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筑波大学附属駒場中学校＜東京＞78 

開成中学校＜東京＞78 

灘中学校＜兵庫＞78 

慶應義塾中等部＜東京＞77 

麻布中学校＜東京＞76 

桜蔭中学校＜東京＞76 

甲陽学院中学校＜兵庫＞76 

駒場東邦中学校＜東京＞75 

女子学院中学校＜東京＞75 

豊島岡女子学園中学校＜東京＞75 

東大寺学園中学校＜奈良＞75 

ラ・サール中学校＜鹿児島＞75 

筑波大学附属中学校＜東京＞74 

早稲田大高等学院中学部＜東京＞74 

洛星中学校＜京都＞74 

大阪星光学院中学校＜大阪＞74 

六甲中学校＜兵庫＞74 

隻葉中学校＜東京＞73 

早稲田実業学校中等部＜東京＞73 

早稲田中学校＜東京＞73 

洛南高校附属中学校＜京都＞73 

清風南海中学校[スーパー]＜大阪＞73 

神戸女学院中学部＜兵庫＞73 

西大和学園中学校＜奈良＞73 

久留米大学附設中学校＜福岡＞73 

渋谷教育学園幕張中学校＜千葉＞72 

武蔵中学校＜東京＞72 

白百合学園中学校＜東京＞72 

海城中学校＜東京＞72 

栄光学園中学校＜神奈川＞72 

東海中学校＜愛知＞72 

東山中学校[ユーリカ]＜京都＞72 

清風南海中学校[特進]＜大阪＞72 

高槻中学校＜大阪＞72 

奈良学園中学校[特進]＜奈良＞68 

奈良学園登美ヶ丘中学校＜奈良＞68 

修道中学校＜広島＞68 

西南学院中学校＜福岡＞68 

立教新座中学校＜埼玉＞67 

淑徳与野中学校＜埼玉＞67 

法政大学中学校＜東京＞67 

東京学芸大附国際中等校＜東京＞67 

國學院大久我山中学[ST]＜東京＞67 

小石川中等教育学校＜東京＞67 

穎明館中学校＜東京＞67 

湘南白百合学園中学校＜神奈川＞67 

逗子開成中学校＜神奈川＞67 

東山中学校[エース]＜京都＞67 

京都産業大学附属中学校＜京都＞67 

帝塚山学院泉ヶ丘中学[医]＜大阪＞67 

開明中学校[理数]＜大阪＞67 

同志社香里中学校＜大阪＞67 

須磨学園中学校[特進 A]＜兵庫＞67 

岡山操山中学校＜岡山＞67 

福岡大学附属大濠中学校＜福岡＞67 

福岡教育大附福岡中学校＜福岡＞67 

江戸川学園取手中学校＜茨城＞66 

栄東中学校[難関大]＜埼玉＞66 

開智中学校[先端]＜埼玉＞66 

大妻中学校＜東京＞66 

頒栄女子学院中学校＜東京＞66 

鎌倉女学院中学校＜神奈川＞66 

神奈川大学附属中学校＜神奈川＞66 

南山中学校[男子部]＜愛知＞66 

同志社女子中学校[ＷＲ]＜京都＞66 

洛北高校附属中学校＜京都＞66 

初芝富田林中学校[Ⅲ類]＜大阪＞66 

滝川中学校[スーパー特進]＜兵庫＞66 
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白陵中学校＜兵庫＞72 

