学校名／科・ｺｰｽ名

日比谷
普通
134 - 0021

三 田
普通
134 - 0031

戸 山
普通
134 - 0201

竹 早
普通
134 - 0601

向 丘
普通
134 - 0611

上 野
普通
134 - 0821

白 鴎
普通
134 - 2551

日本橋
普通
134 - 0801

本 所
普通
134 - 1031

両 国
普通
134 - 1001

城 東
普通
134 - 1091

東
普通
134 - 1081

深 川
普通
134 - 1071

大 崎
普通
134 - 0051

小山台
普通
134 - 0071

八 潮
普通
134 - 0061

志願状況／大学合格実績／住所

80%合格基準
偏差値

募集人員 推薦 男子33名 女子30名 一般 男子132名 女子122名
志願状況 推薦志願 234名 推薦倍率 3.71 一般受験 468名 一般倍率 1.69
男子 72
合格実績 東大45 京大8 北大3 東北5 筑波9 千葉8 東工大5 一橋9 東京医歯5
東京外大4 お茶女7 横国大4 信州3 首都大3 早大128 慶大128 上智42 東京理大81 明治90
女子 71
住所
〒100-0014 千代田区永田町 2-16-1
募集人員 推薦 男子30名 女子28名 一般 男子124名 女子114名
志願状況 推薦志願 195名 推薦倍率 3.36 一般受験 426名 一般倍率 1.77
男子 65
合格実績 東大1 北大1 東北2 筑波3 東工大2 一橋1 東京学芸4 千葉4 埼大5
名大1 首都大2 早大33 慶大12 上智21 東京理大25 明治74 立教55 中央34 法政97 青学27
女子 65
住所
〒108-0073 港区三田 1-4-46
募集人員 推薦 男子37名 女子34名 一般 男子149名 女子136名
志願状況 推薦志願 195名 推薦倍率 2.75 一般受験 449名 一般倍率 1.52
男子 70
合格実績 東大10 京大5 北大6 東北6 千葉16 一橋14 東工大7 お茶女7 東京学芸6
東京農工13 東京外大7 横国大10 首都大2 横浜市大5 早大97 慶大35 上智33 東京理大61
女子 69
住所
〒162-0052 新宿区戸山 3-19-1
募集人員 推薦 男子23名 女子21名 一般 男子93名 女子85名
志願状況 推薦志願 237名 推薦倍率 5.39 一般受験 354名 一般倍率 1.95
男子 65
合格実績 東北1 筑波2 埼大6 千葉2 東京学芸3 横国大3 首都大8 横浜市大2
早大40 慶大7 上智7 東京理大17 明治54 中央19 立教36 法政60 青学11 学習院5 成蹊10
女子 65
住所
〒112-0002 文京区小石川 4-2-1
募集人員 推薦 男子28名 女子26名 一般 男子116名 女子106名
志願状況 推薦志願 215名 推薦倍率 3.98 一般受験 428名 一般倍率 1.90
男子 54
合格実績 首都大1 早大6 法政9 立教4 中央3 学習院2 明治2 青学1 上智1 日大13
獨協10 駒澤8 成蹊5 武蔵5 國學院3 明治学院3 成城2 東洋33 芝浦工大1 千葉工大35
女子 54
住所
〒113-0023 文京区向丘 1-11-18
募集人員 推薦 男子33名 女子30名 一般 男子132名 女子121名
志願状況 推薦志願 170名 推薦倍率 2.70 一般受験 413名 一般倍率 1.61
男子 59
合格実績 東大1 千葉3 埼大2 筑波1 東京学芸1 横国大1 首都大2 早大4 法政37
立教18 中央15 明治12 青学11 上智5 東京理大5 学習院1 日大56 獨協35 明治学院24
女子 59
住所
〒110-8717 台東区上野公園 10-14
募集人員 推薦 男子8名 女子8名 一般 男子31名 女子31名
志願状況 推薦志願 42名 推薦倍率 2.63 一般受験 79名 一般倍率 1.22
男子 61
合格実績 京大1 東工大2 一橋2 筑波2 千葉4 埼大3 東京外大2 東京学芸5 電通2
お茶女3 東京芸大4 東京農工5 横国大5 首都大4 早大36 慶大13 上智13 東京理大28
女子 60
住所
〒111-0041 台東区元浅草 1-6-22
募集人員 推薦 男子28名 女子26名 分割前期 男子102名 女子93名 分割後期28名
志願状況 推薦志願187 倍率3.46 前期受験303 倍率1.55 後期受験43 倍率1.43
