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＊日付は4月初旬時点での東京地区の試験実施予定日。

高３・既卒生対象   

☞ 一般模試

実施日 模試名 出題形式 返却予定日 主催

4/26(日) プライムステージ 記述 6/4(木) 河合塾

5/3(日祝) 駿台学力判定模試 記述 6/12(金) 駿台

5/3(日祝) 第１回　全統共通テスト模試　⇒6/13在宅実施 マーク 6/3(水） 河合塾

5/10（日） 第１回　全統記述模試　　　　⇒6/14在宅実施 記述 6/24(水) 河合塾

5/31（日） 第１回　駿台全国模試ハイレベル　⇒6/7会場実施 記述 7/7(火) 駿台

7/12（日） 駿台共通テスト模試 マーク 8/24（月） 駿台

7/27（日） 駿台atama+共通テスト模試（上記模試と同じ問題/無料） マーク 8/24（月） 駿台

8/2(日) 第１回　大学入学共通テスト入試プレ マーク・記述 9/15(火) 代ゼミ

8/10（月祝） 第２回　全統共通テスト模試 マーク 9/9(水) 河合塾

8/30（日） 第２回　全統記述模試 記述 10/9（金） 河合塾

9/13（日） 第１回　駿台・ベネッセ大学入学共通テスト模試 マーク 10/22(木) 駿台

9/27（日） 第２回　駿台全国模試ハイレベル 記述 11/5(木) 駿台

10/11（日） 第２回　駿台・ベネッセ記述模試 記述 11/20(金) 駿台

10/11（日） 第３回　全統共通テスト模試 マーク 11/25(水) 河合塾

10/25（日） 第３回　全統記述模試 記述 11/30(月) 河合塾

11/1（日） 第3回　駿台・ベネッセ大学入学共通テスト模試 マーク 12/7(月) 駿台

11/15（日） 第２回　大学入学共通テスト入試プレ マーク・記述 12/25(金) 代ゼミ

1１/22（日） 全統プレ共通テスト マーク 12/16(水) 河合塾

12/13（日） 駿台プレ共通テスト マーク 12/28（月) 駿台

☞ 医歯薬系模試

実施日 模試名 出題形式 返却予定日 主催

11/3（火祝） 全統医進模試 記述 12/17(木) 河合塾

中１～中３生対象

☞ 中高一貫中学生対象模試

実施日 模試名 出題形式 返却予定日 主催

11/8(日) 中３駿台全国模試ハイレベル 記述 12/17（木） 駿台

 ＊新型コロナウイルスの影響による中止・延期にご注意ください。
＊6月～8月にかけての全統模試について一般生は会場受験受付なし。

２０２０年度 公開模試スケジュール
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☞ 大学別模試

実施日 返却予定日 主催

6/21(日) 8/7(金)

7/4・5(土・日) 8/27(木)

7/26（日） 9/8(火)

8/9（日） 9/29(火)

8/23（日） 10/8(木)，10/13(火)

8/8・9（土・日） 9/15(火)

8/23(日) 10/2(金)

8/1・2(土･日) 9/23(水)

9/19(土)

9/25(金)

12/10(木)

12/16(水)

10/18（日) 12/3(木)

10/25（日） 12/8(火)12/9(水)

11/3(火祝) 12/10(木)

11/8(日) 12/17(木)

11/14・15(土･日) 12/17(木)

11/15(日) 12/18(金)

11/22(日) 12/22(火)

10/31・11/1（土・日） 12/12(土)

12/12(土)

12/11(金)

12/12(土)

12/11(金)

12/18(金)

12/16(水)

12/15(火)

11/3(火祝) 12/25(金)

11/21・22(土・日) 12/25(金)

11/22(日) 12/25(金)

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　私　立　大　学　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

実施日 返却予定日 主催

10/25（日） 早大入試プレ 12/3(木) 代ゼミ

11/1（日） 慶大入試プレ 12/10(木) 代ゼミ

11/15(日) 1/18(月) 河合塾

＜申込方法＞

●代ゼミ・・・インターネット　＊コンビニ振込

●河合塾・・・インターネット（締切9日前）　＊コンビニ振込等

●駿台・・・インターネット（締切9日前）　＊コンビニ振込等

   その他、在籍高校によっては学校一括申込もありますので、各自確認してください。

   約２か月前から申込受付開始しています。早めにお申し込みください。

早大・慶大OP

11/15(日)
神大入試OP

河合塾

河合塾

駿台

11/3(火祝) 第2回東北大入試OP

第2回名大入試OP

北大入試OP

名大入試プレ ⇒実施延期（未定）

駿台

11/1（日）
広大入試OP

九大入試プレ

神戸大入試実戦模試

第2回東大OP

名大入試実戦模試

東北大入試プレ，阪大入試プレ

8/9（日）

10/18(日)

