
記号 記号 記号 記号

午前 午後 午後 午前

早稲田速記医療福祉専門学校 男子 9F1 9F3 聖学院中学校 男子 902 聖学院中学校 男子 901
ＪＲ高田馬場駅　徒歩約2分　 女子 9F2 9F4 ＪＲ駒込駅　徒歩約5分 女子 － ＪＲ駒込駅　徒歩約5分 女子 －
四谷大塚・お茶の水校舎 男子 － 9O3 淑徳巣鴨中学校 男子 904 淑徳巣鴨中学校 男子 903
ＪＲ御茶ノ水駅　徒歩約3分　 女子 － 9O4 都営三田線西巣鴨駅　徒歩約3分　 女子 934 都営三田線西巣鴨駅　徒歩約3分　 女子 933
四谷大塚・渋谷校舎 男子 － 9L3 神田女学園中学校 男子 906 神田女学園中学校 男子 905
ＪＲ渋谷駅　徒歩約3分　 女子 － 9L4 ＪＲ水道橋駅　徒歩約5分 女子 936 ＪＲ水道橋駅　徒歩約5分 女子 935
東京立正中学校 男子 － 9F9 開智日本橋学園中学校 男子 908 開智日本橋学園中学校 男子 907

地下鉄丸ノ内線新高円寺駅　徒歩約8分　 女子 － 9F0 ＪＲ浅草橋駅　徒歩約5分 女子 938 ＪＲ浅草橋駅　徒歩約5分 女子 937
四谷大塚・新横浜校舎 男子 9Y1 － 宝仙学園中学校・理数インター 男子 910 宝仙学園中学校・理数インター 男子 909
ＪＲ新横浜駅　徒歩約2分　 女子 9Y2 － 地下鉄丸ノ内線中野坂上駅　徒歩約3分　 女子 940 地下鉄丸ノ内線中野坂上駅　徒歩約3分　 女子 939
四谷大塚・あざみ野校舎 男子 － 9R3 目黒日本大学中学校 男子 912 目黒日本大学中学校 男子 911

東急田園都市線あざみ野駅　徒歩約3分　 女子 － 9R4 ＪＲ目黒駅　徒歩約5分 女子 942 ＪＲ目黒駅　徒歩約5分 女子 941
四谷大塚・津田沼校舎 男子 9T1 － 文教大学付属中学校 男子 914 文教大学付属中学校 男子 913
ＪＲ津田沼駅　徒歩約3分　 女子 9T2 － 東急大井町線旗の台駅　徒歩約3分 女子 944 東急大井町線旗の台駅　徒歩約3分 女子 943
四谷大塚・柏校舎 男子 － 9A3 八雲学園中学校 男子 916 八雲学園中学校 男子 915
ＪＲ柏駅　徒歩約5分　 女子 － 9A4 東急東横線都立大学駅　徒歩約7分　 女子 946 東急東横線都立大学駅　徒歩約7分　 女子 945

四谷大塚・南浦和校舎 男子 － 9G3 八王子学園八王子中学校 男子 918 八王子学園八王子中学校 男子 917
ＪＲ南浦和駅　徒歩約3分　 女子 － 9G4 ＪＲ西八王子駅　徒歩約5分 女子 948 ＪＲ西八王子駅　徒歩約5分 女子 947
四谷大塚・所沢校舎 男子 9M1 － 医療ビジネス観光福祉専門学校 男子 922 医療ビジネス観光福祉専門学校 男子 921
西武線所沢駅　徒歩約3分　 女子 9M2 － ＪＲ町田駅　徒歩約2分　 女子 952 ＪＲ町田駅　徒歩約2分　 女子 951

医療ビジネス観光福祉専門学校 男子 － 9FA 鶴見大学附属中学校 男子 924 鶴見大学附属中学校 男子 923
ＪＲ町田駅　徒歩約2分　 女子 － 9FB ＪＲ鶴見駅　徒歩約15分 女子 954 ＪＲ鶴見駅　徒歩約15分 女子 953

早稲田予備校・西船橋校 男子 － 9FC ユニバーサルビューティーカレッジ 男子 928 ユニバーサルビューティーカレッジ 男子 927
ＪＲ西船橋駅　徒歩約2分　 女子 － 9FD ＪＲ船橋駅　徒歩約7分　 女子 958 ＪＲ船橋駅　徒歩約7分　 女子 957

武南中学校 男子 930 武南中学校 男子 929
ＪＲ西川口駅　徒歩約10分　 女子 960 ＪＲ西川口駅　徒歩約10分　 女子 959

わせがく高等学校所沢学習センター 男子 932 わせがく高等学校所沢学習センター 男子 931
西武線所沢駅　徒歩約5分　 女子 962 西武線所沢駅　徒歩約5分　 女子 961
四谷大塚・柏校舎 男子 9A7 四谷大塚・柏校舎 男子 9A5
ＪＲ柏駅　徒歩約5分　 女子 9A8 ＪＲ柏駅　徒歩約5分　 女子 9A6

　　　　　　公開組分けテスト　　会場・申込記号一覧

　3年生(新4年生)　　1/25（土） 　４年生(新5年生)　　1/26（日） 　５年生(新6年生)　　1/26（日）

午前の部　　  9:40 開始（11:30 終了）

午後の部　　13:40 開始（15:30 終了）
午後の部　　13:20 開始（15:50 終了） 午前の部　　8:50 開始（12:10 終了）