帝塚山中学校[男子 S 理系]＜奈良＞72 

広島学院中学校＜広島＞72 

函館ラ・サール中学校＜北海道＞71 

浦和明の星女子中学校＜埼玉＞71 

桐朋中学校＜東京＞71 

東京学芸大附小金井中学＜東京＞71 

お茶の水女子大附中学校＜東京＞71 

聖光学院中学校＜神奈川＞71 

慶應義塾湘南藤沢中等部＜神奈＞71 

慶應義塾普通部＜神奈川＞71 

浅野中学校＜神奈川＞71 

南山中学校[女子部]＜愛知＞71 

滝中学校＜愛知＞71 

四天王寺中学校[英数Ⅱ]＜大阪＞71 

大阪教育大附池田中学校＜大阪＞71 

清風中学校[理Ⅲ6 か年＜大阪＞]71 

関西学院中学部＜兵庫＞71 

奈良学園中学校[医進]＜奈良＞71 

智辯和歌山中学校[一貫]＜和歌＞71 

岡山白陵中学校＜岡山＞71 

広島大学附属中学校＜広島＞71 

広島大学附属福山中学校＜広島＞71 

千葉中学校＜千葉＞70 

東京学芸大附世田谷中学＜東京＞70 

中央大学附属中学校＜東京＞70 

攻玉社中学校[国際]＜東京＞70 

渋谷教育学園渋谷中学校＜東京＞70 

サレジオ学院中学校＜神奈川＞70 

フェリス女学院中学校＜神奈川＞70 

公文国際学園中等部＜神奈川＞70 

京都女子中学校[ⅡＳ]＜京都＞70 

四天王寺中学校[英数Ⅰ]＜大阪＞70 

大阪教育大附天王寺中学＜大阪＞70 

大阪桐蔭中学校[英数選]＜大阪＞70 

淳心学院中学校＜兵庫＞66 

AICJ 中学校＜広島＞66 

広島女学院中学校＜広島＞66 

弘学館中学校＜佐賀＞66 

志學館中等部＜鹿児島＞66 

開智中学校[一貫]＜埼玉＞65 

城北埼玉中学校＜埼玉＞65 

大妻嵐山中学校[理数アド]＜埼玉＞65 

専修大学松戸中学校＜千葉＞65 

芝浦工業大学柏中学校＜千葉＞65 

攻玉社中学校[普通]＜東京＞65 

武蔵高等学校附属中学校＜東京＞65 

普連土学園中学校＜東京＞65 

世田谷学園中学校＜東京＞65 

立川国際中等教育学校＜東京＞65 

桐光学園中学校[男子部]＜神奈川＞65 

日本女子大附属中学校＜神奈川＞65 

鎌倉学園中学校＜神奈川＞65 

森村学園中等部＜神奈川＞65 

愛知中学校＜愛知＞65 

海陽中等教育学校＜愛知＞65 

立命館中学校[総合]＜京都＞65 

京都女子中学校[ⅡL]＜京都＞65 

清風中学校[標準 6 か年]＜大阪＞65 

関西創価中学校＜大阪＞65 

滝川中学校[特進]＜兵庫＞65 

帝塚山中学校[女子特進Ⅲ]＜奈良＞65 

近畿大附和歌山中[学際]＜和歌＞65 

広島なぎさ中学校＜広島＞65 

福山市立福山中学[一貫]＜広島＞65 

熊本大教育学部附中学校＜熊本＞65 

北嶺中学校＜北海道＞64 

さいたま市立浦和中学校＜埼玉＞64 

国府台女子学院中学部＜千葉＞64 

千葉市立稲毛高附中学校＜千葉＞64 
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帝塚山中学校[男子英数]＜奈良＞70 