第1回京大OP，第1回名大入試OP

第1回東北大入試OP

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　国　立　大　学　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

模試名

第１回東大入試プレ

第１回京大入試プレ

第１回東大OP

代ゼミ

北大入試実戦模試，九大入試実戦模試

第2回京大OP

広大入試実戦模試

第1回東大入試実戦模試<Z会・駿台共催>

第１回京大入試実戦模試<Z会・駿台共催>

阪大OP

模試名

代ゼミ

東工大入試OP，一橋大入試OP

第２回東大入試実戦模試<Z会・駿台共催>

阪大入試実戦,一橋大入試実戦,東工大入試実戦模試

第２回京大入試実戦模試<Z会・駿台共催> 東北大入試実戦模試

九大入試OP

第2回京大入試プレ

第２回東大入試プレ

北大入試プレ
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高２生対象

実施日 模試名 出題形式 返却予定日 主催

5/24(日) 第1回 全統高２模試　⇒6/14在宅実施 記述 7/4(土) 河合塾

6/14(日) 第1回 高２駿台全国模試ハイレベル 記述 7/17(金) 駿台

7/5(日) 第1回 高２東大・京大模試 記述 8/28(金) 代ゼミ

7/12(日) 第1回 全国高２共通テスト模試 マーク・記述 9/4(金) 代ゼミ

8/23(日) 第２回 全統高２模試 記述 9/30(水) 河合塾

10/18(日) 第２回 高２駿台全国模試ハイレベル 記述 11/20(金) 駿台

10/18(日) 高２プライムステージ 記述 12/4(金) 河合塾

11/1(日) 高２アドバンストハイレベル<Z会・駿台共通> 記述 12/9(水) 駿台

11/8（日） 第３回 全統高２模試 記述 12/8(火) 河合塾

1/24(日) 第３回 高２駿台全国模試ハイレベル 記述 3/12(金) 駿台

1/31(日) 全統共通テスト高２模試 マーク 3/2(火) 河合塾

3/7(日) 第２回 全国高２共通テスト模試 マーク・記述 4/23(金) 代ゼミ

2/7(日) 全統高２記述模試 記述 3/9(火) 河合塾

2/14(日) 高２駿台共通テスト模試 マーク 3/12(金) 駿台

高1生対象

実施日 模試名 出題形式 返却予定日 主催

5/24(日) 第１回 全統高１模試　⇒6/14在宅実施 記述 7/4(土) 河合塾

6/14(日) 第１回 高１駿台全国模試ハイレベル 記述 7/17(金) 駿台

7/5(日) 高１東大・京大模試 記述 8/28(金) 代ゼミ

7/12(日) 第１回 全国高１共通テスト模試 マーク・記述 9/4(金) 代ゼミ

8/23(日) 第２回 全統高１模試 記述 9/30(水) 河合塾

10/25(日) 第２回 高１駿台全国模試ハイレベル 記述 12/3(木) 駿台

10/18（日） 高１プライムステージ 記述 12/4(金) 河合塾

11/1(日) 高1アドバンストハイレベル<Z会・駿台共通> 記述 12/9(水) 駿台

11/8（日） 第３回 全統高１模試 記述 12/8(火) 河合塾

1/24(日) 第３回 高１駿台全国模試ハイレベル 記述 3/12(金) 駿台

3/7(日) 第２回 全国高１共通テスト模試 マーク・記述 4/23(金) 代ゼミ

2/7(日) 第4回 全統高１模試 記述 3/9(火) 河合塾

２０２０年度 公開模試スケジュール
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高３・既卒生対象
実施日 模試名 出題形式 返却予定日 主催

4/26(日) 第2回 共通テスト本番レベル模試 マーク 東進
5/24(日) 第1回 大学合格 基礎力判定テスト マーク 東進

第1回 早慶上理・難関国公立大模試 記述 東進
第1回 全国有名国公私大模試 記述 東進

6/21(日) 第1回 全国統一高校生テスト マーク 東進
7/5(日) 第1回 全国統一医学部テスト 記述・マーク 東進
7/12(日) 第1回 東大・京大・名大・九大 本番レベル模試 記述 東進
7/18(土) 第1回 東北・北大・阪大 本番レベル模試 記述 東進

