東高① 1/11  ★西武台新座①特進 1/11  ★西武新座②特進選 1/12PM
　　　　　　　　　　★聖望学園② 1/13  ●早稲田摂陵 1/14

●東海大浦安Ａ 1/20  ●埼玉栄（難Ⅱ 1/20  暁星国際①Ａ 1/20PM
　　　　　　　  ★国学院栃木③ 1/22　　　　●常総学院② 1/28

44
★佐野日大① 11/23  八千松陰（推･専12/3
★国学院栃木② 12/10

★静岡聖光①静岡 1/7　★静岡聖光①東京 1/8
●常総学院① 1/7　　　　　●埼玉平成②Ｓ選 1/12

★聖望学園④ 1/20　●暁星国際①Ｂ 1/22
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★土浦日大②1/28

43
　国学院栃木①適 12/3 ★佐野日大② 1/6　　　★聖望学園① 1/10

●土浦日大① 1/6
　　　　　★静岡聖光②静岡 1/22　★千葉明徳② 1/22PM
　　　　　　佐野日大③ 1/22

42
　茨城キリスト①単 11/27 ★長崎日大 1/8　　　　★西武台新座②特進 1/12 ★埼玉栄③ 1/20　　　　　　　　★西武新座③特進選 1/25PM

★昭和学院②一般 1/20

41
●茨城キリスト①Ａ 11/27 　茨城キリスト②Ｂ 1/5　★聖望学園（専 1/10 　　　　　　　　　★志学館Ｂ 1/22　★千葉明徳③ 1/26

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨城キリスト③Ｃ1/29

40
　 ★如水館（東京 1/8　★宮崎日大 1/8

　　　　　　　  ★埼玉平成①Ａ進 1/10  ★埼玉平成②Ａ進 1/12
★西武台千葉①Ⅱ1/20　埼玉平成③Ａ進 1/21
★千葉明徳① 1/20　●西武台千葉①Ⅰ1/21
★東京学館浦安① 1/20　　　　　　　　　★西武台千葉② 1/27

