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渋谷教育渋谷 共 東 67 77 2/04 2/05 東京一工56/国公立108 JR渋谷 第3回 4科 4日23:59まで https://www.shibushibu.jp
広尾学園 共 東 61 73 2/04 2/05 東京一工8/国公立60 日比谷線 広尾 第3回 本科 4科 4日24時まで https://www.hiroogakuen.ed.jp
広尾学園 共 東 62 72 2/04 2/05 東京一工8/国公立60 日比谷線 広尾 第3回 インターSG 4科 4日24時まで https://www.hiroogakuen.ed.jp
大妻 女 東 56 65 2/04 2/05 国公立17/早慶45 半蔵門線 半蔵門/JR市ヶ谷 第4回 4科 4日23:59まで https://www.otsuma.ed.jp
国学院久我山 共 東 55 65 2/04 2/05 東京一工11/国公立70/早慶128 京王井の頭線 久我山 ST第3回 4科 4日23時まで https://www.kugayama-h.ed.jp
清泉女学院 女 神 59 2/04 2/05 国公立13/早慶上理36 JR大船よりバス AP 思考・ 表現・ 総合力 https://www.seisen-h.ed.jp
湘南学園 共 神 46 56 2/04 2/05 国公立10/早慶上理基41 小田急線 鵠沼海岸 D 2科 4日23:59まで https://www.shogak.ac.jp/highschool/
跡見学園 女 東 47 54 2/04 2/05 国公立6/早慶上理10 丸ノ内線 茗荷谷 特待入試 第4回 4科・2科選択 4日23:59まで https://www.atomi.ac.jp/jh/
八雲学園 共 東 50 2/04 2/05 国公立4/早慶上10/GMARCH28 東急東横線 都立大学 未来発見 1科目選択+自己表現文 4日23:59まで https://www.yakumo.ac.jp
工学院大附 共 東 49 2/04 2/05 国公立9/早上理11/GMARCH37 八王子からスクールバス 第4回 4科・2科等選択 4日23:59まで https://www.js.kogakuin.ac.jp/index.html
佼成学園女子 女 東 48 2/04 2/05 国公立23/早慶12 京王線 千歳烏山 S特待 2科 4日23:59まで https://www.girls.kosei.ac.jp
佼成学園女子 女 東 39 2/04 2/05 国公立23/早慶12 京王線 千歳烏山 2科 2科 4日23:59まで https://www.girls.kosei.ac.jp
明大中野八王子 共 東 54 66 2/04 2/05p 明治大学280(91.8％) 八王子・拝島よりバス B方式 4科 4日23:59まで https://www.mnh.ed.jp/temporary/

自修館 共 神 50 2/05 2/05 国公立9/早慶8 小田急線 愛甲石田駅 D 2科 web受付は当日集合時間まで。受験票印刷持参必要 https://www.jishukan.ed.jp
昌平 共 埼 50 2/05 2/05 東京一工3/国公立89/早慶20 東武日光線 杉戸高野台 第4回 4科・2科選択 5日8:30まで https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/
多摩大聖ヶ丘 共 東 46 2/05 2/05 国公立4/慶上理10/GMARCH38 永山・聖蹟桜ヶ丘からバス 第5回 4科・2科選択 web受付は当日集合時間まで。受験票印刷持参必要 https://www.hijirigaoka.ed.jp
横浜富士見丘 共 神 44 2/05 2/05 国公立6/早慶3 相鉄線 二俣川 第6回 4科・2科等選択 web受付は当日集合時間まで。受験票印刷持参必要 https://www.fujimigaoka.ed.jp
和洋九段女子 女 東 42 2/05 2/05 国公立5/早慶上13/GMARCH42 メトロ九段下/JR飯田橋 第5回 2科 当日集合1時間前まで https://www.wayokudan.ed.jp
日工大駒場 共 東 40 2/05 2/05 国公立6/早理9/GMARCH50 井の頭線 駒場東大前/田園都市線 池尻大橋 第6回 4科・2科選択 当日開始1時間前まで https://www.nit-komaba.ed.jp
中村 女 東 49 2/05 2/05p 早上3/GMARCH12 半蔵門線・大江戸線 清澄白河 特待 2科 2科 窓口受付当日8:30まで https://www.nakamura.ed.jp
日大豊山女子 女 東 45 2/05 2/05p 日本大学156(56%) 三田線 志村三丁目/東武東上線 上板橋 2科(3) 2科 5日14:00まで https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp
中村 女 東 42 2/05 2/05p 早上3/GMARCH12 半蔵門線・大江戸線 清澄白河 一般 得意科目 2科で高得点を2倍 窓口受付当日8:30まで https://www.nakamura.ed.jp
北鎌倉女子学園 女 神 40 2/05 2/05P 国公立6/GMARCH7 JR北鎌倉 算数2 算数 5日14:30まで https://www.kitakama.ac.jp/
