
 　  春日部教室      

北辰テスト結果速報
12 月北辰結果速報！！

　　　選択問題でも春日部教室大躍進！！　　　 

紙面の都合上一部のみ掲載させていただきます

学校 科目 偏差値 学校 科目 偏差値

飯沼中 国語 69.4 春日部中 理科 67.1
豊野中 国語 73.3 春日部中 理科 65.2
広島中 国語 69.4 飯沼中 理科 71.0

春日部中 国語 72.8 春日部中 理科 66.2
緑中 国語 65.0 武里中 理科 65.2

豊野中 国語 68.3 豊野中 理科 70.0
春日部東中 国語 68.9 広島中 理科 66.2
春日部東中 国語 69.4 春日部中 理科 67.6

広島中 国語 69.4 江戸川中 理科 71.5
前原中 国語 70.6 飯沼中 理科 65.2

春日部中 国語 68.3 飯沼中 英語選 71.9
飯沼中 国語 70.6 豊野中 英語選 66.6
武里中 国語 71.1 春日部東中 英語選 72.4

春日部中 国語 70.0 広島中 英語選 69.6
飯沼中 国語 69.4 春日部中 英語選 71.2
飯沼中 国語 66.1 豊野中 英語選 72.4



野田北部中 国語 67.2 春日部東中 英語選 65.7
豊野中 国語 72.2 前原中 英語選 67.6
広島中 国語 68.3 春日部中 英語選 65.2
飯沼中 数学選 67.9 春日部中 英語選 65.7
豊野中 数学選 71.3 春日部中 英語選 65.2

春日部東中 数学選 73.0 豊野中 英語選 65.2
広島中 数学選 67.4 飯沼中 英語選 65.7

春日部東中 数学選 65.8 春日部中 英語通 66.9
春日部中 数学選 69.5 飯沼中 3 科 71.1
春日部中 数学選 67.9 豊野中 3 科 71.3
広島中 数学選 70.0 春日部東中 3 科 70.7

江戸川中 数学選 67.4 広島中 3 科 70.4
飯沼中 社会 69.4 春日部中 3 科 70.3
豊野中 社会 70.0 緑中 3 科 66.7

春日部東中 社会 71.2 豊野中 3 科 69.7
広島中 社会 70.0 春日部東中 3 科 67.9

春日部中 社会 65.9 春日部東中 3 科 68.3
緑中 社会 73.0 広島中 3 科 66.2

豊野中 社会 68.2 前原中 3 科 67.8
春日部東中 社会 67.6 春日部中 3 科 66.7
春日部東中 社会 67.0 春日部中 3 科 68.1

広島中 社会 71.2 飯沼中 3 科 65.0
春日部中 社会 70.6 春日部中 3 科 66.7



春日部中 社会 66.4 春日部中 3 科 66.7
飯沼中 社会 70.0 飯沼中 3 科 67.6

春日部中 社会 65.3 豊野中 3 科 66.2
武里中 社会 71.2 飯沼中 5 科 71.8
広島中 社会 71.8 豊野中 5 科 71.8

春日部中 社会 67.0 春日部東中 5 科 71.6
豊野中 社会 70.0 広島中 5 科 71.2
飯沼中 社会 67.0 春日部中 5 科 70.2

春日部中 社会 68.2 緑中 5 科 70.2
春日部中 社会 65.9 豊野中 5 科 69.8
飯沼中 社会 66.4 春日部東中 5 科 69.0
豊春中 社会 67.0 春日部東中 5 科 68.9
飯沼中 理科 72.5 広島中 5 科 68.6
豊野中 理科 70.5 前原中 5 科 68.5

春日部東中 理科 71.5 春日部中 5 科 68.1
広島中 理科 71.5 春日部中 5 科 67.8

春日部中 理科 68.6 飯沼中 5 科 67.8
緑中 理科 73.4 春日部中 5 科 66.8

豊野中 理科 67.1 武里中 5 科 66.4
春日部東中 理科 69.6 豊野中 5 科 66.3
春日部東中 理科 68.6 広島中 5 科 66.1

広島中 理科 70.0 春日部中 5 科 66.0
前原中 理科 73.9 飯沼中 5 科 65.6