男子 43
合格実績 法政2 立教1 日大4 成蹊2 東洋3 千葉商大9 大正6 城西5 帝京5
帝京平成4 文京学院4 淑徳3 帝京科学3 和洋女子2 高千穂2 東京成徳2 東京未来2 明星2
女子 44
住所
〒131-0041 墨田区八広 1-28-21
募集人員 推薦 男子18名 女子16名 一般 男子106名 女子97名
志願状況 推薦志願 174名 推薦倍率 5.12 一般受験 347名 一般倍率 1.69
男子 51
合格実績 法政11 中央4 明治3 青学1 学習院1 日大19 駒澤7 獨協4 成蹊3
明治学院2 國學院1 東洋18 芝浦工大1 千葉工大26 国士舘19 大正14 目白11 千葉商大9
女子 51
住所
〒131-0033 墨田区向島 3-37-25
募集人員 推薦 男子8名 女子8名 一般 男子31名 女子31名
志願状況 推薦志願30 倍率1.88 一般受験62 倍率1.00 2次受験16 倍率3.20
男子 67
合格実績 東大4 東工大2 一橋5 筑波7 千葉13 北大1 東北1 東京学芸4 東京農工2
横国大3 埼大2 新潟2 名大1 阪大1 首都大4 早大36 慶大20 上智25 東京理大32 明治50
女子 66
住所
〒130-0022 墨田区江東橋 1-7-14
募集人員 推薦 男子37名 女子34名 一般 男子149名 女子136名
志願状況 推薦志願 291名 推薦倍率 4.10 一般受験 425名 一般倍率 1.47
男子 61
合格実績 千葉4 埼大2 北大1 筑波1 東京学芸1 横国大1 首都大1 早大16 慶大1
法政61 明治31 立教29 中央21 東京理大12 青学11 学習院9 上智6 日大94 駒澤19 獨協16
女子 60
住所
〒136-0072 江東区大島 3-22-1
募集人員 推薦 男子28名 女子26名 一般 男子116名 女子107名
志願状況 推薦志願 157名 推薦倍率 2.91 一般受験 342名 一般倍率 1.51
男子 52
合格実績 早大6 慶大1 法政6 立教6 青学5 学習院2 中央2 東京理大2 明治1
日大16 獨協13 駒澤12 武蔵5 成蹊3 國學院1 成城1 明治学院1 東洋30 芝浦工大1 拓殖35
女子 51
住所
〒136-0074 江東区東砂 7-19-24
募集人員 推薦 男子24名 女子22名 一般 男子96名 女子89名
志願状況 推薦志願 166名 推薦倍率 3.61 一般受験 293名 一般倍率 1.52
男子 56
合格実績 埼大1 千葉1 慶大2 早大1 法政22 明治10 立教8 中央6 東京理大5
学習院3 青学1 上智1 獨協44 日大32 駒澤23 成蹊11 明治学院8 國學院3 成城2 武蔵1
女子 56
住所
〒135-0016 江東区東陽 5-32-19
募集人員 推薦 男子28名 女子26名 一般 男子116名 女子107名
志願状況 推薦志願 174名 推薦倍率 3.22 一般受験 305名 一般倍率 1.35
男子 45
合格実績 中央2 東京理大1 明治1 立教1 日大5 明治学院1 芝浦工大1 東洋1
立正14 関東学院13 帝京6 大東文化4 東海4 十文字3 産能3 専修3 創価3 高千穂3 拓殖3
女子 45
住所
〒142-0042 品川区豊町 2-1-7
募集人員 推薦 男子33名 女子30名 一般 男子132名 女子121名
志願状況 推薦志願 239名 推薦倍率 3.79 一般受験 397名 一般倍率 1.54
男子 67
合格実績 東大1 北大5 東北1 筑波3 一橋1 東工大3 電通5 東京学芸14 東京外大4
横国大7 千葉8 信州6 首都大13 早大30 慶大8 上智10 東京理大31 明治96 中央46 法政76
女子 67
住所
〒142-0062 品川区小山 3-3-32
募集人員 推薦 男子28名 女子26名 分割前期 男子106名 女子96名 分割後期20名
志願状況 推薦志願126 倍率2.33 前期受験229 倍率1.13 後期受験32 倍率1.45
男子 40
合格実績 日大2 駒澤1 成城1 東洋2 東京工芸11 立正10 高千穂8 文京学院4
千葉商大3 関東学院3 尚美学園2 帝京平成2 東海2 東京工科2 明星2 東洋英和2 淑徳1
女子 39
住所
〒140-0002 品川区東品川 3-27-22
※国公立大の合格実績の一部は調査非協力の場合があります
※来年度新設校･新設学科の合格基準は仮設定です