山手学院 共 神 53 63 2/05 2/06 東京一工3/国公立98 JR港南台 後期日程 4科・2科等選択 5日23時まで https://www.yamate-gakuin.ac.jp
郁文館 共 東 53 2/05 2/06 国公立17/早慶10 南北線 東大前/千代田線 根津 第3回総合 2科 5日18時まで https://www.ikubunkan.ed.jp
十文字 女 東 48 2/05 2/06 国公立15/早慶上理基23 JR大塚 /巣鴨 特別 2科 5日14:30まで https://js.jumonji-u.ac.jp
文化学園大杉並 共 東 45 2/05 2/06 国公立17/早慶上理34/GMARCH93 JR阿佐ヶ谷・荻窪/丸の内線 南阿佐ヶ谷 自己表現及び2科 選択 5日16:00まで https://bunsugi.jp
武南 共 埼 43 2/05 2/06 国公立27/早慶上理15/GMARCH63 JR西川口 第5回 選択型と面接 窓口受付当日集合時間まで https://www.bunan.ed.jp/j-highschool/
横浜隼人 共 神 40 2/05 2/06 東京一工6/国公立44/早慶13 相鉄線 希望ヶ丘 第3回 2科(国算) 5日23:59まで http://www.hayato.ed.jp

狭山ヶ丘 共 埼 44 2/06 2/06 国公立33/早慶17 西武池袋線 武蔵藤沢 第4回 4科・2科選択 窓口にて当日8:20まで受付 http://www.sayamagaoka-h.ed.jp/js/
関東学院 共 神 42 55 2/06 2/06 国公立9/早慶5 京急 黄金町 /市営地下鉄 阪東橋 二期 4科 出願は7:00まで、試験は8:30集合 https://www.kantogakuin.ed.jp
多摩大目黒 共 東 41 53 2/06 2/06 国公立15/早慶上理15/GMARCH69 南北線・都営三田線 目黒 特待・特進 第5回 2科 窓口受付当日9:30まで https://www.tmh.ac.jp
佼成学園女子 女 東 48 2/06 2/07 国公立23/早慶12 京王線 千歳烏山 S特待 2科 6日23:59まで https://www.girls.kosei.ac.jp
北鎌倉女子学園 女 神 40 2/07 2/07 国公立6/GMARCH7 JR北鎌倉 エッセイ エッセイ 7日14:30まで https://www.kitakama.ac.jp/
帝京 共 東 41 2/07 2/07 国公立9/早上理基14/GMARCH23 JR十条 第4回 4科・2科等選択 7日7:00まで https://www.teikyo.ed.jp
日工大駒場 共 東 48 2/07 2/07 国公立6/早理9/GMARCH50 井の頭線 駒場東大前/田園都市線 池尻大橋 特別選抜 4科・2科選択 当日開始1時間前まで https://www.nit-komaba.ed.jp
立正 共 東 47 2/07 2/07 国公立8/慶上理11/GMARCH36 浅草線 西馬込 第4回 4科・2科選択 当日8時まで https://www.rissho-hs.ac.jp
実践学園 共 東 40 2/09 2/10 国公立9/早慶上理30 丸ノ内線・大江戸線 中野坂上 II期 2科 6年通知表コピー郵送/当日窓口受付あり https://www.jissengakuen-h.ed.jp/
東京家政学院 女 東 43 2/10 2/10 国公立4/上理4/GMARCH27 JR・メトロ市ヶ谷/半蔵門/九段下 1科選択 10日6:00まで https://www.kasei-gakuin.ed.jp
東京家政大附 女 東 43 2/10 2/10 早慶上3/GMARCH8 JR十条 第6回 2科+思考力 10日8:00まで https://www.tokyo-kasei.ed.jp
和洋九段女子 女 東 42 2/10 2/10 国公立5/早慶上13/GMARCH42 メトロ九段下/JR飯田橋 第6回 2科または英語 当日集合1時間前まで https://www.wayokudan.ed.jp
日大豊山女子 女 東 43 2/11 2/11 日本大学156(56%) 三田線 志村三丁目/東武東上線 上板橋 思考力型 思考力 11日7:00まで https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp
捜真女学校 女 神 45 2/11 2/12 国公立11/早慶上理基34 市営地下鉄 三ッ沢下町 D 2科 11日15時まで http://soshin.ac.jp/jogakko/
郁文館 共 東 40 2/12 2/13 国公立17/早慶10 南北線 東大前/千代田線 根津 特別編成 2科 12日18時まで https://www.ikubunkan.ed.jp
東京立正 共 東 40 2/12 2/13 国公立3/上理6/GMARCH8 丸の内線 新高円寺 第4回 選択 12日16時まで https://www.tokyorissho.ed.jp/
暁星国際 共 千 40 2/18 2/22 国公立12/早慶13 木更津よりバス、タクシー（寮あり） II期 2科選択 http://www.gis.ac.jp/secondary/
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