
１学期期末テスト結果です。

各教科８０点以上を獲得した生徒さんを紹介いたします。 

※お名前はＡ・Ｂ・Ｃ……とアルファベット表記としていますが、各教科の
同じアルファベットの生徒さんが同一人物とは限りません。男の子・女の子
ともに「さん」付けとなってます。 
※中学校名についても在籍者の少ない中学校は「Ａ中」と表記しています。
※同じ中学で同点であったりなどの理由で一部省略させていただいているも
のもあります。

【１学期期末テスト結果　中学３年生】
国語
　中３　Ａさん　　日進中　　　 ９８点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｂさん　　日進中　　　 ９５点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｃさん　　日進中　　　 ９４点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｄさん　　宮原中　　　 ９２点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｅさん　　日進中　　　 ９２点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｆさん　　宮前中　　　 ９０点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｇさん　　宮前中　　　 ８９点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｈさん　　宮前中　　　 ８８点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｉさん　　日進中　　　 ８７点　高得点おめでとう！
　中３　Ｊさん　　宮前中　　 　９８点　高得点おめでとう！
　中３　Ｋさん　　日進中　　　 ８４点　高得点おめでとう！
　中３　Ｌさん　　宮原中　　　 ８０点　高得点おめでとう！
数学
　中３　Ａさん　　日進中　　　 ９６点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｂさん　　日進中　　　 ９３点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｃさん　　宮原中　　　 ９２点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｄさん　　日進中　　　 ９１点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｅさん　　日進中　　　 ９０点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｆさん　　日進中　 　　９３点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｇさん　　日進中　 　　８９点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｈさん　　日進中　　　 ８８点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｉさん　　日進中　　　 ８７点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｊさん　　宮前中　　　 ８５点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｋさん　　日進中　　　 ８３点　高得点おめでとう！
　中３　Ｌさん　　宮原中　　　 ８０点　高得点おめでとう！
英語 
　中３　Ａさん　　日進中　　　 ９７点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｂさん　　日進中　　　 ９４点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｃさん　　宮原中　　　 ９０点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｄさん　　日進中　　　 ９０点　高得点おめでとう！
　中３　Ｅさん　　宮前中　　　 ８９点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｆさん　　Ａ中　　　　 ８８点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｇさん　　宮前中　　　 ８６点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｈさん　　宮原中　　　 ８６点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｉさん　　宮前中　　　 ８４点　高得点おめでとう！
　中３　Ｊさん　　日進中　　　 ８４点　高得点おめでとう！
　中３　Ｋさん　　日進中　　　 ８３点　高得点おめでとう！
　中３　Ｌさん　　日進中　　　 ８２点　高得点おめでとう！



　中３　Ｍさん　　宮原中　　　 ８２点　高得点おめでとう！
　中３　Ｎさん　　日進中　　　 ８０点　高得点おめでとう！
社会　本科コース在籍の生徒さんの 85％以上が 80点以上獲得！
　中３　Ａさん　　宮原中　　 １００点　高得点おめでとう！
　中３　Ｂさん　　宮原中　　　 ９７点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｃさん　　宮前中　　　 ９７点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｄさん　　Ａ中　　　　 ９６点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｅさん　　日進中　　　 ９４点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｆさん　　日進中　　　 ９３点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｇさん　　日進中　　　 ９２点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｈさん　　宮前中　　　 ９２点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｉさん　　日進中　　　 ８８点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｊさん　　宮原中　　　 ８８点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｋさん　　宮原中　　　 ８７点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｌさん　　日進中　　 　８６点　高得点おめでとう！
　中３　Ｍさん　　宮前中　　　 ８３点　高得点おめでとう！
　中３　Ｎさん　　日進中　　　 ８３点　高得点おめでとう！
　中３　Ｏさん　　宮前中　　　 ８２点　高得点おめでとう！
　中３　Ｐさん　　日進中　　　 ８０点　高得点おめでとう！
理科 
　中３　Ａさん　　宮原中　　 　９８点  高得点おめでとう！ 
　中３　Ｂさん　　日進中　　　 ９４点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｃさん　　宮前中　　　 ９２点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｄさん　　日進中　　　 ９２点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｅさん　　宮原中　　 　９０点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｆさん　　宮前中　　　 ９０点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｇさん　　日進中　　　 ８８点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｈさん　　日進中　　　 ８６点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｉさん　　日進中　　　 ８４点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｊさん　　Ａ中　　　　 ８２点　高得点おめでとう！ 
　中３　Ｋさん　　日進中　　 　８０点　高得点おめでとう！ 
【１学期期末テスト結果　　中学２年生】 
国語 
　中２　Ａさん　　宮前中　　　 ９４点  高得点おめでとう！ 
　中２　Ｂさん　　宮原中　　　 ９３点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｃさん　　日進中　　　 ９１点  高得点おめでとう！ 
　中２　Ｄさん　　日進中　　　 ９０点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｅさん　　宮原中　　　 ９０点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｆさん　　宮原中　　　 ８８点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｇさん　　日進中　　　 ８６点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｈさん　　宮原中　　 　８５点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｉさん　　宮原中　　　 ８４点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｊさん　　日進中　　　 ８０点　高得点おめでとう！
数学 
　中２　Ａさん　　宮原中　　　１００点 満点おめでとう！ 
　中２　Ｂさん　　宮原中　 　　８７点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｃさん　　日進中　　　 ９４点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｄさん　　宮原中　　　 ８６点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｅさん　　日進中　　　 ８４点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｆさん　　宮前中　　　 ８３点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｇさん　　宮原中　　 　８０点　高得点おめでとう！ 



