
合格高校名 コース・科 出身中学校名 合格高校名 コース・科 出身中学校名

早稲田摂陵 普通 鶴ヶ島南 山村学園 EL特別進学 坂戸若宮

川越東 理数 坂戸桜 山村学園 EL特別進学 坂戸千代田

川越東 普通 川越名細 山村学園 EL特別進学 鶴ヶ島西

川越東 普通 川越名細 山村学園 GL総合進学 川越名細

川越東 普通 鶴ヶ島西 山村学園 GL総合進学 鶴ヶ島西

川越東 普通 鶴ヶ島西 山村学園 GL総合進学 坂戸

淑徳 特進選抜 坂戸 山村学園 GL総合進学 坂戸

城北埼玉 本科（B特待） 鶴ヶ島西 山村学園 GL総合進学 鶴ヶ島西

城北埼玉 本科 鶴ヶ島西 農大三高 Ⅱコース 川越霞ヶ関

西武文理 先端サイエンス 川越西 農大三高 Ⅱコース 坂戸

西武文理 先端サイエンス 坂戸若宮 農大三高 Ⅱコース 坂戸

西武文理 グローバル 鶴ヶ島西 大妻嵐山 大妻グローバル 坂戸若宮

西武文理 グローバル 鶴ヶ島南 武蔵越生 S特進 川越西

西武文理 グローバル 坂戸 武蔵越生 S特進 坂戸

西武文理 グローバル 川島西 武蔵越生 選抜Ⅰ 鶴ヶ島西

星野（女子部） Ⅲ類特進選抜
（学業特待生） 坂戸 武蔵越生 選抜Ⅰ 鶴ヶ島南

星野（女子部） Ⅲ類特進選抜 鶴ヶ島西 武蔵越生 選抜Ⅱ 川越霞ヶ関

星野（女子部） 文理特進 坂戸若宮 武蔵越生 選抜Ⅱ 川越西

星野（女子部） 文理選抜 川島西 武蔵越生 選抜Ⅱ 川越西

星野（共学部） α選抜 鶴ヶ島南 山村国際 特進選抜 川島西

星野（共学部） β 川島西 山村国際 特進選抜 坂戸

秀明 医学進学 鶴ヶ島南 山村国際 特進選抜 坂戸

日大豊山女子 N進学 川越霞ヶ関 山村国際 特別進学 川越名細

淑徳巣鴨 選抜 坂戸 山村国際 特別進学 坂戸

城西川越 特別選抜
（S特待）

坂戸桜 山村国際 進学 鶴ヶ島南

城西川越 特進選抜（特待） 鶴ヶ島西 山村国際 進学 川越西

城西川越 特別選抜(A特待） 坂戸 山村国際 進学 鶴ヶ島西

城西川越 特進 川島西 山村国際 進学 坂戸

城西川越 特進 鶴ヶ島西 埼玉平成 特進（奨学生） 川越西

山村学園 SA特別選抜
（A特待）

坂戸 埼玉平成 進学（サッカー） 川越西

山村学園 EL特別進学 鶴ヶ島西 秋草学園 選抜 坂戸

山村学園 EL特別進学 川島西 埼玉栄 保健体育科コース 坂戸
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合格高校名 コース・科 出身中学校名 合格高校名 コース・科 出身中学校名

県立川越 普通 川越名細中 松山女子 普通 川越名細中

県立川越 普通 坂戸桜中 松山女子 普通 坂戸千代田中

川越女子 普通 鶴ヶ島西中 市立川越 普通 坂戸中

川越女子 普通 坂戸中 市立川越 国際経済 坂戸中

和光国際 外国語 鶴ヶ島西中 市立川越 情報処理 坂戸中

和光国際 普通 坂戸中 朝霞西 普通 鶴ヶ島西中

川越南 普通 川島西中 川越西 普通 川越西中

所沢 普通 川島西中 川越西 普通 坂戸中

松山 理数 鶴ヶ島西中 坂戸西 普通 鶴ヶ島南中

松山 普通 川越名細中 川越工業 建築 川越西中

松山 普通 川越西中 川越総合 総合 川越西中

松山 普通 川越西中 大宮武蔵野 普通 川越霞ヶ関中

坂戸 外国語 川島西中 久喜工業 情報技術 川越名細中

坂戸 普通 鶴ヶ島西中 鶴ヶ島清風 普通 鶴ヶ島藤中

坂戸 普通 鶴ヶ島西中 鶴ヶ島清風 普通 鶴ヶ島南中
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