
※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。 女 子  11月版●:4科目入試  ★:2科4(3)科選択(判定は2科)   ◆:国算理入試  ※:算・理入試(判定は算数1科)  Ｒ:理科1科目判定  他:2科及び1科目入試 【　　　　】各校の入試日・科目は

10月5日時点での推測
が含まれます。  予想偏差値（　　）一覧合格率

80%2019年中学入試女 子  11月版
～ 12/31 1/1 ～ 19 1/20 ～ 31

偏差
75 ●栄東（東大特待Ⅰ）1/12 ●渋谷教育学園幕張①1/22《76》

74 ●千葉県立千葉12/8pm ●市川①1/20

73 ●東邦大東邦（推薦）12/1 ●浦和明の星女子①1/14                                                      栄東（東大Ⅱ･算数）1/18

72 ●千葉県立東葛飾12/8pm   昭和秀英（午後特別･一般）1/20pm  ●東邦大東邦（前期）1/21

71 ●昭和秀英①一志12/1

70 ●西大和（東京）1/6  ●愛光（東京）1/9  ●栄東Ａ1/10  ●栄東Ｂ1/16  ●江戸取①東大1/17  ●江戸取①医科1/17  ●栄東（東大Ⅱ･4科）1/18 ●昭和秀英②一般1/22

69 ●開智（先端特待）1/11   市川（英語）1/20

68 ●江戸川取手②医科1/25

67 ●開智①1/10  ●開智（先端Ａ）1/14                              ●江戸川取手①難関1/17 ●江戸川取手②東大1/25

66 ●開智②1/12  ●さいたま市立浦和1/12  ●淑徳与野①1/13 ●芝浦工大柏①GS1/23  ●芝浦工大柏②GS1/27

65                                                                                ●開智（先端Ｂ）1/17 ●千葉大学附属1/22  ●芝浦工大柏①一般1/23  ●芝浦工大柏②一般1/27

64
●茨城県立並木1/12 ●専大松戸①1/20  ●江戸川取手②難関1/25  ●専大松戸②1/26  

●千葉市立稲毛1/26

63 ●さいたま市立大宮国際1/13

62 ◆星野学園①理数1/10pm  ●大宮開成（特待）1/12 ●国府台女子①1/21

61 ●佐久長聖①東京1/14 ●麗澤①AE1/21

60   西武文理（特選特待）1/10pm  ●星野学園②理数1/11  ●県立伊奈学園1/12  ●早稲田佐賀①首都圏1/13  ●佐久長聖②東京1/15   茗溪学園（一般②）1/26

59 ●茗溪学園（一般①）1/13 ★麗澤①EE1/21  ●成田高校付（一般）1/24  ●麗澤②AE1/24

58 ●成田高校付（第一志望）12/1 ●函館白百合（首都圏）1/8pm  ●大宮開成②英数1/14 ★麗澤②EE1/24

57 ●大宮開成①英数1/10 ●聖徳大附（特待）1/24

56 ●国府台女子（推薦）12/1 ●西武文理①特選1/10  ◆開智未来Ａ未来1/11pm   麗澤③AE1/27pm  麗澤③EE1/27pm

55   星野①進学1/10  ●昌平Ｔｸﾗｽ①1/10pm  ●県立日立第一1/12  ●大妻嵐山（奨学）1/12  ●昌平Ｔｸﾗｽ②1/12  ●西武文理②特選1/12  ★開智未来Ｂ未来1/12pm  ★星野（総合）1/14 ●千葉日大一①1/21

54 ★西武台新座（特待）1/11pm  ●早稲田摂陵①関東1/12  茗溪学園②英語1/13  ●西武文理③特選1/17

53   茗溪学園（推薦）12/15 ●常総学院①AD1/7  ●埼玉栄①医学1/10  ●狭山ヶ丘①1/10  開智未来①1/10pm  埼玉栄②医学1/10pm  ●埼玉栄③医学1/11  星野学園②進学1/11pm  ●狭山ヶ丘②1/12   八千代松陰２５日

52   茗溪学園①英語12/15 ●西武文理①一貫1/10  埼玉栄④医学1/11pm  ●埼玉栄⑤医学1/13  ●埼玉栄⑥医学1/14  ●早稲田摂陵②関東1/14   西武文理④特選1/22

51   埼玉栄②難関1/10pm  ★西武台新座①特選1/10pm  ●狭山ヶ丘③1/16  ★不二聖心Ｓ1/19   八千代松陰２０日  ●千葉日大一②1/26

50
●春日部共栄①AM1/10  ●埼玉栄①難関1/10  ●春日部共栄①PM1/10pm  ★細田学園①特待1/10pm  ★春日部共栄②PM1/11pm

  埼玉栄④難関1/11pm  ●茨城県立古河1/12  春日部共栄③1/13  ●秀光（東京選抜）1/14  ★開智未来②1/19

★聖徳大附①Ｓ探究1/20  ★八千代松陰２１日

★聖徳大附②Ｓ探究1/22

49
●茨城大学附属12/15 ★埼玉栄①進学1/10  Ｒ東京農大三②特待1/10pm  ●大妻嵐山（適性）1/11  ●春日部共栄②AM1/11  ●埼玉栄③難関1/11

