★公立高校／19年合格基準一覧 北辰偏差値対応
●この表は北辰偏差値を基準に各高校の［合格可能性ほぼ100％／同50％］の位置を示したものです。
.純粋に学科の成績(実力)をもとにしたデータです。実力よりも調査書の成績(内申点)を重視する高校は
表中の偏差値だけで合否確率の判断はできません。また、前年との倍率の変動にも留意して下さい。
.北辰会場テストの結果のみに対応した基準です。北辰以外の学力テストの偏差値データをこの表と照
らし合わせるのは意味がありません。『勉強クラブの塾内単元テスト』の偏差値にも対応していません。

三郷,吉川,八潮市周辺の全日制普通科
★大宮(理数)[75/70]

★浦和一女女[72/68]
70
★春日部男[69/65]

★大宮(普)[72/68]
★市立浦和[69/65]

★越谷北(理数)[69/65]

★蕨(普)[68/64]

★越谷北(普)[67/63]

65

★浦和西[66/62]
★越ヶ谷[65/62]

★蕨(外)[65/61]
・市立大宮北(理数)［64/60]

★川口北[64/60]

男 は男子校、女 は女子校、無印は共学校です。
※埼玉県の公立高校には｢通学区｣がありません。
県内のいずれの高校も受験できます。
※この表には、三郷,吉川,八潮市から通学時間
90分以内に位置する高校のみを表示していま
す。注意：この表にない高校も受験できます。

東葛飾
[72/68]

※【内申点の基準 】は、おおよその目安(参考値)です。
内申と実力との相関値については各高校の要項をご覧下さい。

小金
[66/62]

★印はそれぞれの偏差値水準の目安(典型校)です。

★春日部女子女(外)[61/58]

・市立大宮北(普)[61/58]

★市立浦和南[60/57]
★川口市立(普)[58/55]

・春日部東(普)[59/56](人文)[58/55]

★越谷南(普)[58/55]
★与野[57/54]
★草加[55/52]

・浦和北[57/54]

内申点【36以上／９科合計】が望ましい

★南稜(普)(外)[55/52]

・杉戸[55/52]

★越谷西[53/50]

・大宮南[52/49]
・久喜女[51/48]

・大宮光陵(美術,音楽）[54/51]

★越谷総合(情処)[52/49](流通)[49/46]
・久喜北陽(総)[51/48]
・大宮光陵(書道）[49/46]

・浦和東[48/45]

★越谷東[47/44]

・浦和商業(情報)[49/46](商)[48/45] ★越谷総合(服飾)[48/44]

・大宮武蔵野[47/44]

・鳩ケ谷[47/44]

★春日部工業(建築,機械)[48/45](電気)[47/44]

・大宮東[46/43]

・浦和工業( 情)[46/43]

内申点【28以上／９科合計】が望ましい

・鷲宮[46/43]

・大宮商業[46/43]・松伏(音楽)[46/43](情報)[44/41]

・草加西[44/41]

・川口東[44/41]

・松伏(普通)[44/41]

・庄和[44/41]

★三郷工業(情電)[45/42]
・杉戸農業(食品)[44/41](生活)[41/38] ・大宮工業(建)[44/41]
★八潮南(情報)[44/41]

・大宮工業(電子,電気)[44/41]

★三郷工業(情技)[43/40](電子)[42/39](電気)[40/37]
・岩槻商業(商,情)[43/40]

・いずみ(生物)[43/40](環境)[40/37]
★八潮南(普)[41/38]

★川口青陵[41/38]

★吉川美南(Ⅰ部全日 )[40/37]
40
★八潮(普)[39/36]★三郷(普)[39/36]
★八潮(体育)[37/34]★吉川美南(Ⅰ部定時制 )[37/34]
・岩槻北陵[35/32] ★吉川美南(Ⅱ部定時制 )[34/32]

柏陵[50/47]
流山おおたかの森
(普通)[50/47]
市立松戸

(国際)[49/46]
流山おおたかの森
(国際)[47/44]

市立柏(スポ)

★八潮南(商業)[41/38] ・杉戸農業(園芸,生活)[41/38](造園)[37/34]
・浦和工業(機械,設備)[40/37]
・幸手桜(総合)[39/36]
・浦和工業(電気)[38/35]
・川口工業(情報)[38/35](機械)[37/34](電気)[36/33]

★『内申点』の影響に注意…偏差値35〜48水準の高校は、学科試験よりも調査書の成績(内申点)・
倍率(志願者数)の変動が合否に大きく関係します。くわしくは教務部におたずね下さい。

お問い合わせ＊50120-7-37415 info@benkyo-kurabu.co.jp

松戸馬橋

[42/39]