英語 
　中２　Ａさん　　日進中　　　 ９８点  高得点おめでとう！ 
　中２　Ｂさん　　日進中　　 　９５点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｃさん　　日進中　　　 ８７点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｄさん　　宮前中　　　 ８７点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｅさん　　宮原中　　　 ８５点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｆさん　　日進中　　　 ８４点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｇさん　　日進中　　 　８３点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｈさん　　宮原中　　　 ８２点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｉさん　　宮原中　　　 ８１点　高得点おめでとう！ 
社会　本科コース在籍の生徒さんの 85％以上が 80点以上獲得！
　中２　Ａさん　　日進中　　 　９７点  高得点おめでとう！ 
　中２　Ｂさん　　日進中　　　 ９４点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｃさん　　宮原中　　　 ９３点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｄさん　　日進中　　　 ９２点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｅさん　　宮原中　　　 ９１点　高得点おめでとう！
　中３　Ｆさん　　宮原中　　　 ９０点　高得点おめでとう！
　中３　Ｇさん　　日進中　　　 ８９点　高得点おめでとう！
　中３　Ｈさん　　宮原中　　　 ８８点　高得点おめでとう！
　中３　Ｉさん　　宮前中　　　 ８６点　高得点おめでとう！
　中３　Ｊさん　　宮原中　　　 ８６点　高得点おめでとう！
　中３　Ｋさん　　日進中　　　 ８３点　高得点おめでとう！
　中３　Ｌさん　　宮原中　　　 ８１点　高得点おめでとう！
理科 
　中２　Ａさん　　日進中　　　 ９４点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｂさん　　日進中　　　 ８８点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｃさん　　宮原中　　　 ８６点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｄさん　　日進中　　 　８４点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｅさん　　宮原中　　　 ８４点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｆさん　　日進中　　 　８２点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｇさん　　宮原中　　　 ８２点　高得点おめでとう！ 
　中２　Ｈさん　　宮原中　　　 ８０点　高得点おめでとう！
【１学期期末テスト結果　　中学１年生】
国語 
　中１　Ａさん　　宮前中　　　 ８９点  高得点おめでとう！ 
　中１　Ｂさん　　日進中　　　 ８５点　高得点おめでとう！ 
　中１　Ｃさん　　宮前中　　　 ８４点　高得点おめでとう！ 
　中１　Ｄさん　　日進中　　　 ８１点　高得点おめでとう！ 
数学 
　中１　Ａさん　　日進中　 　　９７点  高得点おめでとう！ 
　中１　Ｂさん　　宮前中　 　　９５点　高得点おめでとう！ 
　中１　Ｃさん　　日進中　　　 ８８点　高得点おめでとう！ 
　中１　Ｄさん　　宮前中　　　 ８７点　高得点おめでとう！ 
　中１　Ｅさん　　日進中　　 　８７点　高得点おめでとう！ 
　中１　Ｆさん　　宮原中　　　 ８４点　高得点おめでとう！ 
英語 
　中１　Ａさん　　宮前中　　　 ９９点　高得点おめでとう！ 
　中１　Ｂさん　　宮前中　　　 ９８点　高得点おめでとう！ 
　中１　Ｃさん　　宮前中　　　 ９５点　高得点おめでとう！ 
　中１　Ｄさん　　日進中　　 　９４点　高得点おめでとう！ 
　中１　Ｅさん　　日進中 　　　９２点　高得点おめでとう！ 



　中１　Ｆさん　　宮前中　　　 ９２点　高得点おめでとう！
　中１　Ｇさん　　宮前中　　　 ９１点　高得点おめでとう！
　中１　Ｈさん　　日進中　　　 ８８点　高得点おめでとう！
　中１　Ｉさん　　日進中　　　 ８５点　高得点おめでとう！
　中１　Ｊさん　　日進中　　　 ８４点　高得点おめでとう！
　中１　Ｋさん　　宮原中　　　 ８３点　高得点おめでとう！
　中１　Ｌさん　　日進中　　　 ８２点　高得点おめでとう！
社会 
　中１　Ａさん　　日進中　　　 ９４点  高得点おめでとう！ 
　中１　Ｂさん　　宮前中　　　 ９４点　高得点おめでとう！ 
　中１　Ｃさん　　日進中　　　 ９３点　高得点おめでとう！
　中１　Ｄさん　　日進中　　　 ９２点　高得点おめでとう！
　中１　Ｅさん　　日進中　　　 ８７点　高得点おめでとう！
　中１　Ｆさん　　日進中　　　 ８３点　高得点おめでとう！
　中１　Ｇさん　　宮前中　　　 ８１点　高得点おめでとう！
理科 
　中１　Ａさん　　宮前中　　　 ９９点  高得点おめでとう！ 
　中１　Ｂさん　  日進中　 　　９６点　高得点おめでとう！ 
　中１　Ｃさん　　宮前中　　　 ９６点　高得点おめでとう！ 
　 中１　Ｄさん　　宮前中　　　 ９４点　高得点おめでとう！ 
　中１　Ｅさん　　宮原中 　　　９４点　高得点おめでとう！
　中１　Ｆさん　　日進中　　　 ９２点　高得点おめでとう！
　中１　Ｇさん　　宮前中　　　 ９２点　高得点おめでとう！
　中１　Ｈさん　　日進中　　　 ９０点　高得点おめでとう！
　中１　Ｉさん　　宮前中　　　 ９０点　高得点おめでとう！
　中１　Ｊさん　　日進中　　　 ８８点　高得点おめでとう！
　中１　Ｋさん　　日進中　　　 ８５点　高得点おめでとう！
　中１　Ｌさん　　日進中　　　 ８４点　高得点おめでとう！
　中１　Ｍさん　　宮前中　　　 ８３点　高得点おめでとう！