●獨協埼玉①1/11  ●埼玉栄⑤難関1/13  ●細田学園②特待1/13  ●埼玉栄⑥難関1/14  西武文理（適性）1/19

★常総学院②AD1/29

48
●千葉日大一（一志）12/1 ●盛岡白百合（首都圏）1/9  ★西武台新座①特進1/10  開智未来②探究1/11

★埼玉栄③進学1/11  ●西武文理②一貫1/12  ★昌平③1/13  ★西武台新座②特選1/14

●聖徳大附（適性）1/20pm  ★千葉明徳（特待）1/24

47
  開智未来①探究1/10  ★東京農大三①特待1/10  ★昌平②1/11  西武文理（算数）1/12pm

                                                                                ●西武文理③一貫1/17

★日出学園①1/20  ★日出学園②1/23

46
  日出学園（推薦）12/1

  常総学院（推･専AD）12/2  常総学院（適性AD）12/8

●清真学園1/6  ●浦和実業①AM特待1/10  ★昌平①1/10  ●細田学園①1/10  ★西武台新座②特進1/11

★東京農大三③1/11  ●札幌聖心（首都圏）1/12  ●獨協埼玉②1/12  ★細田学園②1/12  ●獨協埼玉③1/17

★二松學舎柏②1/20pm  ★二松學舎柏③1/22  東京農大三④1/27

45
★水戸英宏Ｂ一般11/25

  八千代松陰（学科推薦）12/2

●土浦日大①一般1/6  ★長崎日大（関東）1/6  ★武南①AM1/10  細田学園①適性1/10

  浦和実業①PM特待1/10pm  大妻嵐山（みらい１科）1/11pm  ●浦和実業②AM特待1/12

  浦和実業②PM特待1/12pm  ★埼玉栄⑤進学1/13  ★細田学園③1/13  細田学園②適性1/19

★昭和学院（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）1/25

44
●智学館①一般11/19 ●水戸英宏Ｃ一般1/4  ●常総学院①ST1/7  ★大妻嵐山①1/10  ★大妻嵐山②1/10pm

★武南①PM1/10pm  大妻嵐山（みらい表現）1/11pm  ●昌平（適性）1/11pm

★埼玉栄⑥進学1/14                                                                          ●浦和実業③1/19

●土浦日大②一般1/24  ★東海大浦安Ｂ1/24

★西武台新座（ﾁｬﾚﾝｼﾞ）1/25  水戸英宏Ｄ一般1/26

★常総学院②ST1/29

43

●水戸英宏Ａ一11/17  智学館①英11/19  ★國學栃木①一11/23

★佐野日①一11/24  ●土浦日（CSAT）12/1

★國學栃②一12/8  國學栃②英12/8 

★佐野日②一12/9  ●土浦日（ISAT）12/15

●智学館②一般1/6  浦和実業①適性1/10  武南①AM適性1/10  ★本庄東①1/10

●聖望学園②適性1/11  ★不二聖心Ａ1/12  武南②1/12  ●浦和実業②適性1/14  武南③1/15

★國學院栃木③一般1/20  ★聖徳大附①LA1/20  智学館③一般1/20  

●東海大浦安Ａ1/20  ★和洋国府台①1/20  千葉明徳（適性）1/21

★聖徳大附②LA1/22  ★大妻嵐山③1/23  昭和学院（適性･特進）1/23

★二松學舎柏④1/24  ★本庄東③1/26

42
●智学館①適性11/19

  二松學舎柏（一志）12/1

  國學院栃木②適性12/8

  佐野日大③一般1/5  大妻嵐山（まなび力）1/10  ★東京成徳深谷①1/10  青山浦和ﾙｰﾃﾙ①1/10pm

★聖望学園②1/11  ★本庄東②1/13

★二松學舎柏①1/20  佐野日大④一般1/27

41
●東海大浦安（推薦）12/1  ●東洋大牛久（専願）12/1

  和洋国府台（推薦）12/1  常総学院（推･専ST）12/2

  常総学院（適ST）12/8

●東洋大牛久①1/5  国際学院①専願1/10  国際学院①適性1/10  ★聖望学園①1/10  ★国際学院②特待1/10pm

  国際学院②英語1/10pm  ★東京成徳深谷②1/11  ★国際学院④特待1/11pm  青山浦和ﾙｰﾃﾙ②1/12

★東京成徳深谷③1/12  聖望学園③得意1/12pm  ★本庄第一②一般1/13  ●東洋大牛久②1/19pm

  昭和学院（一般）1/20  暁星国際①1/22  ★東京成徳深谷④1/26

                                                                  翔凜（特別）1/29

40

★聖徳大附（一志）12/1

  千葉明徳（ﾙｰﾌ ﾘ゙ｯｸ）12/1pm

  昭和学院③推薦12/6pm

●土浦日大（推薦）12/8

★国際学院①一般1/10  ★埼玉平成①AM1/10  ★聖望学園①専願1/10  本庄第一①単願1/10

  Ｒ埼玉平成①PM（ﾌﾟﾗｸﾃｨｶﾙ）1/10pm  ●国際学院③適性1/11  ★埼玉平成②1/12

                                                                     ★国際学院⑤一般1/19  ★埼玉平成③1/19

★志学館Ａ1/20  ★千葉明徳（一般）1/20  昭和学院（ﾌ ﾚ゚ｾ ﾝ゙）1/21

  昭和学院（ﾌ ﾚ゚ｾ ﾝ゙E）1/21pm  ★和洋国府台②1/24  ★志学館Ｂ1/26

39
★昭和学院①推薦12/1

  千葉明徳（１志）12/1

●取手聖徳①特待1/5  秀明①1/10  ●取手聖徳②特待1/13   秀明八千代Ａ1/20  ★西武台千葉①1/20

  秀明八千代Ｂ1/31

38
  取手聖徳（一志）11/25  ●秀明（奨学）12/2

★西武台千葉（1志）12/2  ★取手聖徳①一般12/16

  取手聖徳（英語）12/16  取手聖徳（適性）12/16pm

★取手聖徳②一般1/5  ★取手聖徳③一般1/13                                       霞ヶ浦②一般1/19   翔凜（一般）1/20  自由の森Ｃ①1/22  取手聖徳④一般1/29