※ 千葉 県 と 埼玉 県 の隣 接協 定に より
三 郷吉 川八 潮地 域か ら︑ 千葉 県の
第 ３学 区の 全部 と第 ２学 区 の一 部
の公立高校が受験可能です︒

・大宮東(体育)[43/40]

松戸[51/48]

[42/39]

内申点【26以上／９科合計】が望ましい

・白岡(普)[43/40]

柏の葉
(普通)[58/55]

★越谷総合(情技)[55/52]
★越谷総合(情技)[54/51]
(食物)[53/50]

・岩槻(普)[50/47](国際)[49/46]
★草加東[49/46]

★三郷北[46/43]

45

★常盤(看護)[56/53]

内申点【31以上／９科合計】が望ましい

★草加南(普)(外)[51/48]

鎌ヶ谷
[62/59]
松戸国際
(普,国)[58/55]

・大宮光陵(普)(外)[56/53]

★県立川口[53/50]

50

★伊奈総合(理数)［61/58]
(人文,語学)［60/57］

★春日部女子女(普)[58/55]

★越谷南(外)[56/53]

55

柏[66/62]

内申点【38以上／９科合計】が望ましい

・川口市立(理数)［64/60]

60

隣接千葉
★三郷吉川八潮地域から受験可能な千葉県公立高はほかにもあります︒

★浦和男[73/69]

周辺の主な専門学科

勉強クラブ受験相談室／2018年５月作成

●塾生や勉強クラブ周辺の中学生･保護者の方のための資料です。他塾関係者の方が複製使用される場合は､事前にご一報下さい●

★男子用／私立(国立)高校合格基準2019

北辰偏差値対応

●北辰偏差値を基準に、三郷市周辺のおもな高校の［合格可能性ほぼ100％／同50％］の位置を段階別にしたものです。

東 京

都

内

埼

玉

県

内

・開成男[78/73]・早大高等学院男[77/72] 男は男子校,無印は共学校,＊は国立校
＊筑波大学附[76/71]
・早稲田実業[75/70]
・慶応義塾志木男[75/70]
・青山学院[73/68]
・早大本庄[74/69]
・明大付明治[72/67]
・栄東(東医)[74/69](アルファ)[71/66]
・城北男[70/65]

・中央大学[70/65]

70 ＊東京工大[69/64] ・駒込(Sアド)[69/64]

・巣鴨男[68/63]
・本郷男[68/63]
・法政大[67/62]
・淑徳(特選)[67/62]
・明大中野男[67/62] ・順天(特選)[67/62]
・駒込(アドＡ)[67/62]
・学習院男[66/61]＊東京芸大(音楽)[66/61]
・明治学院[66/61]
・東京成徳(特進)[65/60]・芝浦工大附属[65/60]
・東洋(特進)[65/60] ・國學院[65/60]
・足立学園(文理)男[63/59]

千葉県・茨城県内
※この一覧にない高校も受験出来ます。
・渋谷教育学園幕張[76/71]
・市川[75/70]
・昭和学院秀英[72/67]

・開智(Ｓ類)[70/65] ・春共(選抜)[70/63] ・江戸川学園取手(普通)[71/66]
・立教新座男[69/64] ・昌平(Ｔ特)[69/64] ・芝浦工大柏(ＧＬ)[69/64]
・大宮開成(特進Ⅰ)[68/63](特進Ⅱ)[66/61]
・星野(共学Ｓ)[68/63]・川越東男[68/63]
・武南(特進)[67/62]
・開智(Ｄ類)[67/62] ・春共(特Ｅ)[67/62]
・城北埼玉男[66/61]・獨協埼玉[66/61]

・日大習志野[67/62]
・専修大松戸(Ａ類)[67/62]

・昌平(特選)[65/60] ・開智未来(S未)[65/60]
・大宮開成(Ｓ)[65/60]
・西武文理(文進)[63/59]・浦実(特選)[61/57]
・開智未来(開智)[63/59]
・春日部共栄(特Ｓ)[63/57]

・流経柏(Ⅲ類)[66/61]
・千葉日大一[63/59]
・麗澤(特選)[63/59]
・日出学園(進学)[61/57]

・東洋大京北[60/56]