39
　千葉明徳（一志 12/1 　 　秀明八千代Ａ1/20  ★東京学館浦安② 1/22  秀明八千代Ｂ1/25

★志学館Ａ1/21  　★昭和学院③一般 1/25  ★東京学館浦安③ 1/27

38
　西武台千葉（専 12/3 　 　　　　★秀明① 1/22

37
　昭和学院（一志 12/1 　　　　　　　　　　　　自由の森Ｃ 1/14 　　●浦和ルーテル① 1/21　千葉国際① 1/21

　　　　自由の森（Ｄ① 1/22

36
　東京学館浦安（一志 12/1 　 　



※1月中及び2/1、2/3の公立中高一貫校の合否分布は
　かなり広いものと予想されます。男 子  ４月版   結果偏差値（　　）一覧合格率

80%2012年中学入試 男 子  ４月版【　　　　】各校の入試日・科目は
今春入試で実施された
ものです。

●:4科目入試　★:2科4(3)科選択(判定は2科)　※:算・理入試(判定は算数1科)　他は2科及び1科目入試

2/1（水）
偏差 午前（東京） 午前（神奈川） 午後（東京） 午後（神奈川）
76 　 　 　 　

75 ●開成 　 　 　

74 　 　 　 　

73 　 　 　 　

72 ●麻布 　 　 　

71 ●駒場東邦　●武蔵 ●慶應普通部 　 　

70 ●早稲田実業 　 　 　

69 ●早稲田①　●早稲田高等学院 　 　 　

68 ●海城① 　 　 　

67 ●渋谷教育渋谷① 　 　 　

66 　 　 　 　

65 ●芝① ●サレジオ学院Ａ 　国学院久我山 ST ① 　

64 　 　 　 　

63 ●攻玉社①　●巣鴨①　●桐朋 ●逗子開成① 　 　

62 ●法政大中① 　公文国際Ａ国　公文国際Ａ算 ●東京都市大①　●淑徳（東大① 　

61 ●城北①　●世田谷学園① 　 ★東京農大一① 　

60 ●穎明館①　●国学院久我山① ●桐蔭中等教育①　★森村学園① ●広尾学園② 　

59 ●高輪Ａ  ★帝京大学①  ●広尾学園①  ●中央大附① ★山手学院Ａ 　 　

58 ●成蹊①　●明中八王子① ●桐光学園① ●東京都市等力（特選① 　

57 ●成城学園①　●創価　●東京都市等力（特進① ●日大藤沢① 　 　

56 ●埼玉大附属　★桜美林①　青稜①Ａ 　 ●足立（特①  順天①Ｂ  ★青稜①Ｂ  東京電機② 　関東学院Ｂ

55 ●成城①　●獨協① 　 　桜美林①　明治学院① 　湘南学園Ａ

54 ●順天①Ａ ●関東学院Ａ  ★桐蔭学園①  ●中大横浜山手① 　 　自修館Ａ②

53 ●日大第二①　★東京電機大① 　 　佼成学園①特 　

52 　 ●日本大学Ａ ★郁文館（特　東京成徳大① 　

51 ●芝浦工大① 　 　 　

50 ★淑徳（ス特①　★工学院①Ａ特 ●藤嶺藤沢①　★横須賀学院① ●かえつ（難①　●宝仙理数①特 　

49
★宝仙理数① ★自修館Ａ① ★成立②プレ　工学院大①Ｂ

●八王子①
　関東六浦Ａ②

48
●多摩大聖丘①　★東京成徳大①　●東海大高輪①　
●八王子①

　 ●多摩大目黒（特① ★鶴見大付（難進①

47
　 　 ●駒込②特Ｓ 　横浜隼人②

46
●日大豊山①　●日大第三① 　 ●安田学園（特①　明法① 　

45
★足立学園①　●玉川学園①　★かえつ（総① ★東海大相模Ａ　横浜隼人① 　 　

44
★城西大城西①　●日大第一① ★関東六浦Ａ① ★日本学園（難①  ★聖徳学園①Ｂ

★城西大城西①  ★文教大付②
★横浜①Ｂ

43
★駒込①アド　聖徳学園（総　★文教大付① 　鶴見大付（進学① ★聖学院①特　★立正①

★日工駒場②
★横浜翠陵②

42
★聖徳学園①Ａ　淑徳巣鴨（進①　★明星中①
★立正①　★成立学園①

★横浜①Ａ ★実践学園② 　相洋①Ｂ　横浜創英②

41
★佼成学園①  ★明法①  ★安田学園①  ★実践学園①
★帝京①　★桜丘①

★相洋①Ａ  横浜創英①  ★横浜翠陵① ●淑徳巣鴨（特①  国士舘①  啓明学園①
★桜丘②  明星学園Ｂ

　

40
●京華①特　★日本学園（進①　★啓明学園①
★多摩大目黒（進①　国士舘①　★郁文館①
★日工大駒場①　★目白研心（選

　 ★京北②　●目白研心（特①
　目黒学院②

★武相①

39
★聖学院①　明星学園Ａ　和光①
★松蔭①　目黒学院①

　 ●京華①特  ★京華①  ●共栄学園②特
●松蔭①特  ★目黒学院③

★アレセイア①  ★橘学苑②

38
★京華①　★帝京八王子①Ａ　共栄学園①
●京北①　国立音大附 2/1・2

★アレセイア①　★橘学苑① ●日本学園（適　東海菅生①Ｂ
　帝京八王子①Ｂ

　

37
★東星学園①　東海菅生①Ａ　★東京立正①
★駿台学園①  日出①  ★上野学園普Ａ  上野学園音Ａ
★杉並学院①　修徳①

　 ★日出①　東京立正①
　杉並学院②　駿台学園②
★上野学園普Ｂ　武蔵野東①

　