37
  翔凜（推薦）12/1  昭和学院②推薦12/6

  霞ヶ浦①一般12/16

  自由の森Ａ1/12  自由の森Ｂ1/12  ★宮崎日大（首都圏）1/14 ●自由の森Ｘ1/23

36
35



※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。 女 子  11月版●:4科目入試  ★:2科4(3)科選択(判定は2科)   ◆:国算理入試  ※:算・理入試(判定は算数1科)  Ｒ:理科1科目判定  他:2科及び1科目入試 【　　　　】各校の入試日・科目は

10月5日時点での推測
が含まれます。  予想偏差値（　　）一覧合格率

80%2019年中学入試女 子  11月版
2/1（金）

偏差 午前（東京・他） 午前（神奈川） 午後（東京） 午後（神奈川）
75 ●桜蔭《76》   ●女子学院

74 ●早稲田実業

73 ●渋谷教育学園渋谷①  ●雙葉 ★洗足学園①

72 ●フェリス女学院

71 ●広尾学園②ｲﾝﾀｰ

70 ●広尾学園②

69 ●鷗友学園①  ●頌栄女子学院①  ●広尾学園①

68 ●吉祥女子① ★東京農大一①  三田国際②本科

67 ●学習院女子Ａ  ●東洋英和Ａ  ●立教女学院 ●中央大附横浜①

66 ●法政大学①   国学院久我山ST①  品川女子（算数）  普連土（１日午後算数）

65 ●成蹊① ●横浜共立Ａ  ●横浜雙葉   東京都市大等々力Ｓ特選･算数

64
●中央大学附属①   大妻多摩（午後）  ●東京都市大等々力Ｓ特①

●三田国際②ｲﾝﾀｰ

  山手学院Ａ午後

63 ●大妻①  ★帝京大学①  ●三田国際①本科  ●三田国際①ｲﾝﾀｰ  ●安田学園①先進特待   公文国際学園Ａ ●開智日本橋（特待）  ●淑徳①東大選抜  東京女学館②   日本大学Ａ②NS

62 ●明大中野八王子Ａ① ★森村学園①  ★山手学院Ａ午前   恵泉女学園Ｓ①  晃華学園②  ★青稜①Ｂ

61 ●共立女子2/1  ●国学院久我山①  ●品川女子①  ●富士見① ●青山横浜英和Ａ  ●日本女子大附① ★安田学園②先進特待   清泉女学院②

60 ●晃華学園①  ★香蘭女学校①  ●埼玉大学附属  青稜①Ａ  ●東京都市大等々力①  ●普連土（１日午前4科） ●日本大学Ａ①NS   日本大学Ａ②GL

59 ●成城学園①  ●創価  ●東京女学館① ●日本大学Ａ①GL ★かえつ1日特待  順天①Ｂ  ●宝仙（新4科･特選）  明治学院①  山脇学園（午後）   カリタス②  湘南学園Ａ

58 ★開智日本橋①  ★淑徳①ｽｰﾊﾟｰ特進  ●順天①Ａ ●日大藤沢①   神奈川学園Ａ･PM  関東学院①Ｂ

57 ●光塩女子学院①  ●田園調布①  ●宝仙①4科･特選  ●山脇学園Ａ ●カリタス①  ●清泉女学院①   桜美林１日PM  大妻中野②アド  大妻中野（算数）  ★八王子学園②東･医   自修館Ａ②  日本大学（適）GL

56 ●大妻多摩① ●桐蔭学園①4科  ●桐蔭学園①AL   江戸川女子（AO）   日本大学（適）NS

55 ●開智日本橋（適性）  かえつ（思考･特待）  ●日大第二① ★自修館Ａ①  湘南学園ESD  ●桐光学園①  ★聖園女学院①   三輪田学園①午後

54 ●穎明館①  ★桜美林１日AM  ●桜美林（総合学力）  ★かえつ2科4科  山脇学園（英語Ａ）   東京電機大学② ★横浜女学院Ｂ２

53 ●八王子学園①東･医 ★神奈川学園Ａ･AM ★八雲学園② ●聖園女学院（総合）

52 ★三輪田学園①午前   跡見学園（特待①）  ★淑徳巣鴨①ｽｶﾗ  ★東洋大学京北②

51 ★大妻中野①アド ●関東学院①Ａ ★横浜女学院Ｂ１

50
●江戸川女子①4科  ★昭和女子大GA  ★東洋大学京北① ★聖セシリアＡ①   郁文館①特奨  多摩大聖ヶ丘②

●多摩大目黒①特待､特進  武蔵野大学②

49
★工学院①Ａ  ★昭和女子大Ａ本科  ★日大第三①   工学院①Ｂ  駒込②国先（適）

★東京成徳大①午後  中村（特待2/1）

48
★跡見学園（一般①）  ★東京電機大学①  宝仙①公立  ★安田学園①一般 ★横浜女学院Ａ２ 十文字②Ｓ特待  ●聖徳学園①特奨  昭和女子（思考）  女子聖学院②

