
大学名 学部名 氏名 大学名 学部名 氏名

東京大学 文科一類 中峰　遼太 明治大学 政治経済学部 有賀　一平

東京大学 理科一類 K.Y 明治大学 政治経済学部 吉田　裕太

東京医科歯科大学 医学部 西澤　祐 明治大学 商学部 有賀　一平

東京工業大学 第４類 石坂　知己 明治大学 商学部 阿部　雄也

北海道大学 総合文系 吉田　裕太 明治大学 商学部 柴田　悠司

東北大学 理学部 光岡　駿 明治大学 法学部 紺野　隼也

千葉大学 園芸学部 森　萌子 明治大学 情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 有賀　一平

東京農工大学 工学部 鈴木　優果子 明治大学 情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 阿部　雄也

横浜国立大学 経営学部 榎本　徹也 青山学院大学 経済学部 吉田　裕太

東京学芸大学 教育学部 三又　凛太郎 青山学院大学 経済学部 榎本　徹也

東京海洋大学 海洋工学部 川島　想妃愛 青山学院大学 経済学部 紺野　隼也

電気通信大学 情報理工学部 ハルバーソン悠太 青山学院大学 経営学部 池上　孝太

秋田大学 国際資源学部 嘉藤　樹 立教大学 理学部 渡部　遼太郎

防衛大学校 理工学専攻 嘉藤　樹 立教大学 異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 唐司　茉也香

順天堂大学 医学部（一次） 西澤　祐 立教大学 経営学部 矢部　泰政

昭和大学 医学部（一次） 田村　浩二 立教大学 経済学部 榎本　徹也

昭和大学 医学部（一次） 西澤　祐 立教大学 法学部 矢部　泰政

東京医科大学 医学部 K.S 立教大学 文学部 矢野　那波

杏林大学 医学部 K.S 中央大学 理工学部 渡部　遼太郎

自治医科大学 医学部（一次） T.O 中央大学 理工学部 村上　孝太

早稲田大学 先進理工学部 石田　壮 中央大学 法学部 中峰　遼太

早稲田大学 先進理工学部（物理） 渡部　遼太郎 中央大学 法学部 榎本　徹也

早稲田大学 先進理工学部（応用物理） 渡部　遼太郎 中央大学 商学部 鈴木　雪音

早稲田大学 先進理工学部 石坂　知己 法政大学 理工学部 塚本　和耶

早稲田大学 先進理工学部 光岡　駿 法政大学 生命科学部 飯野　菜摘

早稲田大学 基幹理工学部 K.Y 法政大学 キャリアデザイン学部 大野　優花

早稲田大学 商学部 吉田　裕太 法政大学 人間環学部 大野　優花

早稲田大学 商学部 有賀　一平 津田塾大学 学芸学部 矢野　那波

早稲田大学 社会科学部 吉田　裕太 学習院大学 国際社会科学部 池上　孝太

早稲田大学 社会科学部 柴田　悠司 学習院大学 経済学部 池上　孝太

早稲田大学 社会科学部 矢部　泰政 東京理科大学 理工学部 渡部　遼太郎

早稲田大学 法学部 中峰　遼太 東京理科大学 理工学部 比留間　篤史

早稲田大学 教育学部 有賀　一平 東京理科大学 理工学部 生方　琢也

早稲田大学 教育学部 矢野　那波 東京理科大学 理学部 光岡　駿

早稲田大学 スポーツ科学部 吉田　悠真 東京理科大学 工学部（センター） ハルバーソン悠太

慶應義塾大学 理工学部 渡部　遼太郎 東京理科大学 工学部（一般） ハルバーソン悠太

慶應義塾大学 商学部 川島　想妃愛 東京理科大学 工学部 生方　琢也

慶應義塾大学 法学部 中峰　遼太 東京理科大学 基礎工学部 飯野　菜摘

慶應義塾大学 文学部 矢部　泰政 東京理科大学 経営学部 榎本　徹也

慶應義塾大学 経済学部 柴田　悠司 成城大学 経済学部 大野　優花

慶應義塾大学 環境情報学部 羽柴　博史 成城大学 法学部 大野　優花

慶應義塾大学 環境情報学部 岩藤　沙英 東京農業大学 農学部（センター） 三又　凛太郎

慶應義塾大学 総合政策学部 柴田　悠司 東京農業大学 農学部（一般） 三又　凛太郎

上智大学 理工学部 渡部　遼太郎 東京農業大学 国際食料情報学部 三又　凛太郎

上智大学 外国語学部 矢野　那波 玉川大学 農学部 森　萌子

上智大学 法学部 中峰　遼太 日本大学 理工学部 塚本　和耶

上智大学 文学部 矢野　那波 日本大学 理工学部 生方　琢也

上智大学 文学部 矢部　泰政 日本大学 経済学部 榎本　徹也

上智大学 経済学部 柴田　悠司 専修大学 法学部（法律） 河村　有泰

上智大学 経済学部 吉田　裕太 専修大学 法学部（政治） 河村　有泰

上智大学 総合人間学部 吉田　裕太 芝浦工業大学 理工学部 ハルバーソン悠太

明治大学 理工学部 工藤　慶人 芝浦工業大学 理工学部 比留間　篤史

明治大学 理工学部 渡部　遼太郎 芝浦工業大学 工学部 生方　琢也

明治大学 理工学部 村上　孝太 芝浦工業大学 システム理工学部 鈴木　優果子

明治大学 理工学部 ハルバーソン悠太 白百合女子大学 人間総合学部 瑞慶山　詩織

明治大学 理工学部 橋本　晴樹 白百合女子大学 文学部 亀谷　莉子

明治大学 理工学部 比留間　篤史 大妻女子大学 人間関係学部 菅谷　果南

明治大学 理工学部 塚本　和耶 共立女子大学 国際学部 亀谷　莉子

明治大学 農学部 森　萌子 国学院大学 経済学部 河村　有泰

明治大学 農学部 飯野　菜摘 東京都市大学 工学部 嘉藤　樹

明治大学 経営学部 有賀　一平 東京都市大学 都市生活学部 塚本　和耶

明治大学 経営学部 矢部　泰政 大東文化大学 文学部 鈴木　隆太郎

明治大学 国際日本学部（センター）有賀　一平 国士舘大学 ２１世紀アジア学部 平野　照幸

明治大学 国際日本学部（一般） 有賀　一平 東京工芸大学 工学部 樋口　武

２０１６合格実績①  東大・難関国公立大(１４名)／医学部(７名）

卒業生６７名中  早・慶・上智(３１名)／難関私立大（４３名）