智辯奈良カレッジ中等部＜奈良＞70 

ノートルダム清心中学校＜広島＞70 

東邦大学付属東邦中学校＜千葉＞69 

市川中学校＜千葉＞69 

鴎友学園女子中学校＜東京＞69 

立教池袋中学校＜東京＞69 

東京学芸大附竹早中学校＜東京＞69 

本郷中学校＜東京＞69 

暁星中学校＜東京＞69 

明治大学付属明治中学校＜東京＞69 

芝中学校＜東京＞69 

横浜隻葉中学校＜神奈川＞69 

京都教育大附京都中学校＜京都＞69 

京都教育大附桃山中学校＜京都＞69 

清風中学校[理数 6 か年]＜大阪＞69 

明星中学校[エスポア]＜大阪＞69 

滝川中学校[医進]＜兵庫＞69 

帝塚山中学校[女子英数]＜奈良＞69 

奈良女子大附中等教育＜奈良＞69 

近畿大附和歌山中[数理]＜和歌＞69 

岡山中学校[東大・医学]＜岡山＞69 

広島大学附属三原中学校＜広島＞69 

愛光中学校＜愛媛＞69 

青雲中学校＜長崎＞69 

栄東中学校[東大]＜埼玉＞68 

西武学園文理中学[特選]＜埼玉＞68 

昭和学院秀英中学校＜千葉＞68 

東洋英和女学院中学部＜東京＞68 

青山学院中等部＜東京＞68 

立教女学院中学校＜東京＞68 

城北中学校＜東京＞68 

学習院中等科＜東京＞68 

巣鴨中学校＜東京＞68 

吉祥女子中学校＜東京＞68 

両国高等学校附属中学校＜東京＞64 

東京農業大第一高中等部＜東京＞64 

富士高等学校附属中学校＜東京＞64 

成蹊中学校[一般]＜東京＞64 

帝京大学中学校＜東京＞64 

共立女子中学校＜東京＞64 

東京都市大学付属中学校＜東京＞64 

田園調布学園中学校＜東京＞64 

東京女学館中学校[一般]＜東京＞64 

明治大学付属中野中学校＜東京＞64 

國學院大久我山中学[一般]＜東京＞64 

大泉高等学校附属中学校＜東京＞64 

三鷹中等教育学校＜東京＞64 

桜修館中等教育学校＜東京＞64 

大妻中野中学校[アドバン]＜東京＞64 

白鴎高等学校附属中学校＜東京＞64 

九段中等教育学校＜東京＞64 

カリタス女子中学校＜神奈川＞64 

桐蔭学園中等教育[男子]＜神奈＞64 

清泉女学院中学校＜神奈川＞64 

法政大学第二中学校＜神奈川＞64 

名古屋中学校＜愛知＞64 

立命館宇治中学校＜京都＞64 

西京高校附属中学校＜京都＞64 

近畿大学附属中学校[医薬]＜大阪＞64 

近畿大学附属中学校[特進]＜大阪＞64 

啓明学院中学校＜兵庫＞64 

聖心学園中等教育[英数 I]＜奈良＞64 

開智中学校[スー理進]＜和歌山＞64 

倉敷天城中学校＜岡山＞64 

近畿大附福山中学校[難関]＜広島＞64 

広島県立広島中学校＜広島＞64 

鳴門教育大学附属中学校＜徳島＞64 

土佐中学校＜高知＞64 

昭和薬科大学附属中学校＜沖縄＞64 
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晃華学園中学校＜東京＞68 

青山学院中等部＜東京＞68 

学習院女子中等科＜東京＞68 

光塩女子学院中等科＜東京＞68 

洗足学園中学校＜神奈川＞68 

横浜共立学園中学校＜神奈川＞68 

愛知淑徳中学校＜愛知＞68 

高田中学校[6 年制]＜三重＞68 

同志社中学校＜京都＞68 

立命館中学校[アドバンス]＜京都＞68 

同志社国際中学校＜京都＞68 

大阪教育大附平野中学校＜大阪＞68 

大阪学芸中等教育[S 特 E]＜大阪＞68 

大谷中学校[医進]＜大阪＞68 

関西大学中等部＜大阪＞68 

開明中学校[スーパー理数]＜大阪＞68 

大阪桐蔭中学校[英数]＜大阪＞68 

清教学園中学校[S 特進Ⅲ]＜大阪＞68 

関西大学第一中学校＜大阪＞68 

金蘭千里中学校＜大阪＞68 

神戸海星女子学院中学校＜兵庫＞68 

須磨学園中学校[特進 B]＜兵庫＞68 

並木中等教育学校＜茨城＞63 

星野学園中学校[理数選抜]＜埼玉＞63 

西武学園文理中学校[普通]＜埼玉＞63 

千葉大教育学部附中学校＜千葉＞63 

創価中学校＜東京＞63 

明治大附中野八王子中学＜東京＞63 

南多摩中等教育学校＜東京＞63 

高輪中学校＜東京＞63 

聖心女子学院中等科＜東京＞63 

成城中学校＜東京＞63 

品川女子学院中学校＜東京＞63 

香蘭女学校中等科＜東京＞63 

成城学園中学校＜東京＞63 

江戸川女子中学校＜東京＞63 

桐蔭学園中学校[女理数]＜神奈川＞63 

桐光学園中学校[女子部]＜神奈川＞63 

湘南学園中学校＜神奈川＞63 

名古屋大教育学部附中学＜愛知＞63 

同志社女子中学校[LA]＜京都＞63 

清教学園中学校[S 特進Ⅰ]＜大阪＞63 

滝川第二中学校[特進一貫]＜兵庫＞63 

 

