
公立高校 科・コース 出身中学校 公立高校 科・コース 出身中学校

大宮 普通 鶴ヶ島藤中 松山女子 普通 坂戸中

川越 普通 鶴ヶ島南中 松山女子 普通 鳩山中

川越 普通 鶴ヶ島南中 松山女子 普通 坂戸中

川越 普通 坂戸浅羽野中 松山女子 普通 坂戸中

川越 普通 坂戸中 松山女子 普通 坂戸中

川越 普通 坂戸浅羽野中 松山女子 普通 坂戸中

川越 普通 川島西中 松山女子 普通 名細中

川越 普通 鶴ヶ島南中 松山女子 普通 鶴ヶ島南中

川越 普通 川越西中 松山女子 普通 川越西中

川越 普通 坂戸浅羽野中 松山女子 普通 川島西中

川越 普通 鶴ヶ島藤中 松山女子 普通 鳩山中

川越女子 普通 東京農大三中 松山女子 普通 坂戸浅羽野中

川越女子 普通 坂戸中 松山女子 普通 越生中

所沢北 理数 鶴ヶ島南中 大宮光陵 普通 川越霞ヶ関中

所沢北 理数 鶴ヶ島南中 市立川越 普通 鶴ヶ島南中

所沢北 普通 鶴ヶ島藤中 市立川越 普通 川越名細中

所沢北 普通 川越鯨井中 市立川越 情報処理 川島西中

和光国際 外国語 鶴ヶ島南中 市立川越 情報処理 坂戸若宮中

和光国際 普通 鶴ヶ島南中 市立川越 情報処理 鶴ヶ島藤中

松山 理数 坂戸中 市立川越 国際経済 鶴ヶ島西中

松山 普通 鶴ヶ島藤中 筑波大坂戸 総合 鶴ヶ島南中

松山 普通 鶴ヶ島南中 筑波大坂戸 総合 川越西中

松山 普通 鶴ヶ島西中 筑波大坂戸 総合 川越名細中

松山 普通 鶴ヶ島南中 新座総合技術 情報技術 鶴ヶ島南中

松山 普通 鶴ヶ島藤中 坂戸西 普通 鶴ヶ島西中

松山 普通 鶴ヶ島藤中 坂戸西 普通 坂戸中

松山 普通 川島西中 坂戸西 普通 鳩山中

松山 普通 川越西中 坂戸西 普通 坂戸浅羽野中

川越南 普通 坂戸浅羽野中 坂戸西 普通 坂戸浅羽野中

川越南 普通 坂戸浅羽野中 坂戸西 普通 鶴ヶ島藤中

坂戸 外国語 川越霞ヶ関西中 坂戸西 普通 鶴ヶ島南中

坂戸 外国語 鶴ヶ島南中 川越西 普通 川越霞ヶ関西中

坂戸 外国語 川島西中 川越西 普通 鶴ヶ島南中

坂戸 普通 坂戸中 川越工業 建築 川越霞ヶ関中

坂戸 普通 鶴ヶ島藤中 川越総合 総合 川越西中

坂戸 普通 坂戸浅羽野中 川越総合 総合 名細中

坂戸 普通 鶴ヶ島西中 滑川総合 総合 坂戸浅羽野中

坂戸 普通 坂戸浅羽野中 滑川総合 総合 鶴ヶ島南中

所沢 普通 鶴ヶ島南中 深谷 普通 鶴ヶ島南中

所沢 普通 川越西中 その他高校合格者多数

S.netグループ　公立高校合格者 (３年間)S.netグループ　公立高校合格者 (３年間)S.netグループ　公立高校合格者 (３年間)S.netグループ　公立高校合格者 (３年間)



