
東京大学 理科Ⅲ類 M.M 東京慈恵会医科大学 医学部 阿部　一雅 日本大学 医学部 福田　陽祐

東京医科歯科大学 医学部 小郷　泰一 東京慈恵会医科大学 医学部 本多　高弘 東京医科大学 医学部 間崎　光

東京医科歯科大学 医学部 川良　健二 東京慈恵会医科大学 医学部 森本　純平 東京医科大学 医学部 山中　雄太

東京医科歯科大学 医学部 北村　拓也 東京慈恵会医科大学 医学部 西ヶ谷　温希 北里大学 医学部 湊　尚貴

防衛医科大学 医学部 和佐　直美 東京慈恵会医科大学 医学部 吉田　浩司 北里大学 医学部 八上　有里

防衛医科大学 医学部 佐原　亨 東京慈恵会医科大学 医学部 山中　雄太 北里大学 医学部 J.M

防衛医科大学 医学部 唐津　健輔 順天堂大学 医学部 井原　宏彰 東邦大学 医学部 森山　穂高

防衛医科大学 医学部 大瀧　未帆 順天堂大学 医学部 浜島　智秀 東邦大学 医学部 岡　洋佑

防衛医科大学 医学部 浅田　英知 順天堂大学 医学部 北村　拓也 東邦大学 医学部 石渡　大祐

防衛医科大学 医学部 河合　秀信 順天堂大学 医学部 茂木　悠平 東邦大学 医学部 本多　高弘

防衛医科大学 医学部 川村　涼太 順天堂大学 医学部 吉田　浩司 東邦大学 医学部 山中　雄太

防衛医科大学 医学部 北村　拓也 順天堂大学 医学部 大倉　拓 東邦大学 医学部 森山　梓

防衛医科大学 医学部 H.K 日本医科大学 医学部 若林　大雅 東邦大学 医学部 矢野　優美子

防衛医科大学 医学部 白石　勘太郎 日本医科大学 医学部 都筑　広 東邦大学 医学部 河野　優斗

千葉大学 医学部 木村　翔 日本医科大学 医学部 茂木　悠平 杏林大学 医学部 若林　大雅

千葉大学 医学部 佐々木　亘亮 日本医科大学 医学部 森瀬　翔哉 杏林大学 医学部 村瀬　考次

千葉大学 医学部 佐藤　峻 日本医科大学 医学部 笠谷　峻 杏林大学 医学部 朝比奈　光輝

千葉大学 医学部 山中　雄太 日本医科大学 医学部 吉田　浩司 愛知医科大学 医学部 湊　尚貴

横浜市立大学 医学部 石丸　和寛 日本医科大学 医学部 山中　雄太 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学医学部 岡　洋佑

横浜市立大学 医学部 茂木　悠平 日本医科大学 医学部 矢野　優美子 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学医学部 間崎　光

横浜市立大学 医学部 吉田　浩司 日本医科大学 医学部 川村　涼太 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学医学部 吉岡　隆

横浜市立大学 医学部 大倉　拓 日本医科大学 医学部 佐々木　亘亮 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学医学部 山中　優

東北大学 医学部 山口　雄平 日本医科大学 医学部 H.I 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学医学部 朝比奈　光輝

北海道大学 医学部 森本　純平 昭和大学 医学部 福田　陽佑 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学医学部 湊　尚貴

北海道大学 医学部 赤澤　直也 昭和大学 医学部 茂木　悠平 岩手医科大学 医学部 間崎　光

信州大学 医学部 北浜　卓実 昭和大学 医学部 森瀬　翔哉 岩手医科大学 医学部 本多　高弘

信州大学 医学部 馬場　義邦 昭和大学 医学部 吉田　浩司 岩手医科大学 医学部 村瀬　考次

新潟大学 医学部 橋尻　洸陽 昭和大学 医学部 大倉　拓 岩手医科大学 医学部 朝比奈　光輝

富山大学 医学部 大西　慎太郎 昭和大学 医学部 山中　雄太 岩手医科大学 医学部 吉岡　健

浜松医科大学 医学部 立花　信貴 昭和大学 医学部 S.M 埼玉医科大学 医学部 岡　洋佑

琉球大学 医学部 藤沼　駿 昭和大学 医学部 川村　涼太 埼玉医科大学 医学部 吉田　賢司

慶應義塾大学 医学部 唐津　健輔 日本大学 医学部 都筑　広 埼玉医科大学 医学部 本多　高弘

慶應義塾大学 医学部 白石　勘太郎 日本大学 医学部 佐藤　峻 埼玉医科大学 医学部 K.S

慶應義塾大学 医学部 松竹　理匠 日本大学 医学部 松尾　知彦 金沢医科大学 医学部 村瀬　考次

慶應義塾大学 医学部 松島　一斗 日本大学 医学部 本多　高弘 東海大学 医学部 吉岡　隆

慶應義塾大学 医学部 吉田　浩司 日本大学 医学部 石渡　大祐 東海大学 医学部 S.M

東京慈恵会医科大学 医学部 吉田　賢司 日本大学 医学部 森本　純平

国公立医学部(３１名)/私立大医学部(７９名)※ Since 2000/ のべ人数（一次を含む）

aps 医学部合格実績

〒150-0031 渋谷区桜丘町15-15NKGビル 受付時間13：00～21：00

ＴＥＬ：０３－５４５９－１８５２ ＵＲＬ：www.yobiko.co.jp

「学 び 方 を 学 ぶ 」少 数 精 鋭 ゼ ミ