36
★貞静学園①　★武蔵野東①　武蔵野①
　東邦音大東邦

　大西学園Ａ 　貞静学園① 　



※1月中及び2/1、2/3の公立中高一貫校の合否分布は
　かなり広いものと予想されます。男 子  ４月版   結果偏差値（　　）一覧合格率

80%2012年中学入試 男 子  ４月版【　　　　】各校の入試日・科目は
今春入試で実施された
ものです。

●:4科目入試　★:2科4(3)科選択(判定は2科)　※:算・理入試(判定は算数1科)　他は2科及び1科目入試

2/2（木）
偏差 午前（東京・他） 午前（神奈川） 午後（東京・他） 午後（神奈川）
76 　 　 　 　

75 　 　 　 　

74 　 　 　 　

73 　 ●聖光学院① 　 　

72 ●渋谷幕張② ●栄光学園 　 　

71 　 　 　 　

70 　 ●慶應湘南藤沢 　 　

69 　 　 　 　

68 ●渋谷教育渋谷② 　 　 　

67 ●明大明治① 　 　 　

66 ●本郷① 　 　 　

65 ●青山学院 　 　 　

64 ●攻玉社②　●世田谷学園② 　 　 　

63 ●学習院①　●城北②　●巣鴨②　●立教池袋① 　 　 　

62 　 ●鎌倉学園①　●桐蔭中等②Ａ 　高輪（算数 　

61 ●明大中野①　●穎明館② ●神奈川大附Ａ　★森村学園② 　 　

60 ★帝京大学② 　  ●広尾学園（医・サ  ※東京農大一②  ●東都等力（特選②  ●中大横浜山手②  山手学院Ｂ

59 ●高輪Ｂ　●東京都市大② ●横国大横浜 　 　

58 　 ●法政二①　●桐光学園② ●足立学園（特② 　日本大学Ｂ

57 ●国学院久我山② ●桐蔭中学②Ａ 　 　

56 ★桜美林②　●東京都市等力（特進② 　 　桜美林②　順天②Ｂ 　

55 ★青稜②Ａ　★東京電機大③ 　 　佼成学園②特 　

54 ●獨協②　●順天②Ａ 　 　 　

53 　 　横国大鎌倉 ★青稜②Ｂ ★横須賀学院②  藤嶺藤沢②

52 ★明治学院② ●湘南学園Ｂ　★自修館Ｂ ★かえつ（②プ　工学院大②Ｂ 　

51 　 　 ●多摩大聖丘②  東京成徳大②  ●宝仙理数②特 　

50 ●芝浦工大② 　 　 　

49
★工学院大②Ａ 　 ★淑徳（ス特②  ●獨協埼玉③  ●八王子② 　

48
●宝仙理数② 　 ●多摩大目黒（特② ●鶴見大付（難進②

　横浜隼人④

47
★東京成徳大②　●日大第一②　★かえつ（総② 　横浜隼人③　鶴見大付（進学② ★明法② 　

46
★足立②　●玉川学園②　●日大第三②
●宝仙理数 ･ 公立

　 　 　

45
　 　 ★聖学院②特  ●安田（特②  ★文教大付④

★日工大駒場（特
　

44
　 ★関東六浦Ｂ ●京華②特  ★日本学園（難②  ★淑徳巣鴨（特②

★聖徳学園②Ｂ  ★城西大城西②
　

43
●駒込③特Ｓ　★聖徳学園②Ａ　★城西大城西②
★立正②

　 ★立正②　和光②　郁文館（未来 ★横浜翠陵③  横浜創英④

42
★佼成学園②　★実践学園③　★明星中②
★文教大付③

　 ★京北④　実践学園④　★桜丘③ 　相洋②

41
★帝京②　淑徳巣鴨（進②　★多摩大目黒（進②
★郁文館②　★日工大駒場③

★横浜創英③ 　国士舘② ★武相②Ｂ

40
●京北③　★聖学院②　★安田学園②　★国士舘②
★目白研心（特選

★武相②Ａ ★京華②　啓明学園②　明星学園Ｃ
●目白研心（特②

　

39
★松蔭②　京華② 　 ★目黒学院④　松蔭② 　

38
★帝京八王子②Ａ　★共栄学園③ ★アレセイア② ★東海菅生②Ｂ　帝京八王子②Ｂ

　駿台学園④
★アレセイア②

37
★駿台学園③　東海菅生②Ａ
★杉並学院③　日出②

　 ★日出②　武蔵野東②　★上野学園普Ｃ
　修徳②

　

