
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記号 記号 記号 記号 記号

午前 午後 夕方 午後 午前

北豊島中学校 男子 － － 3EC 大妻中野中学校 男子 351 大妻中野中学校 男子 301
東京メトロ町屋駅　徒歩約15分 女子 － － 3ED 西武新宿線新井薬師前駅　徒歩約8分 女子 352 西武新宿線新井薬師前駅　徒歩約8分 女子 302

ＩＳＩ外語カレッジ 男子 3AA 3CA － 神田女学園中学校 男子 353 神田女学園中学校 男子 303
ＪＲ池袋駅　徒歩約5分　 女子 3AB 3CB － ＪＲ水道橋駅　徒歩約5分 女子 354 ＪＲ水道橋駅　徒歩約5分 女子 304

東京栄養食糧専門学校 男子 3AC 3CC － 北豊島中学校 男子 355 北豊島中学校 男子 305
東急線池尻大橋駅　徒歩約5分 女子 3AD 3CD － 東京メトロ町屋駅　徒歩約15分 女子 356 東京メトロ町屋駅　徒歩約15分 女子 306

早稲田速記医療福祉専門学校 男子 3AE 3CE － 晃華学園中学校 男子 357 晃華学園中学校 男子 307

ＪＲ高田馬場駅　徒歩約2分　 女子 3AF 3CF － 京王線つつじヶ丘駅からﾊﾞｽ｢晃華学園｣下車　徒歩約5分 女子 358 京王線つつじヶ丘駅からﾊﾞｽ｢晃華学園｣下車　徒歩約5分 女子 308

吉祥寺二葉栄養調理専門職学校 男子 － 3CG － 品川翔英中学校 男子 361 品川翔英中学校 男子 311
ＪＲ吉祥寺駅　徒歩約4分　 女子 － 3CH － ＪＲ西大井駅　徒歩約6分 女子 362 ＪＲ西大井駅　徒歩約6分 女子 312

医療ビジネス観光福祉専門学校 男子 － 3CJ － 芝国際中学校 男子 363 芝国際中学校 男子 313
ＪＲ町田駅　徒歩約2分　 女子 － 3CK － ＪＲ田町駅　徒歩約5分/地下鉄三田駅　徒歩約2分 女子 364 ＪＲ田町駅　徒歩約5分/地下鉄三田駅　徒歩約2分 女子 314

湘南医療福祉専門学校 男子 3AL 3CL － 淑徳中学校 男子 365 淑徳中学校 男子 315
ＪＲ東戸塚駅　徒歩約2分　 女子 3AM 3CM － 東武東上線ときわ台駅　徒歩約13分 女子 366 東武東上線ときわ台駅　徒歩約13分 女子 316

光英ＶＥＲＩＴＡＳ中学校 男子 － － 3EG 淑徳巣鴨中学校 男子 367 淑徳巣鴨中学校 男子 317
北総線秋山駅　徒歩約10分 女子 － － 3EH 都営三田線西巣鴨駅　徒歩約3分　 女子 368 都営三田線西巣鴨駅　徒歩約3分　 女子 318

ユニバーサル美容専門学校 男子 － 3CR － 東洋大学京北中学校 男子 369 東洋大学京北中学校 男子 319
ＪＲ船橋駅　徒歩約7分　 女子 － 3CS － 都営三田線白山駅　徒歩約6分 女子 370 都営三田線白山駅　徒歩約6分 女子 320

ＪＡ共済埼玉ビル 男子 3AT 3CT － 八王子学園八王子中学校 男子 371 八王子学園八王子中学校 男子 321
東武野田線北大宮駅　徒歩約5分
ＪＲ大宮駅東口　徒歩約13分 女子 3AU 3CU － ＪＲ中央線西八王子駅南口　徒歩約5分 女子 372 ＪＲ中央線西八王子駅南口　徒歩約5分 女子 322

カリタス女子中学校 男子 377 文京学院大学女子中学校 男子 323

ＪＲ中野島駅　徒歩約10分 女子 378 ＪＲ駒込駅・巣鴨駅　徒歩約5分 女子 324

鶴見大学附属中学校 男子 379 カリタス女子中学校 男子 327

ＪＲ鶴見駅　徒歩約15分 女子 380 ＪＲ中野島駅　徒歩約10分 女子 328

光英ＶＥＲＩＴＡＳ中学校 男子 385 鶴見大学附属中学校 男子 329
北総線秋山駅　徒歩約10分 女子 386 ＪＲ鶴見駅　徒歩約15分 女子 330

クロス・ウェーブ幕張 男子 387 光英ＶＥＲＩＴＡＳ中学校 男子 335
ＪＲ海浜幕張駅　徒歩約3分 女子 388 北総線秋山駅　徒歩約10分 女子 336

星野学園中学校 男子 389 クロス・ウェーブ幕張 男子 337
ＪＲ・東武東上線川越駅からバス 女子 390 ＪＲ海浜幕張駅　徒歩約3分 女子 338

星野学園中学校 男子 339

ＪＲ・東武東上線川越駅からバス 女子 340

　　　　　　公開組分けテスト　　会場・申込記号一覧

　4年生　　6/10（土） 　5年生　　6/11（日） 　6年生　　6/11（日）

午前の部　　9:50 開始（12:20 終了）

午後の部　　13:50 開始（16:20 終了）

夕方の部　　15:20 開始（17:50 終了）

午後の部　　13:20 開始（16:40 終了） 午前の部　　8:50 開始（12:10 終了）