東京純心1日午後  宝仙①ﾘﾍ  ゙ 宝仙①AAA  宝仙①ｸ ﾛ゙  宝仙①理  宝仙（英）

47
  武蔵野大学①  ★八雲学園① ★横浜女学院Ａ１ ★実践女子②  ★東京家政大②特2か4Ｅ

  東京家政大②特･適Ｅ

  捜真女学校②

46
★駒込①国先  ★多摩大聖ヶ丘①  東京純心1日適性  ★八王子学園①一貫 ★駒込②国先  ★東京家政大②特2か4ｉ  東京家政大②特･適ｉ

  ドルトン東京1日PM  日大豊山女子2科①  武蔵野大（適）

  聖セシリアＢグ

★鶴見大附①難進

45
  駒込①国先（適）  ★実践女子①  ★十文字①Ｓ特待  淑徳巣鴨①一般

★女子美術大付①  ★玉川学園①  ★ドルトン東京1日AM  ★目黒星美①AM

★横須賀学院①Ａ ★北豊島①特待  ★共栄学園②特１

★麴町学園１日特待  玉川学園②

★文化大杉並②

  横須賀学院①Ｂ

44
●十文字（思考特待）  ★東京純心女子1日午前  ★東京成徳大①午前  桐朋女子Ａ

★日大豊山女子4科2科①  日大豊山女子（適性）  文化大杉並①  文化大杉並（適性）

  目黒星美（発想）

●横須賀学院（適性）  ★横浜富士見丘① ★城西大城西①PM  ★トキワ松②

  目黒星美①PM  目黒日大①PM･特待

  聖ヨゼフ②

  横浜富士見丘②

43

●共立第二（適性）  京華女子①適性･特待  ★京華女子①AM特待  ★女子聖学院①

  聖ドミニコ①  玉川学園①英語  東京家政大附①セＥ  ●日大第一①4科

★捜真女学校①  鶴見大附（適性）

★東海大相模Ａ  横浜富士見丘（適性）

★京華女子①PM特待  ★駒込②本科  駒込②本科（適）

  聖徳学園PM①  ★聖ドミニコ②  玉川聖学院②  玉川聖学院（多文化）

  日本工大駒場②  ★富士見丘（一般2/1）  富士見丘（英語2/1PM）

★文京学院②  武蔵野東②2科･特  目白研心②

★鎌倉女子大2/1PM

  関東六浦Ａ②

42
★実践学園①  ★城西大城西①AM  聖徳学園AO  聖徳学園AM①  ★星美学園①

★玉川聖学院①  ●玉川聖学院（適性）  ●東海大高輪台①  東京家政大附①セｉ

  中村（一般2/1AM）  中村（適性）  ★和光①  ★和洋九段①本科  ★和洋九段①GL

  関東六浦（総合）  北鎌倉女子2科①  ★聖ヨゼフ①

★聖和学院Ａ  ★横浜翠陵①

  神田②適･特  神田②2選特  共立第二①PM  実践学園②  成立学園②

  中村（一般2/1PM）  ★藤村1日PMﾌ ﾚ゚特選  文京学院Ａ思  ★文教大付②

  武蔵野東②適･特  目白研心（ｽｷﾙ）  ★和洋九段②本  ★和洋九段②Ｇ

  聖和学院Ｂ

●横浜隼人（適性･公立）

41
  小野学園①特待  ★共栄学園①  ★共立第二①AM  ★桜丘①  聖徳学園（適2科）  聖徳学園（適3科）  ★白梅清修①AM

★成立学園①  ★多摩大目黒①進学  ★帝京①AM  富士見丘（WILL）  富士見丘（適･思）  ★藤村女子１日AM特選  ★文京学院①

★文教大付①  文教大付（みらい）  ●明星①MGS  明星（適Ａ  明星（適Ｂ  ★目黒日大①AM  ★目白研心①  ★立正①AM

  鎌倉女子大2/1AM  横浜翠陵（適性）   小野学園②特待  駒沢女子①PM  ★桜丘②  実践学園（適性）

  白梅清修①PM  帝京①PM  トキワ松（英語）  ★明星学園Ｂ

●武蔵野東4科･特  武蔵野東②EE･特  ★立正①PM

  函嶺白百合②

★相模女子大②

40

★郁文館①進学  ●郁文館①適･特  ●小野学園（適性）  神田（適性）  神田①２選  北豊島（一般）

  国立音大①音･準  国立音大①文理  ★京華女子①AM一般  啓明学園①  ★麴町１日一般  麴町１日AE  ★駒込①本科

  駒込①本科（適）  ★東京家政１日AM  ★東京女子学園（2か4）  東京女子学園（思考）  ★トキワ松①  ●トキワ松（適性）

★日本工大駒場①  富士見丘（GL･A）  武蔵野東①2科  武蔵野東①EE  武蔵野東①適  明星①本科

★関東六浦Ａ①  ★函嶺白百合①

  北鎌倉女子（音楽）2/1･2  相模女子大①

★相洋①Ａ  鶴見大附①進学  横浜翠陵（英語2/1）

★横浜創英①2科4科  横浜創英①適性  横浜隼人①

  川村（ﾁｬﾚﾝｼﾞ）  北豊島（適性）  ●国士舘②

★東京家政１日PM  東京女子学園（2科①）

●北鎌倉女子4科総合

  相洋①Ｂ  ★横浜翠陵②

39
  川村（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ）  国立音大①音･実2/1･2  京華女子①適性･一般  国士舘①