36
★貞静学園②　サレジオ（小平）　八王子実践①
　武蔵野②

　大西学園Ｂ 　貞静学園② 　



※1月中及び2/1、2/3の公立中高一貫校の合否分布は
　かなり広いものと予想されます。男 子  ４月版   結果偏差値（　　）一覧合格率

80%2012年中学入試 男 子  ４月版【　　　　】各校の入試日・科目は
今春入試で実施された
ものです。

●:4科目入試　★:2科4(3)科選択(判定は2科)　※:算・理入試(判定は算数1科)　他は2科及び1科目入試

2/3（金） 2/4（土） 2/5（日）以降
偏差 偏差
76 ●筑波大駒場 　 　 76
75 　 　 　 75
74 　 　 　 74
73 　 ●聖光学院② 　 73
72 ●筑波大附　●早稲田② 　 　 72
71 　 　 　 71
70 ●海城② 　 　 70
69 ●浅野　●慶應中等部 　 　 69
68 ●明大明治② 　 　 68
67 ●東邦大東邦（後 ●サレジオ学院Ｂ ●渋谷教育渋谷③ 2/5 67
66 ●本郷② ●芝②　●市川② 　 66
65 ●東京学大世田谷 ●昭和秀英③一般 ●本郷③ 2/5  立教池袋② 2/5  攻玉社（特）2/6 65
64 ●暁星　●逗子開成②　●小石川 ●城北③　★公文国際Ｂ　●中央大附② ●逗子開成③ 2/5  ●法政大中③ 2/5  神奈川大附Ｃ 2/6 64
63 　　　　　　　　　　　　  国学院久我山 ST ② PM ●世田谷学園③  ●鎌倉学園②  ●立教新座②  ●成蹊② ●鎌倉学園③ 2/5　●桐蔭中等教育③ 2/5 63
62 ●学習院②  東京学大小金井  ●法政大中②  ●神奈川大附Ｂ 　　　●淑徳（東大② 2/6　山手学院（後 2/7 62
61 ★帝京大③  ●桐蔭中等②Ｂ  ★山手学院Ｃ  芝工柏③  ●中大横浜山③  ●両国  ●武蔵（都立 　 ●国学院久我山③ 2/5 61
60 ●東京学大竹早　●専大松戸③　●桜修館 ●高輪Ｃ  ●明大中野②  ●東京都市等力（特選③ ●森村学園③ 2/5　●広尾学園③ 2/5 60
59 ●東京学大国際Ｂ  ●明中八王子②  ●東都等力（特進③  ●白鷗 ●東京都市大③  ●穎明館③  ●桐光学園③  ●東農大一③ 　　　　　　●東京都市大④ 2/6 59
58 ●立川国際 　 　 58
57 ●成城②  ●成城学園②  ●九段  ●三鷹  ●南多摩  ●横浜市立南 ★東京電機大④ 　 57
56 ●日大第二②  ●大泉  ●神奈川県相模原  ●足立（特③ PM ★青稜③　●日大藤沢② ●順天③Ａ 2/5  ★桐蔭学園③ 2/5  ●法政二② 2/6 56
55 ●東京大附属　●星野（一般③　●富士　麗澤③ PM ●明治学院③ ●獨協③ 2/5  ●日本大学Ｃ 2/5  湘南Ｄ 2/6  ●関東学院Ｄ 2/5PM 55
54 　 　 ●千葉日大一③ 2/5 54
53 ●関東学院Ｃ 　江戸川取手③特 　 53
52 ●お茶の水女  ●桜美林③  ●神奈川県立平塚  ★横須学院③ PM  東京成徳③ PM  宝仙理数③ PM ●大宮開成（英数特② ★工学院大③ 2/5  多摩大聖丘④ 2/5  ●宝仙理数③特 2/5 52
51 　　　　　　　　　　　　　　多摩大目黒（特③ PM ●芝浦工大③ ●函館ラサール（後 2/5 51
50 ●藤嶺藤沢③  ●桐蔭②Ｂ  ●自修館Ｃ  ★淑徳（ス特③ PM  ●かえつ（難③ PM ●玉川学園③  ●大宮開成（特③  かえつ（国算  ★鶴見（難進③ ●日大豊山③ 2/5  ●藤嶺藤沢④ 2/6  横須賀学院④ 2/7 50