岡山大教育学部附中学校＜岡山＞63 

広島大学附属東雲中学校＜広島＞63 

福岡教育大附小倉中学校＜福岡＞63 

札幌大谷中学校[英数選抜]＜北海＞62 

群馬大教育学部附中学校＜群馬＞62 

春日部共栄中学校＜埼玉＞62 

富士見中学校＜東京＞62 

東京女学館中学校[国際]＜東京＞62 

大妻多摩中学校＜東京＞62 

山脇学園中学校＜東京＞62 

東京電機大学中学校＜東京＞62 

暁中学校[スーパーアドバ]＜三重＞59 

滋賀大教育学部附中学校＜滋賀＞59 

ノートルダム女学院中学[B]＜京都＞59 

履正社学園豊中中[6 年Ⅰ]＜大阪＞59 

初芝富田林中学校[Ⅰ類]＜大阪＞59 

神戸龍谷中学校[英進]＜兵庫＞59 

武庫川女子大附中[イング]＜兵庫＞59 

近畿大学附新宮中学校＜和歌山＞59 

愛媛大教育学部附中学校＜愛媛＞59 

泰星中学校＜福岡＞59 

東明館中学校[特進]＜佐賀＞59 
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獨協中学校＜東京＞62 

実践女子中学校[スタンダ]＜東京＞62 

山手学院中学校＜神奈川＞62 

日本大学藤沢中学校＜神奈川＞62 

相模原中等教育学校＜神奈川＞62 

日本大学中学校＜神奈川＞62 

新潟大学附属新潟中学校＜新潟＞62 

金沢大学附属中学校＜石川＞63 

鈴鹿中学校＜三重＞62 

立命館守山中学校＜滋賀＞62 

桃山学院中学校[6 年選抜]＜大阪＞62 

上宮中学校[特進]＜大阪＞62 

初芝富田林中学校[Ⅱ類]＜大阪＞62 

帝塚山学院泉ヶ丘中[特 A]＜大阪＞62 

大谷中学校[特進]＜大阪＞62 

大阪女学院中学校＜大阪＞62 

甲南女子中学校[S アドバ]＜兵庫＞62 

兵庫県立大学附属中学校＜兵庫＞62 

三田学園中学校＜兵庫＞62 

奈良教育大学附属中学校＜奈良＞62 

帝塚山中学校[女子特進 I]＜奈良＞62 

朝日塾中学校[Ⅲ類]＜岡山＞62 

広島城北中学校＜広島＞62 

城ノ内中学校＜徳島＞62 

済美平成中等教育学校＜愛媛＞62 

土佐塾中学校＜高知＞62 

明治学園中学校＜福岡＞62 

早稲田佐賀中学校＜佐賀＞62 

茗溪学園中学校＜茨城＞61 

城西川越中学校＜埼玉＞61 

星野学園中学校[普通]＜埼玉＞61 

獨協埼玉中学校＜埼玉＞61 

麗澤中学校＜千葉＞61 

日本大学第二中学校＜東京＞61 

芝浦工業大学中学校＜東京＞61 

長崎大教育学部附中学校＜長崎＞59 

宮崎大教育文化学部附中＜宮崎＞59 

常総学院中学校＜茨城＞58 

宇都宮大教育学部属中学＜栃木＞58 

大妻嵐山中学校[普通]＜埼玉＞58 

埼玉大教育学部附中学校＜埼玉＞58 

日出学園中学校＜千葉＞58 

昭和女子大附昭和中学校＜東京＞58 

目黒星美学園中学校＜東京＞58 

女子美術大学付属中学校＜東京＞58 

お茶の水女子大附中学校＜東京＞58 

東京大教育学部附中学校＜東京＞58 

工学院大学附属中学校＜東京＞58 

十文字中学校[普通]＜東京＞58 

淑徳中学校[スーパー特進]＜東京＞58 

神奈川学園中学校＜神奈川＞58 

藤嶺学園藤沢中学校＜神奈川＞58 

福井大学附属中学校＜福井＞58 

清水南高等学校中等部＜静岡＞58 

加藤学園暁秀中学校[アル]＜静岡＞58 

愛知教育大附名古屋中学＜愛知＞58 

愛知教育大附岡崎中学校＜愛知＞58 

三重大教育学部附中学校＜三重＞58 

平安女学院中学校[立命]＜京都＞58 

花園中学校[スーパー]＜京都＞58 

帝塚山学院泉ヶ丘中[特 B]＜大阪＞58 

関西大連携浪速中[関大]＜大阪＞58 

帝塚山学院中学校[関学]＜大阪＞58 

桃山学院中学校[6 年進学]＜大阪＞58 

履正社学園豊中[6 年Ⅱ類]＜大阪＞58 

仁川学院中学校[特進Ⅱ]＜兵庫＞58 

小林聖心女子学院中学校＜兵庫＞58 

報徳学園中学校[Ⅱ進]＜兵庫＞58 

智辯学園中学校[一貰]＜奈良＞58 

島根大学附属中学校＜島根＞58 
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十文字中学校[スーパー選]＜東京＞61 

