
2022年度入試 合格速報
浦和校一般選抜のみの実績 ★最終結果

国公立大学

東京大学 文科二類 (市立浦和)
京都大学 総合人間 総合文系(市立浦和)
京都大学 農 応用生命 （筑波大学附属）
東北大学 工 材料科学(市立浦和)
千葉大学 法政経（栄東）
千葉大学 法政経（蕨）
千葉大学 園芸 食料資源（浦和第一女子）
埼玉大学 経済 経済（國學院）
埼玉大学 経済 経済（市立浦和）
埼玉大学 理 生体制御（浦和第一女子)
前橋工科大学 工 情報生命（春日部共栄）
東京医科歯科大学 医 検査技術(浦和第一女子)

私立大学 早慶上理

早稲田 政治経済（市立浦和）
早稲田 文化構想（淑徳与野）
早稲田 文（青学浦和ルーテル）
早稲田 文（浦和第一女子）
早稲田 文（青学浦和ルーテル）
早稲田 文（浦和第一女子）
早稲田 教育(栄東)
早稲田 教育（淑徳与野）
早稲田 教育（淑徳与野）

早稲田 教育（青学浦和ルーテル）

早稲田 社会科学（市立浦和）
早稲田 社会科学（淑徳与野）
早稲田 人間科学（栄東）
慶應義塾 文（浦和第一女子）
慶應義塾 法（市立浦和）
慶應義塾 商（栄東）
慶應義塾 商（市立浦和）



東京理科 先進工（筑波大附属）

東京理科 先進工（市立浦和）
東京理科 先進工（筑波大附属）

東京理科 経営（大宮）
東京理科 経営（栄東）
東京理科 工（早稲田）
東京理科 理工（市立浦和）
東京理科 理工（大宮）
東京理科 理工（蕨）
上智 文（浦和第一女子）
上智 文（淑徳与野）
上智 文（浦和第一女子）
上智 文（淑徳与野）
上智 文（浦和第一女子）

上智 総合人間（浦和第一女子）

上智 総合人間（浦和第一女子）

上智 総合人間（浦和第一女子）

上智 総合人間（淑徳与野）
上智 経済（市立浦和）
上智 経済（市立浦和）
上智 外国語（浦和第一女子）
上智 外国語（淑徳与野）
上智 外国語（浦和第一女子）
上智 外国語（淑徳与野）
上智 外国語（浦和第一女子）

私立大学 GMARCH・薬

明治 農（浦和第一女子）
明治 総合数理（蕨）
明治 総合数理（大宮）
明治 国際日本（川口北）
明治 国際日本（淑徳与野）
明治 国際日本（市立浦和）
明治 法（市立浦和）
明治 法（大宮開成）
明治 法（市立浦和）
明治 法（淑徳）
明治 文（浦和第一女子）
明治 文（市立浦和）
明治 文（浦和第一女子）
明治 文（市立浦和）
明治 文（浦和第一女子）

明治 文（淑徳与野）
明治 文（浦和第一女子）
明治 情報コミ（大宮開成）
明治 理工（市立浦和）
明治 理工（市立浦和）
青山学院 経営（大宮開成）
青山学院 経済（浦和南）
青山学院 教育人間

（浦和第一女子）
青山学院 文（浦和第一女子）
青山学院 文（浦和第一女子）
青山学院 法（東邦第二）
青山学院 国際政経（東邦第二）



立教 異文化コミ（淑徳与野）
立教 法（淑徳）
立教 法（大宮開成）
立教 法（淑徳）
立教 法（淑徳与野）
立教 社会（川口北）
立教 社会（淑徳与野）
立教 社会（淑徳）
立教 社会（川口北）
立教 社会（淑徳与野）
立教 社会（淑徳与野）
立教 文（青学浦和ルーテル）
立教 文（淑徳与野）
立教 文（青学浦和ルーテル）
立教 文（浦和第一女子）
立教 文（淑徳与野）
立教 文（青学浦和ルーテル）
立教 文（淑徳与野）
立教 文（青学浦和ルーテル）
立教 文（浦和第一女子）
立教 文（市立浦和）
立教 文（淑徳与野）
立教 文（淑徳与野）
立教 経済（浦和西）
立教 経済（浦和西）
立教 コミュ福祉（蕨）
立教 現代心理（淑徳与野）

中央 経済（淑徳与野）
中央 総合政策（大宮）
法政 ＧＩＳ（淑徳与野）
法政 理工（蕨）
法政 経済（東邦第二）
法政 経済（大宮開成）
法政 経済（浦和南）
法政 社会（川口北）
法政 経営（浦和西）
法政 法（東邦第二）
法政 法（浦和第一女子）
法政 法（東邦第二）
法政 文（浦和第一女子）
法政 文（浦和第一女子）
法政 文（浦和第一女子）
法政 スポーツ（浦和南）
法政 情報科学（蕨）
法政 情報科学（蕨）
学習院 文（浦和第一女子）
学習院 文（浦和第一女子）
学習院 法（淑徳）
学習院 経済（浦和第一女子）
学習院 理（浦和西）
学習院 理（浦和第一女子）
学習院 国際社会（淑徳与野）
学習院 国際社会（淑徳与野）

中央 文（浦和第一女子）
中央 理工（蕨）
中央 理工（大宮）
中央 理工（蕨）
中央 法（浦和第一女子）
中央 法（浦和第一女子）
中央 経済（淑徳与野）
中央 経済（浦和西）



同志社 法（浦和第一女子）
同志社 心理（浦和第一女子）
同志社 心理（浦和第一女子）
立命館 総合心理

（浦和第一女子）
立命館 総合心理

（浦和第一女子）

※成成明獨國武、日東駒専も多数合格!!

北里 薬（浦和第一女子）
北里 薬（大宮開成）
明治薬科 薬（浦和第一女子）
明治薬科 薬（大宮開成）
明治薬科 薬（浦和第一女子）
星薬科 薬（大宮開成）
昭和薬科 薬（大宮開成）

私立大学 医学科・薬学科

順天堂 医 医（浦和第一女子）
埼玉医科大学 医 医(浦和第一女子)