  駒沢女子①AM1科  ★淑徳SC①特選Ａ  八王子実践①  明星学園Ａ

  目黒学院①Ａ一般

★アレセイア①AM

  アレセイア①ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ

  川村①ｾﾚｸﾄ  佼成女子①PM

●星美学園②適性  新渡戸文化2/1PM

  目黒学院①Ｂ一般

★アレセイア①PM

38
  上野1日Ａ２科  ●上野1日Ａ適性  ★国本女子①Ａ  ★佼成女子①AM

★駒沢女子①AM2科4科  松蔭①AM  ★帝京八王子①Ａ  ★新渡戸文化2/1AM

★藤村女子１日AM特進  ●藤村女子１日･適性

  上野1日Ａ得意2科  ★国本女子①Ｂ

  松蔭①PM  ★瀧野川女子①PM

  帝京八王子①Ｂ  ★藤村１日PMプレ特進

37
  愛国①  上野1日Ｐ２科  ●上野1日Ｐ適性  修徳①  ★駿台学園①  ★瀧野川女子①AM

  東海大菅生①Ａ  東京女子学院①AM  東京立正①AM  武蔵野①

  橘学苑①  緑ヶ丘女子①Ａ   上野1日Ｐ得意2科  駿台学園②  貞静学園①PM

★東海大菅生①Ｂ  東京女子学院①PM  東京立正①PM

  橘学苑②  緑ヶ丘女子①Ｂ

36   貞静学園①AM  ★東星学園①  ●東星学園（適性）  東邦音大東邦  日本体育大学桜華①   大西学園Ａ   淑徳SC②総進Ｂ  ●貞静学園①適性

35   淑徳SC①総進Ｂ  成女学園①Ａ   成女学園①Ｂ



※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。 女 子  11月版●:4科目入試  ★:2科4(3)科選択(判定は2科)   ◆:国算理入試  ※:算・理入試(判定は算数1科)  Ｒ:理科1科目判定  他:2科及び1科目入試 【　　　　】各校の入試日・科目は

10月5日時点での推測
が含まれます。  予想偏差値（　　）一覧合格率

80%2019年中学入試女 子  11月版
2/2（土）

偏差 午前（東京・他） 午前（神奈川） 午後（東京・他） 午後（神奈川）
75 ●渋谷教育学園幕張②《77》  ●豊島岡女子学園①《76》  ●渋谷教育学園渋谷② ★洗足学園②

74 ●慶應義塾湘南藤沢[4科]

73   慶應義塾湘南藤沢[国算英]

