
大学名 学部名 氏名 大学名 学部名 氏名

東京大学 文科一類 山本　晃裕 明治大学 政治経済学部 乙部　貴徳

東京大学 文科一類 伊澤　賢一 明治大学 政治経済学部 山本　晃裕

千葉大学 医学部 山中　悠太 明治大学 理工学部 渡辺　崇

千葉大学 工学部 森田　知明 明治大学 理工学部 田村　惇至

一橋大学 社会学部 乙部　貴徳 明治大学 理工学部 西村　剛毅

一橋大学 経済学部 富井　太朗 明治大学 理工学部 森田　知明

電気通信大学 情報理工学部 三田村　京介 明治大学 総合数理学部 田村　惇至

岡山大学 理学部 福田　達博 明治大学 文学部 岸根　凛

東京海洋大学 海洋工学部 中村　樹晴 明治大学 文学部 谷淵　真太郎

秋田大学 国際資源学部 中村　勇介 明治大学 商学部 中嶋　克樹

首都大学東京 都市教養学部 渡辺　崇 明治大学 国際日本学部 加藤　沙奈

東京慈恵会医科大学 医学部 山中　悠太 明治大学 経営学部 原口　夏輝

日本医科大学 医学部 山中　悠太 明治大学 経営学部 岸　雄二

東邦大学 医学部 山中　悠太 青山学院大学 国際政治経済学部 中嶋　克樹

昭和大学 医学部（特待生） 山中　悠太 青山学院大学 国際政治経済学部 長村　結依

昭和大学 医学部 望月　翔太 青山学院大学 総合文化政策学部 長村　結依

東京医科大学 医学部 山中　雄太 立教大学 社会学部 乙部　貴徳

東海大学 医学部 望月　翔太 立教大学 社会学部 岸　雄二

麻布大学 獣医学部 阪野　友亮 立教大学 文学部 岸根　凛

北里大学 獣医学部 阪野　友亮 立教大学 観光学部 名古屋　美咲

東京理科大学 薬学部 中峰　佳奈子 中央大学 法学部 乙部　貴徳

北里大学 薬学部 中峰　佳奈子 中央大学 法学部 伊澤　賢一

星薬科大学 薬学部 中峰　佳奈子 中央大学 商学部 井上　隆宏

昭和大学 薬学部（特待生） 中峰　佳奈子 中央大学 文学部 藤本　悠介

昭和大学 薬学部 江口　由香 中央大学 経済学部 渡辺　崇

昭和大学 薬学部 表迫　隼哉 中央大学 理工学部 田村　惇至

東京薬科大学 薬学部 表迫　隼哉 中央大学 理工学部 渡辺　崇

創価大学 看護学部 峯　清美 法政大学 経済学部 岡田　裕生

東京医療保健大学 看護学部 峯　清美 法政大学 人間環境学部 小野　耕平

淑徳大学 看護学部 峯　清美 法政大学 文学部 岸根　凛

文京学院大学 看護学部 峯　清美 法政大学 理工部 中嶋　晃輔

早稲田大学 創造理工学部 西村　剛毅 学習院大学 文学部 岸根　凛

早稲田大学 創造理工学部 田村　惇至 学習院大学 経済学部 西山　寛人

早稲田大学 政治経済学部 山本　晃裕 学習院大学 理学部 福田　達博

早稲田大学 法学部 富井　太朗 武蔵野美術大学 造形学部 寒川　未空

早稲田大学 法学部 山本　晃裕 武蔵野美術大学 造形学部 高瀬　花野

早稲田大学 文学部 岸根　凛 東京理科大学 工学部 田村　惇至

早稲田大学 文化構想学部 乙部　貴徳 東京理科大学 経営学部 平野　圭太

早稲田大学 文化構想学部 中嶋　克樹 東京理科大学 理工学部 森田　知明

早稲田大学 商学部 加藤　沙奈 東京理科大学 理工学部 渡辺　崇

早稲田大学 商学部 山本　晃裕 東京理科大学 理学部 渡辺　崇

早稲田大学 人間科学部 田村　惇至 東京理科大学 理学部 田村　惇至

早稲田大学 教育学部 西村　剛毅 東京理科大学 理学部 望月　翔太

早稲田大学 教育学部 渡辺　崇 明治学院大学 社会学部 西崎　まりな

早稲田大学 教育学部 名古屋　美咲 明治学院大学 経済学部 西山　寛人

早稲田大学 社会科学部 伊澤　賢一 明治学院大学 文学部 長村　結依

慶應義塾大学 理工学部 田村　惇至 津田塾大学 学芸学部 長村　結依

慶應義塾大学 法学部 原口　夏輝 津田塾大学 学芸学部 加藤　沙奈

慶應義塾大学 商学部 岸　雄二 成蹊大学 理工学部 中嶋　晃輔

