
2023中学入試結果（12/2現在）

中学名 男女共学区分 市区群 試験回数名 教科補足 性別 定員 出願者数 実受験者数 合格者数 実質倍率

光英VERITAS 共学校 松戸市 第一志望 ２・４ 男 男女2・4科計35 27 26 19 1.4

光英VERITAS 共学校 松戸市 第一志望 ２・４ 女 男女2・4科計35 36 35 22 1.6

光英VERITAS 共学校 松戸市 帰国 ２・４ 男 若干名

光英VERITAS 共学校 松戸市 帰国 ２・４ 女 若干名

昭和学院 共学校 市川市 推薦 ２ 男 第一志望男女計52 12/1男子計71 12/1男子計70 12/1男子計17 4.1

昭和学院 共学校 市川市 推薦 ２ 女 第一志望男女計52 12/1女子計98 12/1女子計97 12/1女子計28 3.5

昭和学院 共学校 市川市 推薦マイプレゼンテーション - 男 第一志望男女計52 男子に含 男子に含 男子に含

昭和学院 共学校 市川市 推薦マイプレゼンテーション - 女 第一志望男女計52 女子に含 女子に含 女子に含

昭和学院 共学校 市川市 帰国１ - 男 帰国男女計20 男子に含 男子に含 男子に含

昭和学院 共学校 市川市 帰国１ - 女 帰国男女計20 女子に含 女子に含 女子に含

千葉日本大学第一 共学校 船橋市 自己推薦 ４ 男 男女計70 125 123 53 2.3

千葉日本大学第一 共学校 船橋市 自己推薦 ４ 女 男女計70 85 85 31 2.7

東海大学付属浦安高等学校中等部 共学校 浦安市 推薦 ４ 男 男女計70

東海大学付属浦安高等学校中等部 共学校 浦安市 推薦 ４ 女 男女計70

東邦大学付属東邦 共学校 習志野市 推薦 ４ 男 男女計40 313 310 22 14.1

東邦大学付属東邦 共学校 習志野市 推薦 ４ 女 男女計40 262 262 18 14.6

東邦大学付属東邦 共学校 習志野市 帰国 ２ 男 若干名 32 32 21 1.5

東邦大学付属東邦 共学校 習志野市 帰国 ２ 女 若干名 40 37 16 2.3

成田高等学校付属 共学校 成田市 第一志望 ４ 男 男女計35 男女計129 男女計128 男女計46 2.8

成田高等学校付属 共学校 成田市 第一志望 ４ 女 男女計35 男子に含 男子に含 男子に含

二松学舎大学附属柏 共学校 柏市 第一志望グローバル探究 ２ 男 男女計5 12/1男子計19 12/1男子計19 12/1男子計17 1.1

二松学舎大学附属柏 共学校 柏市 第一志望グローバル探究 ２ 女 男女計5 12/1女子計24 12/1女子計24 12/1女子計22 1.1

二松学舎大学附属柏 共学校 柏市 第一志望総合探究 ２ 男 男女計25

二松学舎大学附属柏 共学校 柏市 第一志望総合探究 ２ 女 男女計25

日出学園 共学校 市川市 推薦 ２ 男 男女計約50 49 49

日出学園 共学校 市川市 推薦 ２ 女 男女計約50 29 29

八千代松陰 共学校 八千代市 学科推薦 ２ 男 推薦男女計約105 218

八千代松陰 共学校 八千代市 学科推薦 ２ 女 推薦男女計約105 160

八千代松陰 共学校 八千代市 自己推薦 ２ 男 推薦男女計約105

八千代松陰 共学校 八千代市 自己推薦 ２ 女 推薦男女計約105

流通経済大柏 共学校 柏市 第一志望 ２ 男 男女計50 85 84 56 1.5

流通経済大柏 共学校 柏市 第一志望 ２ 女 男女計50 56 56 39 1.4

国府台女子学院中学部 女子校 市川市 推薦 ４ 女 約50 147

和洋国府台女子 女子校 市川市 推薦 ２ 女 40 80 76 55 1.4

　2023首都圏中学入試Topics
　12/1より千葉県の推薦入試が始まりました。中には出願倍率が14倍を超えるような学校も出ています。
　注目の東邦大東邦は、出願者数男女計575名となり、出願倍率は14.4倍となりました。受験者数は男女計572名、合格者数は男女計40名で、実質倍率14.3倍となっています。なお、
東邦大東邦推薦合格者の合格手続き締め切りは12/3　15時となっています。