・叡明(特選)[63/59]
・流通経済大柏(Ⅰ類)[60/56]
・浦和学院(特進)[59/55](文理選抜)[55/51]
・桜丘(特進)[58/54]・成立学園(特進)[56/52] ・星野(β)[58/54] ・栄北(Ⅱ類)[58/54]
・東海大浦安[58/54]
・足立学園(総)男[58/54]
・昌平(選抜)[58/54]
・土浦日大(進学)[58/54]
・京華(進学)男[57/53] ・日大第一[57/53]
・武南(進学)[57/53]
・郁文館(GST)[57/53](LAT)[56/52]
・叡明(特Ⅱ)[56/52]
・東洋大牛久(進学)[56/52]
・郁文館(進学)[56/52]・実践学園(文理)[56/52]
・城西[55/51]
・帝京(進学)[55/51]
＊筑波大学附坂戸(ＩＧ)[55/51] ・常総学院(β7)[55/51]
・二松学舎(進学)[55/51]・安田学園(進学)[55/51] ・埼玉栄(特進)[55/51]
・西武台千葉(進学)[55/51]
・大東大一(進学)[54/50]・東海大高輪台[54/50] ・浦実(特進,選抜α)[55/51]
・東京成徳(進学)[54/50]
・昭和学院(総進)[53/49]
・岩倉(特進)[53/49] ・豊島学院(普通)[53/49]
・二松学舎柏(進学)[53/49]
・保善男(大進)[52/48] ・正則[52/48]
・細田学園(進学β)[51/47]
・千葉商大付属(進学)[53/49]
・昭和第一(総進)[52/48]
・花咲徳栄(総進)[50/46]
・千葉経済大附属(文理)[52/48]
・錦城学園[51/47]・共栄学園(進学)[51/47] ・西武台(進学)[50/46]
・中央学院(進学)[52/48]

60 ・日大豊山(特進)男[59/55](進学)[57/53]

・関東第一(進G)[50/46]・駿台学園(進学)[50/44] ・浦和実業(進学)[50/46]
・叡明(進Ⅲ)[47/44]
・貞静学園(総進)[47/44]・昭和鉄道[47/44] ・浦和学院(総合進学)[47/44]
・上野学園(総進)[47/44]・修徳(文進)[46/43] ・浦和麗明(進学)[46/43]
・正則学園男[46/43]・京華商業[45/42]
・浦和実業( 総進,情報)[46/43]
・中央学院大中央(普通)[44/41]
・国際学院(進学)[45/42]
・武蔵野(進学)[43/40]
・堀越[40/37]
・秀明英光(総進)[42/39]

50 ・豊南(進学)[49/45]

戦略：私立高入試では『第一志望推薦(Ａ推薦)』
だけでなく 、『併願Ｂ推薦』でも受験生をかなり
優遇するところがあります。 前年の倍率 などを
詳しく見ることが必勝の鉄則です。

・日体大柏(進学)[49/45]
・東京学館浦安(総進)[49/45]
・秀明八千代(総進)[47/44]
・東京学館船橋(普通)[45/42]

・我孫子二階堂(総合)[41/38]
・霞ヶ浦(総進)[41/38]
・東葉(先進)[40/37]

. 北辰会場テストの結果のみに対応した基準です。他の学力テストや塾内単元テスト偏差値には対応していません。
. 純粋に学科の成績(実力)をもとにした 一般入試用のデータ です。 推薦入試 などで、調査書(内申書)の成績
を重視する高校や、学科試験を実施しない高校の合格基準には対応していません。
お問い合わせ＊50120-7-37415 info@benkyo-kurabu.co.jp

勉強クラブ受験相談室

★女子用／私立(国立)高校合格基準2019

北辰偏差値対応

●北辰偏差値を基準に三郷市周辺の主な高校の［合格可能性ほぼ100％／同50％］の位置を段階別に示しています。

東

京

都

内

埼

玉

県 内

・慶応義塾女子女[77/72]
女は女子校,無印は共学校,＊は国立校
・早稲田実業[77/72]＊お茶大附女[77/72]
＊筑波大附[76/71]
・早大本庄［74/69］
・豊島岡女子女[73/68] ・青山学院[74/69]
・明治大付明治[72/67]

70 ・中央大学[69/64]

＊東京工大附[69/64]
・明治学院(女子 )[69/64]
・江戸川女子(Ⅲ類)女[68/63]
・法政大[67/62]
・淑徳(特選)[67/62]
・順天(特選)[67/62]
・駒込(アドＡ)[67/62]
＊東京芸大(音楽)[66/61]・淑徳巣鴨(選抜)[65/60]
・東京成徳大(特進)[65/60]・芝浦工大附属[65/60]
・東洋(特進)[65/60] ・國學院[65/60]
・江戸川女子(Ⅱ類)女[62/58]
・日大豊山女子女(A特進)[61/57]

千葉県・茨城県内
注：この表にない高校も受験可能です。
・渋谷教育学園幕張[76/71]