私立高校 科・コース 出身中学校 私立高校 科・コース 出身中学校

慶應志木 普通 川越名細中 淑徳 スーパー特進 東京農大三中

立教新座 普通 川越名細中 淑徳 スーパー特進 川越西中
明大中野八王子 普通 鶴ヶ島南中 淑徳 スーパー特進 鶴ヶ島藤中

城北埼玉 普通 坂戸中 淑徳 特進選抜 鶴ヶ島南中

城北埼玉 普通 川越名細中 淑徳 特進 鶴ヶ島南中

川越東 理数　特待生 鶴ヶ島南中 淑徳 特進 川越霞ヶ関中

川越東 普通　特待生 鶴ヶ島南中 狭山ヶ丘 Ⅱ類 川島西中

川越東 理数 鶴ヶ島南中 山村学園 特進文理 坂戸浅羽野中

川越東 普通 鶴ヶ島南中 山村学園 特進文理 鶴ヶ島南中

川越東 普通 坂戸浅羽野中 山村学園 総進選抜 鶴ヶ島藤中

川越東 普通 鶴ヶ島藤中 山村学園 総進選抜 川越西中

川越東 普通 坂戸浅羽野中 東京農大三高 特進 川越西中

川越東 普通 鶴ヶ島南中 東京農大三高 普通Ⅰ 川島西中

川越東 普通 川島西中 東京農大三高 普通Ⅱ 鶴ヶ島南中

川越東 普通 川島西中 東京農大三高 普通Ⅱ 鶴ヶ島南中

川越東 普通 坂戸中 東京農大三高 普通Ⅱ 鶴ヶ島南中

川越東 普通 坂戸浅羽野中 東京農大三高 普通Ⅱ 鶴ヶ島藤中

川越東 普通 鶴ヶ島藤中 東京農大三高 普通Ⅱ 鶴ヶ島南中

川越東 普通 鶴ヶ島南中 東京農大三高 総進 鶴ヶ島南中

淑徳与野 S類 川越西中 聖望学園 Ｓ特進 鶴ヶ島南中

淑徳与野 選抜C 坂戸中 聖望学園 Ｓ特進 鶴ヶ島南中

西武文理 理数 川越鯨井中 聖望学園 選抜 川越西中

西武文理 理数 川越西中 大妻嵐山 ＳＡ 川越西中

西武文理 英語 坂戸浅羽野中 武蔵越生 Ｓ特進（特待生） 鶴ヶ島南中

星野　女子部 Ⅲ類 坂戸中 武蔵越生 Ｓ特進（特待生） 鶴ヶ島南中

星野　女子部 文理英語 坂戸桜中 武蔵越生 特進選抜　特待生 鶴ヶ島藤中

星野　女子部 文理特進 鶴ヶ島藤中 武蔵越生 特進 特待生 鳩山中

星野　女子部 文理特進 鶴ヶ島藤中 武蔵越生 進学選抜　特待生 坂戸中

星野　女子部 文理特進 鶴ヶ島南中 武蔵越生 進学選抜 鶴ヶ島藤中

星野　女子部 文理英語 鶴ヶ島南中 武蔵越生 Ｓ特進 鶴ヶ島藤中

星野　女子部 国際教養 坂戸浅羽野中 武蔵越生 選抜Ⅰ 鶴ヶ島南中

星野　共学部 β 鳩山中 武蔵越生 選抜Ⅱ 鶴ヶ島南中

星野　共学部 Ｓ類 鶴ヶ島藤中 武蔵越生 選抜Ⅱ 鶴ヶ島南中

星野　共学部 α選抜 川島西中 武蔵越生 アスリート 川越霞ヶ関西中

星野　共学部 α選抜 川越鯨井中 本庄第一 進学α 鶴ヶ島南中

星野　共学部 β 川越名細中 東京成徳大深谷 進学選抜 鶴ヶ島南中

星野　共学部 総合教養 鶴ヶ島南中 埼玉平成 特進Ⅱ 川越名細中

城西川越 特進選抜 鶴ヶ島藤中 埼玉平成 進学 川越西中

城西川越 特進選抜 鶴ヶ島南中 埼玉平成 進学 鶴ヶ島藤中

城西川越 特進 鶴ヶ島藤中 埼玉平成 進学 川越霞ヶ関西中

城西川越 特進 鶴ヶ島藤中 山村国際 特進Ａ（特待生） 川越西中

城西川越 特進 鶴ヶ島藤中 山村国際 普通 鶴ヶ島南中

城西川越 特進 鶴ヶ島藤中 山村国際 普通 川越名細中

城西川越 特進 鶴ヶ島南中 山村国際 特進 川越霞ヶ関中

大宮開成 国立先進 鶴ヶ島藤中 山村国際 普通 川越霞ヶ関西中

大宮開成 国立Ⅱ類 鶴ヶ島南中 山村国際 普通 川越西中

大宮開成 ＳⅠ 川越霞ヶ関中 細田学園 進学α 鶴ヶ島南中

大宮開成 ＳⅡ 川越霞ヶ関中 秀明英光 国際英語 川越霞ヶ関中

大宮開成 特選S 鶴ヶ島藤中 その他高校合格者多数

S.netグループ　私立高校合格者 (３年間)S.netグループ　私立高校合格者 (３年間)S.netグループ　私立高校合格者 (３年間)S.netグループ　私立高校合格者 (３年間)


