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公務員試験1次合格者
NO 受験先 職種区分 出身高校県名 出身高校ランク

1 栃木県警 警察官 栃木県 D

2 警視庁 警察官 栃木県 D

3 群馬県伊勢崎市 事務職 群馬県 C

4 埼玉県さいたま市 福祉職 群馬県 D

5 防衛省 自衛官 埼玉県 B

6 法務省 その他 青森県 F

7 長野県警 警察官 長野県 C

8 警視庁 警察官 長野県 C

9 長野県長野市 消防官 長野県 C

10 防衛省 自衛官 新潟県 D

11 防衛省 自衛官 新潟県 D

12 群馬県高崎市 事務職 群馬県 A

13 群馬県太田市 事務職 群馬県 A

14 神奈川県警 警察官 茨城県 F

15 福島県庁 福祉職 福島県 C

16 福島県双葉町 事務職 福島県 C

17 埼玉県行田市 事務職 群馬県 B

18 東京都町田市 保育士 群馬県 C

19 新潟県上越市 事務職 新潟県 C

20 埼玉県さいたま市 福祉職 群馬県 D

21 千葉県庁 福祉職 千葉県 D

22 さいたま市 福祉職 三重県 D

23 神奈川県警 警察官 神奈川県 C

24 横浜市 福祉職 神奈川県 C

25 防衛省 自衛官 東京都 E

26 東京都八王子市 事務職 東京都 C

27 埼玉県庁 福祉職 栃木県 D

28 東京都特別区 福祉職 神奈川県 C

29 埼玉県さいたま市 福祉職 埼玉県 B

30 東京都特別区 福祉職 東京都 B

31 千葉県庁 福祉職 東京都 B

32 東京都特別区 福祉職 岩手県 D

33 長野県佐久市 保育士 長野県 C

34 東京都特別区 福祉職 埼玉県 B

35 埼玉県庁 事務職 埼玉県 B

36 東京都三鷹市 保育士 埼玉県 B

37 神奈川県平塚市 事務職 神奈川県 B

38 神奈川県庁 福祉職 神奈川県 B

39 新潟市 福祉職 新潟県 D

40 埼玉県警 警察官 北海道 C

41 埼玉県所沢市 事務職 長野県 B

42 千葉県市原市 事務職 長野県 B

43 警視庁 警察官 東京都 D

44 埼玉県警 警察官 東京都 D

45 静岡県警 警察官 静岡県 D

46 静岡県 事務職 静岡県 D

47 静岡県長泉町 事務職A 事務職 静岡県 D

48 東京都特別区 福祉職 神奈川県 D

49 東京都特別区 事務職 山梨県 F
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NO 受験先 職種区分 出身高校県名 出身高校ランク職種

50 横浜市 事務職 山梨県 F

51 愛知県東浦町 保育士 愛知県 C

52 東京都 福祉職 愛知県 B

53 愛知県 福祉職 愛知県 B

54 埼玉県春日部市 保育士 群馬県 C

55 埼玉県春日部市 保育士 埼玉県 C

56 防衛省 自衛官 静岡県 D

57 川崎市 福祉職 神奈川県 D

58 桐生市 福祉職 群馬県 D

59 須坂市 事務職 長野県 D

60 太田市 事務職 群馬県 B

61 春日部市 保育士 群馬県 C

62 川崎市 福祉職 神奈川県 C

63 清瀬市 事務職 東京都 C

64 関市 福祉職 岐阜県 E

※出身校ランクは進学情報サービスで提供している学校情報をもとに記載しております。

公務員保育士

公務員保育士

自衛隊幹部候補生

社会福祉士

事務

公務員保育士

Ⅰ類B・福祉

社会福祉

社会福祉

社会福祉

行政

一般事務

公務員保育士

社会福祉

一般事務