・栄東(東医)[74/69](ｱﾙﾌｧ)[71/66]
・市川[75/70]
・開智(Ｓ類)[70/65]・春共(選抜)[70/63] ・昭学秀英[72/67]
・昌平(Ｔ)[70/65]
・江戸取(普通)[71/66]
・大宮開成(特進Ⅰ)[68/63]
・芝浦工大柏(GL)[69/64]
・武南(特進)[67/62]・春共(特進E)[67/62]
・開智(Ｄ)[67/62]
・淑徳与野(Ｓ類)女［67/62］
・日大習志野[67/62]
・西武学園文理(理数)[67/62]
・専修大松戸(Ａ類)[67/62]
・獨協埼玉[66/61]・大宮開成(Ⅱ類)[66/61] ・流経柏(Ⅲ類)[66/61]
・昌平(特選)[65/60]
・大宮開成(S)[65/60]
・春日部共栄(特進S)[63/57]
・千葉日大一[63/59]
・麗澤(文理)[63/59]
・国府台女子(普通)女[63/59]
・浦和実業(特選)[61/57]
・日出学園[61/57]

60 ・桜丘(特進)[59/55] ・十文字女(進学)[59/55] ・埼玉栄(S)[59/55]

・流通経済大柏(Ⅰ類)[60/56]

・日大豊山女子女(N進学)[58/54]・郁文館（特進）[58/54]
・日大第一[57/53]
・郁文館(GST)[57/53](LAT)[56/52]
・成立学園(特進)[56/52]・東京家政大附（i）女[56/52]
・実践学園（文理）[56/52]・文京女子(国際Ａ)女[56/52]
・帝京(進学)[55/51] ・二松学舎附(進学)[55/51]
・大東文化（進学）[54/50]・東海大高輪台[54/50]
・東京成徳大(進学)[54/50]・星美学園(Ⅰ類)女[54/50]
・神田女学園(アド)女[54/50]・豊島学院(普通)[53/49]
・東京家政学院(スタ)女[52/48] ・正則[52/48]
・昭和第一(総進)[52/48]
・錦城学園[51/47]・共栄学園(進学)[51/47]
・東洋女子(総進)女[51/47]・京華女子(進学)女[51/47]

・浦和学院(特進)[59/55]
・東海大浦安[58/54]
・昌平(選抜)[58/54]・星野(β)[58/54] ・土浦日大(進学)[58/54]
・武南(進学)[58/54]・栄北(Ⅱ類)[58/54]
＊筑波大学附坂戸(総合)[58/54]
・東洋大牛久(進学）[56/52]
・叡明(特Ⅱ)[56/52]
・常総学院(β7)[55/51]
・浦和学院(文理選抜)[55/51]
・西武台千葉(進学)[55/51]
・浦和実業(選α)[55/51]
・和洋国府台女子(進学)女[55/51]
・昭和学院(総進)[53/51]
・二松学舎附柏(進学)[53/49]
・細田学園(進学β)[51/47]
・千葉商大付属(進学)[53/49]
・浦和実業(進学)[50/46]
・中央学院(進学)[52/48]
・西武台(進学)[50/46]
・千葉経済大附属(文理)[52/48]

・駿台学園(進学)[50/44]・関東第一(進G)[50/46]

・花咲徳栄(総進)[50/46]

・貞静学園(総進)[47/44]・昭和鉄道[47/44]
・川村女[47/44]
・上野学園(総進)[47/44]
・北豊島(総合)女[46/44]
・修徳(文進)[46/43]
・愛国(衛看)女[46/43]・潤徳女子(総進)女[46/43]
・京華商業[45/42] ・瀧野川女子(進学)女[45/42]
・中央学院大(普)[44/41]
・村田女子(普)女[44/41]
・神田女学園(フュチャ)女[43/40]・武蔵野(進学)[43/40]
・淑徳SC(Ⅱb)女[41/38]・愛国(普･商)女[41/38]
・堀越[40/37]・安部学院女[38/35]

・叡明(進Ⅲ)[47/44]
・浦和学院(総合進学)[47/44]
・埼玉栄(保)[47/43]
れいめい
・浦和麗明(進学)[46/43]
・浦和実業(総進)[45/42]
・国際学院(進学)[45/42]

50 ・豊南(進学)[49/45]

・秀明英光(総進)[42/39]

・日体大柏(進学)[49/45] ・聖徳大女[49/45]
・東京学館浦安(総進)[49/45]
・秀明八千代(総進)[47/44]

・東京学館船橋(普通)45/42]
・我孫子二階堂(総合)[41/38]
・霞ヶ浦(総進)[41/38]
・不二女子女[40/37]
・東葉(選進)[40/37]

戦略：
『推薦入試制度』には、その高校を第一志望にする受験生を優遇する 第一志望推薦＝Ａ推薦＝単願推薦 や、
事前に北辰偏差値や通信簿の成績などを提示してから受験する 併願推薦＝Ｂ推薦 があります。推薦入試は、この表
の偏差値基準に満たない成績でも合格が可能です。●推薦受験では[各校の推薦の基準]をクリアすることが前提です。

勉強クラブ受験相談室／2018年５月作成
●塾生や勉強クラブ周辺の中学生･保護者の方のための資料です●
他塾関係者の方が複製使用される場合は､事前にご一報下さい。