72 ●昭和秀英③一般

71 ●広尾学園（医進ｻｲｴﾝｽ）

70 ●青山学院  ●吉祥女子②  ●明治大明治①

69 ●白百合学園  ●東洋英和Ｂ

68 ※東京農大一② ●中央大附横浜②

67 ●法政第二①

66
65 ●神奈川大附Ａ ●三田国際③本科  ●三田国際③ｲﾝﾀｰ

64
●鎌倉女学院① ●淑徳②東大選抜  ●東京都市大等々力Ｓ特②

  普連土学園（２日午後２科）

  山手学院Ｂ

63 ●大妻②   香蘭女学校②  東京女学館③  ★安田学園④先進特待

62 ●共立女子2/2  ●帝京大学②特待･一般  ●安田学園③先進特待 ●湘南白百合  ★森村学園②   広尾学園AG ●青山横浜英和Ｂ  日本大学Ｂ･GL

61 ★開智日本橋②  ★青稜②Ｂ   日本大学Ｂ･NS

60 ●国学院久我山②  ●品川女子②  ●富士見②   順天②Ｂ

59 ●順天②Ａ  ★青稜②Ａ  ●田園調布②  ●東京都市大等々力② ★かえつ2日特待

58 ●恵泉女学園Ａ  ●光塩女子学院② ●宝仙②4科･特選

57 ●山脇学園Ｂ ●カリタス（新3科）

56 ●大妻多摩②  かえつ（AL特待） ●湘南学園Ｂ   穎明館③  ★八王子学園③東･医

55 ●桐蔭学園②AM   江戸川女子（2科）  東京女学館（国際）   桐蔭学園②PM

54 ●穎明館②  ●江戸川女子②4科  ★桜美林２日AM ★聖園女学院②   桜美林２日PM   聖園女学院③

53 ★神奈川学園Ｂ

52 ★東洋大学京北③  ●明治学院②  山脇学園（英語Ｂ）   大妻中野③アド   聖園女学院（英語）

51 ★東京電機大学③ ★自修館Ｂ① ★淑徳巣鴨②ｽｶﾗ  ★桐朋女子Ｂ  ★八雲学園④

50
★昭和女子大GB  ★三輪田学園②  武蔵野大学③ ★横浜女学院Ｃ１ ●多摩大目黒②特待､特進   自修館Ｂ②  ★聖セシリアＡ②

★横浜女学院Ｄ２

49
★工学院②Ａ  ★昭和女子大Ｂ本科  ●多摩大聖ヶ丘（適性）

★安田学園②一般  ●立正②特待

●桐光学園②

★横浜女学院Ｃ２

  跡見学園（特待②）  工学院②Ｂ

  女子美術大付②自己表現  中村（特待2/2）

48
★日大第三②  ●宝仙②公立 ●聖徳学園②特奨

47
★捜真女学校③ ★実践女子④  十文字（ﾁｬﾚﾝｼﾞ）  多摩大聖ヶ丘③

  東京純心2日午後  東京成徳大②午後  武蔵野大（思考）

  捜真女学校④  ★鶴見大附②難進

★横浜女学院Ｄ１

46
★跡見学園（一般②）  共栄学園③特２  ★駒込③国先

  東京純心2日適性  ★八雲学園③

★横浜富士見丘③   玉川学園④  ★文教大学付属④

45
★実践女子③  ★十文字③Ｓ特待  女子聖学院（日本語）

★玉川学園③  ★東京純心2日午前  ●桐朋女子（論理&発想）

★ドルトン東京2日AM  ★文化大杉並③  ★目黒星美②

★北豊島②特待  ★京華女子②特待  ★麴町学園２日PM特待

  佼成女子②PM･特待  駒込④国先  東京家政大③Ｅ  トキワ松③

  ドルトン東京2日PM  文化大杉並④  文化大杉並（算数）

44
★共立第二②AM  駒込③国先（適）  女子聖学院（ｱｻｰﾃｨﾌﾞ）

★東京成徳大②午前  ★日大豊山女子4科2科②

  聖ヨゼフ③  ●聖ヨゼフ（総合）

  横須賀学院②

  共立第二②PM  城西大城西②PM  東京家政大③ｉ

  日大豊山女子2科②

  横須賀学院（英語資格）

  横浜富士見丘④

43

★駒込③本科  ★成立学園③  玉川学園②英語  ★玉川聖学院③ 

●日大第一②４科  ★文教大学付属③

★関東六浦Ｂ①  ●相模女子大③（適性）

  鶴見大附②進学

  聖徳学園PM②  日本工大駒場④  日大豊山女子（思考①）

★富士見丘（一般2/2PM）  目白研心③

★鎌倉女子大2/2PM

42
★実践学園③  淑徳巣鴨②一般  城西大城西②AM･適性  ★白梅清修②

★星美学園③2科4科  東京家政学院２日AM  中村（一般2/2）  中村（ポ2/2）

★立正②一般  ★和光②  ★和洋九段③本科  ★和洋九段③GL

  聖和学院Ｃ ★郁文館GL特進  郁文館（ﾙｰﾌ ﾘ゙ｯｸ）  駒込④本科

  女子聖学院③  聖ドミニコ③  富士見丘（英語2/2PM）

★藤村女子２日PMプレ特選  ★文京学院③  目黒日大②PM

  相模女子大④  聖和学院Ｄ

41
  麴町学園２日みらい  ★桜丘③  ★多摩大目黒②進学

  東京女子学園（1科）  ★藤村女子２日AM特選  ●明星②MGS

★目黒日大②AM

  鎌倉女子大2/2AM  鎌倉女子大（適性）

  函嶺白百合③  ★横浜翠陵③

  小野学園③特待  神田女学園③2選特  ●神田女学園③4科特待

  駒沢女子②PM  ★桜丘④  実践学園④  実践学園（作文）

  帝京②PM  明星①算MGS

  関東六浦Ｂ②  ★横浜翠陵④

  横浜隼人（適性･自己）

40

●郁文館②適性･特奨  国立音大②音･準  国立音大②文理

  啓明学園②  ★麴町学園２日一般  帝京②AM  ★日本工大駒場③

★富士見丘（一般2/2AM）  富士見丘（ICT）  明星②本科

  北鎌倉女子2科②  北鎌倉女子4技能①

★相洋②Ａ  横浜翠陵（英語2/2）

  横浜創英②  横浜隼人②

  星美学園④英語  東京家政学院２日PM  明星学園Ｃ   相洋②Ｂ

39
★郁文館②進学  ★淑徳SC②特選Ａ  八王子実践②

  目黒学院②Ａ特待

  アレセイア②ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ

  アレセイア（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）

  東京立正②PM奨学  新渡戸文化2/2PM

★藤村女子２日PMプレ特進  目黒学院②Ｂ特待

  アレセイア②PM

38
  上野2日Ａ得意2科  ★佼成女子②AM  駒沢女子②AM

  松蔭②AM  ★瀧野川女子②AM  ★帝京八王子②Ａ  東京立正②AM

  新渡戸文化2/2AM  ★藤村２日AM特進  藤村２日･適性  武蔵野②ｱｸ

  アレセイア②AM ★国本女子②  ★京華女子②一般  松蔭②PM  ★瀧野川女子②PM

  帝京八王子②Ｂ

37
  愛国②  上野2日Ｐ得意2科  上野2日・自己

★駿台学園③  東海大菅生②Ａ  東京女子学院②AM

  緑ヶ丘女子②   修徳②  ★東海大菅生②Ｂ  東京女子学院②PM

  日本体育大学桜華②特待  武蔵野②PM

  橘学苑③

36   貞静学園②AM  ★武蔵野②AM   大西学園Ｂ   淑徳SC④総進Ｂ  貞静学園②PM  東星学園②

35   淑徳SC③総進Ｂ  成女学園②



※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。 女 子  11月版●:4科目入試  ★:2科4(3)科選択(判定は2科)   ◆:国算理入試  ※:算・理入試(判定は算数1科)  Ｒ:理科1科目判定  他:2科及び1科目入試 【　　　　】各校の入試日・科目は

