
スクール２１　春日部東口教室
第７回北辰テスト結果速報！
まだまだ伸びるぞ！スクール２１春日部東口教室の生徒たち！
葛飾中 春日部中 葛飾中 葛飾中 飯沼中 広島中 春日部中
５教科 ５教科 ５教科 ５教科 ５教科 ５教科 ５教科

偏差７２．２ 偏差７０．５ 偏差６８．４ 偏差７１．５ 偏差７０．７ 偏差７０．３ 偏差６９．４
葛飾中 春日部中 葛飾中 葛飾中 飯沼中 広島中 春日部中
３教科 ３教科 ３教科 ３教科 ３教科 ３教科 ３教科

偏差７１．７ 偏差６８．６ 偏差６８．６ 偏差７０．２ 偏差７１．７ 偏差７０．２ 偏差７０．９
飯沼中 杉戸中 葛飾中 飯沼中 春日部中 飯沼中 杉戸中
３教科 ３教科 国　語 国　語 国　語 国　語 国　語

偏差６８．１ 偏差６９．８ 偏差７４．０ 偏差６８．１ 偏差７０．７ 偏差６８．８ 偏差７３．３
葛飾中 葛飾中 春日部東中 飯沼中 広島中 葛飾中 春日部中
数　学 数　学 数　学 数　学 数　学 英　語 英　語

偏差６８．１ 偏差６８．１ 偏差７０．０ 偏差７２．０ 偏差６９．４ 偏差６９．２ 偏差６８．８
前原中 広島中 葛飾中 飯沼中 春日部中 葛飾中 緑　中
英　語 英　語 英　語 英　語 英　語 社　会 社　会

偏差６８．８ 偏差７０．０ 偏差７１．３ 偏差７０．０ 偏差７２．９ 偏差７２．５ 偏差７２．０
春日部中 前原中 春日部東中 葛飾中 広島中 春日部中 葛飾中
社　会 社　会 社　会 社　会 社　会 社　会 理　科

偏差７２．０ 偏差７１．０ 偏差７１．０ 偏差７０．５ 偏差７０．０ 偏差６８．１ 偏差６９．０
緑　中 春日部中 葛飾中 葛飾中 春日部東中 飯沼中 葛飾中
理　科 理　科 理　科 理　科 理　科 理　科 理　科

偏差７０．１ 偏差６９．０ 偏差６９．０ 偏差７２．７ 偏差７０．１ 偏差７０．１ 偏差６８．０
春日部東中：５科 葛飾中：５科 葛飾中：５科 葛飾中：５科 葛飾中：５科 須賀中：５科 春日部東中：５科

＋３．７ＵＰ！
60.8⇒65.6 68.0⇒71.5 62.6⇒65.7 61.8⇒64.8 56.9⇒60.6 56.5⇒60.2 60.6⇒64.2
飯沼中：５科 春日部東中：５科 春日部中：５科 春日部東中：３科 葛飾中：３科 葛飾中：３科 葛飾中：３科
＋５．１ＵＰ！ ＋６．７ＵＰ！ ＋４．４ＵＰ！ ＋４．４ＵＰ！ ＋３．３ＵＰ！ ＋７．３ＵＰ！
62.1→67.2 47.8⇒54.5 59.9⇒64.3 58.2⇒62.6 65.3⇒68.6 62.9⇒70.2 60.4⇒65.2
杉戸中：３科 春日部中：３科 葛飾中：３科 春日部東中：３科 飯沼中：３科 春日部東中：３科 春日部東中：国語
＋５．３ＵＰ！ ＋３．６ＵＰ！ ＋３．６ＵＰ！ ＋３．３ＵＰ！ ＋６．２ＵＰ！ ＋４．８ＵＰ！ ＋１４．０ＵＰ！
60.6⇒65.9 67.3⇒70.9 58.6⇒62.2 63.1⇒66.4 61.9⇒68.1 51.7⇒56.5 48.3⇒62.3
春日部中：国語 葛飾中：国語 春日部中：国語 葛飾中：国語 葛飾中：国語 春日部東中：国語 杉戸中：国語
＋８．８ＵＰ！ ＋８．１ＵＰ！ ＋６．７ＵＰ！ ＋６．８ＵＰ！ ＋９．４ＵＰ！ ＋１０．２ＵＰ！ ＋５．３ＵＰ！
55.4⇒64.2 57.4⇒65.5 64.0⇒70.7 59.4⇒66.2 56.1⇒65.5 50.1⇒60.3 68.0⇒73.3
葛飾中：数学 前原中：数学 葛飾中：数学 前原中：数学 葛飾中：数学 飯沼中：数学 春日部東中：数学
＋６．９ＵＰ！ ＋９．５ＵＰ！ ＋６．６ＵＰ！ ＋９．５ＵＰ！ ＋７．９ＵＰ！
60.0⇒66.9 52.4⇒61.9 54.7⇒61.3 56.5⇒61.9 52.4⇒61.9 57.1⇒65.0 50.6⇒57.5
春日部中：英語 春日部東中：英語 葛飾中：英語 葛飾中：英語 飯沼中：英語 緑　中：社会 飯沼中：社会
＋７．２ＵＰ！ ＋５．１ＵＰ！ ＋８．７ＵＰ！ ＋６．５ＵＰ！ ＋７．６ＵＰ！ ＋５．６ＵＰ！ ＋５．４ＵＰ！
61.6⇒68.8 56.4⇒61.5 57.6⇒66.3 53.6⇒60.1 59.1⇒66.7 66.4⇒72.0 59.3⇒64.7
杉戸中：社会 春日部中：社会 葛飾中：社会 春日部中：社会 春日部東中：社会 春日部東中：社会 春日部中：社会
＋７．０ＵＰ！ ＋７．０ＵＰ！ ＋８．２ＵＰ！
55.7⇒62.7 56.9⇒63.7 53.3⇒61.8 64.0⇒71.0 47.2⇒55.4 40.6⇒53.5 45.1⇒52.5
春日部中：社会 飯沼中：理科 須賀中：理科 ※紙面の関係で、偏差値６８以上の生徒を載せています。

57.5⇒65.7 63.7⇒70.1 55.3⇒65.9 ※偏差値の数値は、第７回の結果を前回（第６回）と比べています。

２学期もぐんぐん成績が上がりましたね！
この調子で年末年始もがんばり、年明けは入試本番です。
引き続き、あせらず・あきらめず・油断せずに頑張りましょう！

＋４．８UP! ＋３．５UP! ＋３．１UP! ＋３．０UP! ＋３．７UP! ＋３．６UP!

＋４．８UP!

＋５．４UP! ＋６．９UP!

＋６．８UP! ＋８．５UP! ＋１２．９UP! ＋７．４UP!

＋８．２UP! ＋６．４UP! ＋１０．６UP! ※上昇度は各教科５up以上、３科５科３up以上の生徒を載せています。


	シート2