49
★足立学園③　★成立③プレ　　 ●多摩大聖丘③ PM
●湘南学園Ｃ

★東海大相模Ｂ　多摩大目黒（特④ 　
49

48
●日大豊山②　　　　　　　　　●淑徳巣鴨（ス PM
★東京成徳大③　

★聖学院④特 ●日大第一③ 2/5　八千代松陰 2/5
　城西川越③ 2/5

48

47
●東海大高輪② 　 　横浜隼人⑤ 2/5

47

46
　　　　　　　　　 ★聖徳学園③ＢPM　明法③ PM
　　　　　　　　　　 ★聖学院③特 PM

●八王子③ ★本庄東高③ 2/5
46

45
★城西大城西③　　　　　　　　　  関東六浦Ｃ PM
　　　　　　　　　　　　　　　  ★横浜翠陵④ PM

★駒込④アド　●立正③特
★文教大付⑤　　　　　　　二松学舎柏③ PM

★佼成学園④ 2/5　●東京農大三④ 2/6
　関東六浦Ｄ 2/5PM

45

44
　　　　　　　　　　　　　　　　  早稲田摂陵 PM 　　　　　　　　　　　　★聖徳学園④Ｂ PM ●京華④特 2/5

★横浜翠陵⑤ 2/5
44

43
　　　　　　　　　　　　　　　　  ★横浜②Ｂ PM 　 淑徳巣鴨（特③ 2/6  ★立正④ 2/7  郁文館（グロ 2/7

　　　 ★静岡聖光③東京 2/9  淑徳巣鴨（特④ 2/10
43

42
★横浜②Ａ　★帝京③  　　　　　　佼成学園③ PM
★横浜創英⑤　　　　　　　　 ★日本学園（特② PM

★帝京④　明星中③ 　佐野日大④ 2/5　埼玉栄④ 2/6
　横浜③ 2/5PM　　　  暁星国際②Ａ 2/11

42

41
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  武相③ PM ★郁文館④　★桜丘④

●目白研心（特③
★京華④ 2/5  郁文館（DQ2/5  ★桜丘⑤ 2/5  ★日工駒場④ 2/5
★昌平⑤ 2/5  ★日本学園（特③ 2/5  武相④ 2/5PM  千葉明徳④ 2/6

41

40
★相洋③　　　　　　　　　　　　　　  京華③ PM ●京北⑤　★安田学園③　啓明学園③

　国士舘③
★相洋④ 2/5  和光③ 2/6PM  淑徳巣鴨（進③ 2/6
　横浜創英⑥ 2/5  ★安田学園④ 2/7  実践学園（Ⅱ2/10
　　　　　　　　　　　　　　　　暁星国際②Ｂ 2/25

40

39
★郁文館③　　　　　　　　　  ★アレセイア③ PM ★西武台千葉③　★目黒学院⑤ 　志学館Ｃ 2/5　東京学館浦安④ 2/5

39

38
★アレセイア③　★橘学苑③ 　千葉国際②　帝京八王子③

★松蔭③　共栄学園④
帝京八王④ 2/5  ★アレセイ④ 2/6  東海菅生④ 2/7  秀明八千Ｃ2/7
　　　　　  昭和学院④一般 2/8  ★秀明② 2/12  秀明八千Ｄ2/20

38

37
★日出③　東京立正②　　　　　　　武蔵野東③PM
★杉並学院④　　　　　　　　　　  東京立正② PM
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  修徳③ PM

　東海菅生③　駿台学園⑤
★東星学園②　修徳④　　　　　★橘学苑④ PM

★橘学苑⑤ 2/5  東京立正③ 2/5  ★上野学園普Ｄ2/6  修徳⑥ 2/11
●浦和ルテル② 2/7  東学館浦安⑤ 2/10  上野学園音Ｂ2/11
　修徳⑤ 2/5　　　　　　自由の森（Ｄ② 2/12  帝京八王（2 次 2/19

37

36
★貞静学園③　　　　　　　　　　 貞静学園③ PM 　武蔵野③　貞静学園④ 　　　　  清明学園 2/6　八王子実践③ 2/9

　　　八王子実践② 2/6　貞静学園⑤ 2/12
36