10月5日時点での推測
が含まれます。  予想偏差値（　　）一覧合格率

80%2019年中学入試女 子  11月版
2/3（日） 2/4（月） 2/5（火）以降

偏差 偏差
75 ●慶應義塾中等部《76》  ●豊島岡女子学園②《76》 ●豊島岡女子学園③ ●渋谷教育学園渋谷③2/5《76》 75
74 74
73 ●筑波大学附属  ●東邦大東邦（後期）  ●横浜市立南 ●市川② ●洗足学園③2/5 73
72 ●お茶の水女子大附 ●浦和明の星女子②  横浜共立Ｂ 72
71 ●鷗友学園②  ●市立横浜ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ ●広尾学園③2/5  ●広尾学園③ｲﾝﾀｰ 2/5 71
70 ●東京都立小石川  ●明治大明治② ●頌栄女子学院②2/5 70
69 ●吉祥女子③ 69
68 ●東京農大一③ ●江戸川取手③医科2/5 68
67 ●学習院女子Ｂ  ●神奈川県立相模原               ※三田国際④ﾒﾃﾞｨｶﾙ･pm ●江戸川取手③東大2/5  ●神奈川大附Ｃ2/5 67
66 ●神奈川大附Ｂ  ●千代田区立九段  ●学芸大附世田谷  ●東京都立桜修館  ●東京都立両国  ●法政大学② ●成蹊②  ●法政第二② 66
65 ●東京都立大泉 ●淑徳与野②  ●中央大学附属② ●法政大学③2/5 65

64
●大妻③  ●神奈川県立平塚  ●鎌倉女学院②  ●学芸大附国際Ｂ  ●学芸大附竹早

●東京都立立川国際  ●東京都立白鷗  ●東京都立南多摩  ●東京都立武蔵  国学院久我山ST②･pm

                                      ●三田国際⑤本科･pm

                                     ●三田国際⑤ｲﾝﾀｰ ･pm
64

63 ●公文国際学園Ｂ  ●東京都立富士  ●東京都立三鷹  ●明大中野八王子Ａ②  帝京大学③･pm ●普連土学園（４日午前４科） ●国学院久我山③2/5  ●明大中野八王子Ｂ2/5pm 63
62 ●晃華学園③  ●専大松戸③  ●日本女子大附② ●品川女子③  芝浦工大柏③一般 ●大妻④2/5  ●日本大学Ｃ･GL2/5  ★山手学院（後期）2/6 62
61 ●成城学園②  ●青山横浜英和Ｃ･pm  ★開智日本橋③･pm  ●清泉女学院③4科･pm ●森村学園③ ●国府台女子②2/5 61
60 ●川崎市立川崎  ●東京大学附属  ●かえつ3日特待･pm  ●東京都市大等々力③Ｓ･pm ●日本大学Ｃ･NS2/5 60
59   共立女子2/3インタ  ●富士見③  ●共立女子2/3合科･pm  清泉女学院③3科･pm ●田園調布③  東京都市大等々力（AL） ●江戸川取手③難関2/5 59
58                                                                   ★淑徳②ｽｰﾊﾟｰ特進･pm   大妻多摩（ﾌ ﾚ゚ｾ ﾝ゙）  ★開智日本橋④  ●日大藤沢②  ●山脇学園Ｃ 58
57 ●学芸大附小金井  ●東京女学館④  ●日大第二②  ●横浜国大附横浜  恵泉女学園Ｓ②･pm                                                順天③多面･pm 57
56 ●江戸川女子③4科 ●大宮開成③英数  ●光塩女子学院③  麗澤④AE･pm   早稲田佐賀②首都圏2/5 56
55 ●カリタス③  ●桐蔭学園③                                    聖園女学院④･pm                                                  麗澤④EE･pm 55
54 ●穎明館④  ●桐光学園③Ａ 54
53 ●湘南学園Ｃ                                                           桜美林３日･pm ●大妻多摩③   自修館Ｄ2/5 53
52 ★東洋大学京北④  山脇学園（英語Ｃ）  東京電機大学④･pm   湘南学園Ｄ2/6 52
51 ★大妻中野④アド  ●関東学院①Ｃ ●大妻中野（新思考力）  ★神奈川学園Ｃ  十文字（得意特待）  東洋大京北（思考力）  ●宝仙③公立   八千代松陰2/5 51