青稜中学校＜東京＞61 

大妻中野中学校[一般]＜東京＞61 

三輪田学園中学校＜東京＞61 

横浜国立大附横浜中学校＜神奈＞61 

関東学院中学校＜神奈川＞61 

桐蔭学園中学校[男子]＜神奈川＞61 

新潟大附長岡中学校＜新潟＞61 

片山学園中学校＜富山＞61 

佐久長聖中学校＜長野＞61 

静岡大学附属浜松中学校＜静岡＞61 

静岡大学附属静岡中学校＜静岡＞61 

三重中学校＜三重＞61 

龍谷大学付属平安中学校＜京都＞61 

聖母学院中学校[Ⅲ類]＜京都＞61 

大阪学芸中等教育学[S 特]＜大阪＞61 

関西大倉中学校[六年一貫]＜大阪＞61 

早稲田摂陵中学校[6 年]＜大阪＞61 

武庫川女子大附中学[サイ]＜兵庫＞61 

雲雀丘学園中学校[一貫選]＜兵庫＞61 

開智中学校[特進]＜和歌山＞61 

就実中学校[特進ハイグレ]＜岡山＞61 

安田女子中学校[自然科学]＜広島＞61 

香川大教育学部附高松中＜香川＞61 

香川大教育学部附坂出中＜香川＞61 

高知学芸中学校＜高知＞61 

佐世保北中学校＜長崎＞61 

向陽中学校＜大分＞61 

池田中学校＜鹿児島＞61 

北海道教育大附札幌中学＜北海＞60 

大宮開成中学校[英数特科]＜埼玉＞60 

大宮開成中学校[普通]＜埼玉＞60 

千葉日本大学第一中学校＜千葉＞60 

日本大学豊山中学校＜東京＞60 

跡見学園中学校＜東京＞60 

近畿大附東広島中学校＜広島＞58 

大手前中学校＜香川＞58 

福岡雙葉中学校[応特]＜福岡＞58 

致遠館中学校＜佐賀＞58 

大分豊府中学校＜大分＞58 

鹿児島大教育学部附中学＜鹿児＞58 

北海道教育大附釧路中学＜北海＞57 

水戸英宏中学校[医歯薬]＜茨城＞57 

中央中等教育学校＜群馬＞57 

秀明中学校[医学部進学]＜埼玉＞57 

東海大学付属浦安中学校＜千葉＞57 

多摩大目黒中学校[特進]＜東京＞57 

日本大学第一中学校＜東京＞57 

東海大附相模中学校＜神奈川＞57 

横浜英和女学院中学校＜神奈＞57 

富山大人間発達科附中学＜富山＞57 

河瀬中学校＜滋賀＞57 

大谷中学校[マスター]＜京都＞57 

京都橘中学校[Ｖ]＜京都＞57 

四條畷学園中学校[6 年]＜大阪＞57 

四條畷学園中学校[英数発]＜大阪＞57 

近畿大学付属中学校[標準]＜大阪＞57 

初芝立命館中学校[立命館]＜大阪＞57 

プール学院中学校[アドバ]＜大阪＞57 

神戸龍谷中学校[特進]＜兵庫＞57 

滝川第二中学校[進一貫]＜兵庫＞57 

鳥取大学附属中学校＜鳥取＞57 

岡山中学校[難関大]＜岡山＞57 

武雄青陵中学校＜佐賀＞57 

長崎日本大学中学校＜長崎＞57 

茨城中学校＜茨城＞56 

伊奈学園中学校＜埼玉＞56 

東京農業大学第三中学校＜埼玉＞56 

淑徳中学校[特進]＜東京＞56 

東京家政大附女子中[躍]＜東京＞56 

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）



恵泉女学園中学校＜東京＞60 

広尾学園中学校[特進選抜]＜東京＞60 

多摩大学附聖ヶ丘中学校＜東京＞60 

日本大学豊山女子中学校＜東京＞60 

実践女子学園中学校[グロ]＜東京＞60 

聖園女学院中学校＜神奈川＞60 

横浜国立大附鎌倉中学校＜神奈＞60 

上越教育大学附属中学校＜新潟＞60 

椙山女学園中学校＜愛知＞60 

守山中学校＜滋賀＞60 