第2回 早慶上理・難関国公立大模試 記述 東進
第2回 全国有名国公私大模試 記述 東進

8/2(日) 第2回 大学合格 基礎力判定テスト マーク 東進
8/23(日) 第3回 共通テスト本番レベル模試 マーク 東進
8/29(土) 第2回 九大・阪大 本番レベル模試 記述 東進
8/30(日) 第2回 東大・京大・名大 本番レベル模試 記述 東進

第3回 早慶上理・難関国公立大模試 記述 東進
第3回 全国有名国公私大模試 記述 東進
第3回 東大・九大 本番レベル模試 記述 東進
第2回 北大 本番レベル模試 記述 東進
第1回 神戸大 本番レベル模試 記述 東進
第3回 京大 本番レベル模試 記述 東進
第1回 広島大 本番レベル模試 記述 東進
第3回 阪大・名大　本番レベル模試 記述 東進
第2回 東北大 本番レベル模試 記述 東進
第1回 千葉大 本番レベル模試 記述 東進

10/25(日) 第2回 全国統一高校生テスト マーク 東進
11/1(日) 第2回 全国統一医学部テスト 記述・マーク 東進

第4回 早慶上理・難関国公立大模試 記述 東進
第4回 全国有名国公私大模試 記述 東進

12/6(日) 第3回 大学合格 基礎力判定テスト マーク 東進
12/13(日) 第4回 共通テスト本番レベル模試 マーク 東進
12/8（日） 第3回 大学合格基礎力判定テスト 記述 東進
1/24（日） 第4回 東大本番レベル模試 記述 東進
3/21(日) 第4回 大学合格 基礎力判定テスト マーク 東進

高１・高２生対象
実施日 模試名 出題形式 返却予定日 主催

4/26（日） 第2回 共通テスト本番レベル模試 マーク 東進
5/24（日） 第1回　大学合格基礎力判定テスト マーク 東進
6/21(日) 第1回 全国統一高校生テスト マーク 東進
7/5(日) 第1回 全国統一医学部テスト 記述・マーク 東進
8/2(日) 第2回　大学合格基礎力判定テスト マーク 東進
8/23(日) 第3回　共通テスト本番レベル模試 マーク 東進
9/27(日) 第1回  高校レベル記述模試 記述 東進
10/25(日) 第2回 全国統一高校生テスト マーク 東進
11/1(日) 第2回 全国統一医学部テスト 記述・マーク 東進
12/6(日) 第3回　大学合格基礎力判定テスト マーク 東進
12/13(日) 第4回　共通テスト本番レベル模試 マーク 東進

2/25・26(木・金) 東大・名大・東北大　入試 同日体験受験 記述 東進
3/14(日) 第2回  高校レベル記述模試 記述 東進
3/21(日) 第4回　大学合格基礎力判定テスト マーク 東進

中１～中３生対象
6/21(日) 第1回 全国統一中学生テスト マーク 東進
11/1(日) 第2回 全国統一中学生テスト マーク 東進

◆Benesse 進研模試 ＊ベネッセ単独主催は学校一括申込用

高３・既卒生対象
実施日 模試名 出題形式 返却予定日 主催

4月 総合学力記述模試 記述 ベネッセ
6月 大学入学共通テスト模試 マーク ベネッセ
7月 総合学力記述模試 記述 ベネッセ
9月 第1回 ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試（駿台：9/13実施） マーク ベネッセ
10月 第2回 ベネッセ・駿台記述模試（駿台：10/11実施） 記述 ベネッセ
11月 第3回 ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試（駿台：11/1実施） マーク ベネッセ

高１・高２生対象
実施日 模試名 出題形式 返却予定日 主催

7月 総合学力テスト(高1・高2) 記述 ベネッセ
11月 総合学力テスト(高1・高2) 記述 ベネッセ
1月 総合学力テスト(高1・高2) 記述 ベネッセ

2月 大学入学共通テスト模試(高2) マーク ベネッセ

10/18(日)

11/23(月)

◆東進模試

5/31（日）

7/19(日)

9/20(日)

10/4(日)

10/11（日）


