
 

 

学校名 学年 順位 学校名 学年 順位 学校名 学年 順位 学校名 学年 順位

扶桑中 中３ 9科1位熊野中 中３ １位

藤山台中中１ １位

神の倉中中３

４位中２味美中４位中２中部中３位中２春木中

７位 中部中

２位

２位中３熊野中

神の倉中中２

春木中 中３ １位

中３ ３位 藤山台中中３ ３位

神の倉中中３

５位中３

２位２位

２位中２坂下中２位

熊野中５位中３神の倉中４位南城中 中３ ３位

５位中３藤山台中５位中３中部中

中３春木中

岩成台中中１中１坂下中

師勝中5科2位中３扶桑中

中３ ８位

中部中 中3 ６位

岩成台中中１ ５位

藤山台中中３ ６位

６位中２神の倉中

学校名 学年 トピック 学校名 学年 トピック 学校名 学年 トピック 学校名 学年 トピック

味岡中 中３ 理科99点 猪高中 中３ 社会90点 犬山南部中 中３ 英語95点 犬山南部中 中３ 理科96点

春日井西部中 中３ 理科100点 神の倉中 中３ 過去最高点 神の倉中 中３ 87点ＵＰ 上社中 中３ 社会90点

熊野中 中３ 英語100点 熊野中 中３ 英語98点 熊野中 中３ 英語98点 熊野中 中３ 英語97点

熊野中 中３ 英語97点 熊野中 中３ 数学97点 熊野中 中３ 国語96点 熊野中 中３ 理科96点

熊野中 中３ 理科95点 熊野中 中３ 社会94点 熊野中 中３ 国語94点 熊野中 中３ 数学94点

熊野中 中３ 社会93点 熊野中 中３ 国語93点 師勝中 中３ 理科98点 師勝中 中３ 英語94点

高針台中 中３ 数学94点 知多中 中３ 社会98点 中部中 中3 英語98点 中部中 中3 英語96点

中部中 中3 英語96点 中部中 中3 英語96点 中部中 中3 英語96点 中部中 中3 英語96点

中部中 中3 数学100点 中部中 中3 理科96点 中部中 中3 社会95点 天神中 中３ 英語97点

東部中 中３ 数学96点 東部中 中３ 理科96点 原中 中３ 英語98点 原中 中３ 数学91点

原中 中３ 数学90点 原中 中３ 数学91点 藤森中 中３ 理科91点 藤山台中 中３ 社会98点

藤山台中 中３ 国語97点 牧の池中 中３ 英語98点 牧の池中 中３ 社会91点 牧の池中 中３ 理科89点

牧の池中 中３ 数学88点 南城中 中３ 英語95点 南城中 中３ 理科97点 南城中 中３ 社会95点

有松中 中２ 440点 有松中 中２ 417点 味美中 中２ 英語96点 味美中 中２ 社会98点

高蔵寺中 中２ 英語95点 小牧中 中２ 451点 応時中 中２ 英語98点 神の倉中 中２ ５連続450点↑

小牧中 中２ 数学94点 坂下中 中２ 社会99点 小牧中 中２ 英語96点 小牧中 中２ 英語96点

中部中 中2 国語95点 中部中 中2 国語95点 坂下中 中２ 社会98点 師勝中 中２ 英語96点

中部中 中2 理科96点 中部中 中2 社会100点 中部中 中2 理科98点 中部中 中2 理科98点

中部中 中2 社会95点 中部中 中2 社会95点 中部中 中2 社会97点 中部中 中2 社会96点

平針中 中２ 数学93点 平針中 中２ 社会96点 原中 中２ 理科94点 原中 中２ 英語97点

平針中 中２ ５科目460点 扶桑北中 中２ 英語96点 平針中 中２ 理科94点 平針中 中２ 英語91点

猪高中 中１ 英語91点 猪高中 中１ 英語94点 有松中 中１ 439点 猪高中 中１ 英語99点

岩崎中 中１ 英語99点 岩崎中 中１ 社会96点 犬山中 中１ 国語95点 岩崎中 中１ 460点以上

岩成台中 中１ 理科90点 岩成台中 中１ 英語92点 岩成台中 中１ 国語95点 岩成台中 中１ 数学90点

応時中 中１ 英語96点 大口中 中１ 社会平均20点↑ 岩成台中 中１ 数学98点 岩成台中 中１ 英語96点

師勝中 中１ 英語94点 白木中 中１ 英語91点 大口中 中１ 数学平均15点↑ 大口中 中１ 英語平均15点↑

中部中 中1 英語96点 中部中 中1 英語96点 白木中 中１ 国語98点 高針台中 中１ 数学94点

平針中 中１ 理科96点 平針中 中１ 英語98点 中部中 中1 数学98点 西春中 中１ 数学98点

平針中 中１ 理科98点 平針中 中１ 社会90点 平針中 中１ 英語98点 平針中 中１ 国語90点

藤山台中 中１ 英語100点 藤山台中 中１ 社会94点 藤森中 中１ 英語93点 藤森中 中１ 英語95点

扶桑北中 中１ 英語98点 扶桑中 中１ 英語97点 藤山台中 中１ 数学93点 藤山台中 中１ 理科94点

南城中 中１ 英語92点 山田東中 中１ 英語98点 南城中 中１ 国語90点 南城中 中１ 社会90点