京都女子中学校[ウイステ]＜京都＞60 

関西大学北陽中学校＜大阪＞60 

関西学院千里国際中等部＜大阪＞60 

履正社学園豊中中学[3 年]＜大阪＞60 

親和中学校＜兵庫＞60 

甲南中学校＜兵庫＞60 

甲南女子中学校[スタンダ]＜兵庫＞60 

聖心学園中等教育[英数Ⅱ]＜奈良＞60 

岡山大安寺中等教育学校＜岡山＞60 

新田青雲中等教育学校＜愛媛＞60 

筑紫女学園中学校＜福岡＞60 

福岡教育大附久留米中学＜福岡＞60 

唐津東中学校＜佐賀＞60 

佐賀大学附属中学校＜佐賀＞60 

長崎東中学校＜長崎＞60 

五ヶ瀬中等教育学校＜宮崎＞60 

鹿児島玉龍中学校＜鹿児島＞60 

山形大学附属中学校＜山形＞59 

清真学園中学校＜茨城＞59 

茨城大教育学部附中学校＜茨城＞59 

那須高原海城中学校＜栃木＞59 

清和実業学園中学校＜埼玉＞59 

秀明中学校[難関国立大]＜埼玉＞59 

埼玉栄中学校[スーパー]＜埼玉＞59 

成田高等学校付属中学校＜千葉＞59 

日本大学第三中学校＜東京＞56 

桐朋女子中学校＜東京＞56 

八雲学園中学校＜東京＞56 

宝仙学園中学校[共学部]＜東京＞56 

横浜女学院中学校＜神奈川＞56 

鶴見大付中学校[難進]＜神奈川＞56 

横浜富士見丘学園中等教＜神奈＞56 

鶯谷中学校＜岐阜＞56 

不二聖心女子学院中学校＜静岡＞56 

静岡大学附属島田中学校＜静岡＞56 

水口東中学校＜滋賀＞56 

聖母学院中学校[Ⅰ類]＜京都＞56 

東海大付仰星中[英数特]＜大阪＞56 

大阪学芸中等教育[特進]＜大阪＞56 

和歌山信愛女子短大附中[特]＜和＞56 

安田女子中学校[総合]＜広島＞56 

山口大教育学部附山口中＜山口＞56 

徳島文理中学校＜徳島＞56 

照曜館中学校＜福岡＞56 

東明館中学校[英数強化]＜佐賀＞56 

大分大学附属中学校＜大分＞56 

大分中学校[特進]＜大分＞56 

沖縄尚学高校附中[パイオ]＜沖縄＞56 

札幌日本大学中学校＜北海道＞55 

秋田大教育文化附中学校＜秋田＞55 

本庄東高附中学校[一貫]＜埼玉＞55 

東海大付高輪台高校中等＜東京＞55 

かえつ有明中学校[難関]＜東京＞55 

女子聖学院中学校＜東京＞55 

玉川学園中学部[一般]＜東京＞55 

桐蔭学園中学校[女子部]＜神奈川＞55 

自修館中等教育学校＜神奈川＞55 

山梨大学附属中学校＜山梨＞55 

静岡隻葉中学校＜静岡＞55 

日本大学三島中学校＜静岡＞55 
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桜美林中学校＜東京＞59 

東京純心女子中学校＜東京＞59 

明治学院中学校＜東京＞59 

順天中学校＜東京＞59 

郁文館中学校[特進]＜東京＞59 

捜真女学校中学部＜神奈川＞59 

平塚中等教育学校＜神奈川＞59 

浜松西高等学校中等部＜静岡＞59 

春日丘中学校[啓明]＜愛知＞59 

金城学院中学校＜愛知＞59 

大谷中学校[コア]＜京都＞55 

樟蔭中学校[選抜特進]＜大阪＞55 

金光八尾中学校[特進Ⅰ]＜大阪＞55 

仁川学院中学校[特進Ⅰ]＜兵庫＞55 

初芝橋本中学校[立命館]＜和歌山＞55 

米子北斗中学校＜鳥取＞55 

呉青山中学校＜広島＞55 

高知大教育学部附中学校＜高知＞55 

れいめい中学校＜鹿児島＞55 
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