慶應義塾大学 経済学部 富井　太朗 成蹊大学 理工学部 平信　拓海

上智大学 総合グローバル学部 中嶋　克樹 成蹊大学 理工学部 藤井　翼

上智大学 総合グローバル学部 加藤　沙奈 成蹊大学 文学部 内山　彰敬

上智大学 総合グローバル学部 名古屋　美咲 成蹊大学 文学部 岸根　凛

上智大学 総合グローバル学部 橋口　収 成蹊大学 国際文化学部 名古屋　美咲

上智大学 外国語学部 井上　隆宏 成城大学 文学部 岡田　絵美

上智大学 外国語学部（ｲｽﾊﾟﾆｱ） 名古屋　美咲 成城大学 文学部 岸根　凛

上智大学 外国語学部（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ） 名古屋　美咲 國學院大学 文学部 名古屋　美咲

上智大学 法学部 名古屋　美咲 芝浦工業大学 デザイン工学部 土井　えりか

上智大学 法学部 山本　晃裕 芝浦工業大学 工学部 土井　えりか

上智大学 理工学部 渡辺　崇 芝浦工業大学 工学部 渡辺　崇

上智大学 理工学部 森田　知明 芝浦工業大学 理工学部 森田　知明

同志社大学 文化情報学部 森　桃子 日本大学 経済学部 西山　寛人

同志社大学 生命医科学部 西村　剛毅 日本大学 経済学部 武田　龍生

立命館大学 文学部 芳野　尚吾 日本大学 経済学部 渡辺　崇

２０１５合格実績①  東大・難関国公立大(１１名)／医学部(８名）

卒業生６７名中   早/慶/上智(３０名)・難関私立大（３７名）



大学名 学部名 氏名 大学名 学部名 氏名

日本大学 経済学部 岡田　裕生

日本大学 法学部 橋口　収

日本大学 法学部 小澤　光

日本大学 文学部 岸根　凛

日本大学 商学部 西山　寛人

日本大学 国際関係学部 橋口　収

日本大学 理工学部 中村　勇介

日本大学 理工学部 木村　武史

日本大学 理工学部 土井　えりか

日本大学 理工学部 渡邉　崇

日本大学 理工学部 江口　由香

日本大学 理工学部 中嶋　晃輔

日本大学 生産工学部 藤井　翼

東洋大学 理工学部 中嶋　晃輔

東洋大学 法学部 影山　健太

東洋大学 文学部 ルビー翔馬

駒澤大学 経済学部 阿部　雅也

駒澤大学 経済学部 近藤　澄也

駒澤大学 経済学部 武田　龍生

駒澤大学 文学部 西崎　まりな

駒澤大学 グローバル学部 影山　健太

専修大学 文学部 西崎　まりな

東京都市大学 工学部 土井　えりか

東京都市大学 工学部 江口　由香

東京都市大学 工学部 中村　樹晴

東京都市大学 理工学部 藤井　翼

東京都市大学 工学部 中村　勇介

東京都市大学 情報科学部 渡辺　崇

東京農業大学 地域環境科学部 小野　耕平

東京農業大学 地域環境科学部 長村　結依

神奈川大学 人間科学部 寺西　政裕

工学院大学 工学部 高井　祐美

東京電機大学 理工学部 大原　章雅

東海大学 体育学部 小林　菜々子

東海大学 国際文化学部 富樫　大地

東海大学 経営学部 富樫　大地

東海大学 情報理工学部 平田　知也

東海大学 文学部 ルビー翔馬

東海大学 文学部 富樫　大地

大東文化大学 外国語学部 池田　克也

大東文化大学 経営学部 太田　愛莉

東京工科大学 コンピューター情報学部 志村　成章

東京工科大学 コンピューター情報学部 玉村　啓司

東京工科大学 工学部 平田　知也

東京工科大学 デザイン工学部 部谷　拓海

拓殖大学 経営学部 太田　愛莉

拓殖大学 経済学部 坪井　真芳

明海大学 不動産学部 藤本　悠介

明星大学 経営学部 松尾　丈

白百合女子大学 文学部 阿部　雪絵

東洋英和女学院大学 人間科学部 阿部　雪絵

大妻女子大学 英文学部 越智　あや香

昭和女子大学 生活科学部 土井　えりか

卒業生６７名中   早/慶/上智(３０名)・難関私立大（３７名）
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