50
                              ★淑徳巣鴨③ｽｶﾗ･pm  多摩大目黒③特待､特進･pm

                                                                 ★八王子学園②一貫･pm

  多摩大目黒④特待､特進  桐光学園③Ｂ･T&M

●明治学院③

★跡見学園（特待④）2/5  八雲学園（未来）2/5

  多摩大目黒⑤特待､特進2/6
50

49
★昭和女子大Ｃ本科  日大第三③  ●三輪田学園③       春日部共栄④･pm

  横浜国大附鎌倉                                                         工学院③･pm

  駒込⑤国先  桐光学園③Ｂ英語 ★工学院④2/5  中村（特待2/5）  ●関東学院②2/6

  早稲田摂陵③関東2/6
49

48
★自修館Ｃ   跡見学園（特待③思考力）  ★郁文館②特奨  ★鶴見大附③難進

  宝仙②ﾘﾍﾞﾗﾙ･pm  宝仙②AAA･pm  宝仙②ｸ ﾛ゙ｰﾊﾞﾙ･pm  宝仙②理数･pm

  日大第一②２科2/5
48

47
  女子美術大付③   跡見学園（特待③英語）            捜真女学校⑤･pm

  武蔵野大（プレ）               ●文京学院（特別）･pm

  西武文理（総合）2/5pm  ★立正④2/7
47

46
★多摩大聖ヶ丘④                                                     実践女子⑤･pm

                                                                             不二聖心Ｂ･pm

★多摩大聖ヶ丘⑤2/5
46

45
  聖徳学園AM②  ★東京成徳大③午前

                                          ★北豊島③特待･pm  聖セシリアＡ③･pm

                                             東京純心（ﾀﾗﾝﾄ）･pm  文化大杉並⑤･pm

  実践女子⑥  聖徳学園AM③  東京家政大④Ｅ

  東京成徳大④午前  ★文教大学付属⑤

                                       ドルトン東京4日･pm
45

44
  東海大相模Ｂ  日大第一①２科  ★目黒星美③           女子聖学院④･pm

                                                ★文京学院④･pm  横須賀学院③･pm

                                    ★横浜女学院Ｅ１･pm  ★横浜女学院Ｅ２･pm

★上野4日Ａ特待  ★東海大相模Ｃ  東京家政大④ｉ

  文化大杉並⑥  ●細田学園④  武蔵野東（とくい2科･特）

★横浜翠陵⑤  横浜富士見丘⑤

●狭山ヶ丘④2/6  武蔵野東③2科・特2/11

44

43

★京華女子③特待  横浜富士見丘（未来） 

                                                            ★和洋九段④特待､本科･pm

                                                               ★和洋九段④特待､GL･pm

●浦和実業④  駒込⑤本科  淑徳巣鴨③一般

  捜真女学校（対話）  聖ドミニコ④  玉川聖学院④

  武蔵野東③EE･特                     Ｒ共立第二③PM

                 ★相模女子大⑤･pm  女子聖学院⑤･pm

  二松學舎柏⑤2/5  目白研心④2/5

★鎌倉女子大2/5PM  土浦日大（新学力）2/5pm

  日大豊山女子（思考②）2/11 43

42
●東海大高輪台②  トキワ松④  ★藤村女子３日特選  ★立正③   関東六浦（自己）  ★星美学園⑤2科4科  ●成立学園④  文京学院Ｂ思考

                     聖和学院Ｆ･pm  武蔵野東③適特･pm

                                  目黒日大③PM  和光③･pm

●東海大高輪台③2/5  中村（ポ2/5）  和洋九段⑤本科2/5

  和洋九段⑤GL2/5  城西大城西③2/7  文京学院Ｃ思考2/10

  和洋九段⑥本科2/10  和洋九段⑥GL2/10
42

41
★麴町学園３日一般  白梅学園清修③  ★横浜創英③       聖和学院Ｅ･pm   関東六浦Ｃ  ★桜丘⑤  実践学園⑤  聖徳大附③Ｓ探究

  聖徳大附③LA  ★聖望学園⑤  ★帝京③  ●明星③MGS

                   ★鎌倉女子大2/4PM  明星②算MGS･pm

  青山浦和ﾙｰﾃﾙ③2/5  ★昌平④2/5  ★帝京④2/7

  本庄第一③一般2/9  ★麴町学園10日一般

  麴町学園10日みらい  白梅学園清修④2/11
41

40

  麴町学園３日AE  佼成女子③AM･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ  国士舘③  日本工大駒場⑤

                                     神田女学園④思考･pm  神田女学園④1選･pm

                                                                  北鎌倉女子4技能②･pm

  アレセイア（特待）  函嶺白百合④  啓明学園③

★相洋③  ★富士見丘（一般2/4）  富士見丘（英語2/4）

  明星学園Ｄ  明星③本科  横浜創英④

            ●郁文館③適性､特奨･pm  神田④2選･pm

  暁星国際②Ａ2/5  国士舘④2/5  東京家政５日AM  東京女子学園②2科2/5  日本工大駒場⑥2/5

  埼玉平成④2/6  横浜創英⑤2/6  ★和洋国府台③2/6  日本工大駒場（特別）2/7  横浜隼人③2/7pm

  実践学園Ⅱ2/10  東京女子学園（適性）2/10  国立音大③音楽準備2/10pm  国立音大③文理2/10pm

  郁文館（特別）2/16pm  郁文館（適性特別）2/16pm  暁星国際②Ｂ2/25

40

39
★郁文館③進学  川村②ｾﾚｸﾄ  ★京華女子③一般  ★淑徳SC③特選Ａ

                                                                       帝京八王子③Ｂ･pm

  アレセイア③AM  ★郁文館④進学  上野4日Ａ得意1科

  上野4日Ａ２科･音楽  ★京華女子④一般  佼成女子④PM

                     星美学園⑥適性･pm  目黒学院③特､一･pm

  八王子実践③2/5  上野6日２科  川村③ｾﾚｸﾄ2/6  川村（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）2/6

  国際学院⑥一般2/6  ★西武台千葉②2/7  志学館Ｃ2/9  秀明②2/9

  国立音大③音･実2/10pm  淑徳SC④特Ａ2/11  八王子実践④2/16
39

38
★国本女子③  ★瀧野川女子③  帝京八王子③Ａ  新渡戸文化2/3AM

★藤村女子３日特進

  上野4日Ｐ得意1科  上野4日Ｐ2科･音楽

  佼成女子④AM  駒沢女子③AM

                                             アレセイア③PM

★共栄学園④2/5  ★国本女子④2/6  帝京八王子④2/6

  秀明八千代Ｃ2/7 38

37
  愛国③  修徳③   修徳④  駿台学園④  橘学苑④  東海大菅生③

  緑ヶ丘女子③

  自由の森Ｃ②2/9  東京女子学院③2/5  東京立正③2/5  修徳⑤2/5pm  東海大菅生④2/6

  武蔵野④2/7  帝京八王子（２次）2/10  修徳⑥2/11  自由の森Ｃ③2/24
37

36   大西学園Ｃ  貞静学園③AM                                       貞静学園③PM   武蔵野③   貞静④2/5  淑徳SC⑦総Ｂ2/7  貞静②適2/10  日体大桜華④2/11  自由の森Ｃ④3/10 36
35   淑徳SC⑤総進Ｂ  成女学園③  日本体育大学桜華③   淑徳SC⑥総進Ｂ2/5 35


