
大学名 学部名 氏名 大学名 学部名 氏名

東京大学 文科二類 笠山　戒 法政大学 経済学部 牧野　千太郎

横浜市立大学 医学部 瀬戸　大市 法政大学 経営学部 竹田　裕生

横浜国立大学 理工学部 T.T 法政大学 人間環境学部 佐藤　悠介

東京学芸大学 教育学部 佐藤　悠介 法政大学 理工学部 大津　翔麻

東京農工大学 農学部 加藤　颯真 法政大学 現代福祉学部 岡部　那津

岩手大学 教育学部 月本　昌紀 法政大学 キャリアデザイン学部 土本　龍平

順天堂大学 医学部 瀬戸　大市 東京理科大学 理工学部 大津　翔麻

東京医科大学 医学部 高江洲　央 東京理科大学 理工学部 田中　大樹

東邦大学 医学部 大山　昇悟 東京理科大学 理工学部 加藤　颯真

東京女子医科大学 医学部 村井　華子 東京理科大学 理工学部 S.O

東京女子医科大学 医学部 杉野　真帆 学習院大学 法学部 土本　龍平

北里大学 医学部 大山　昇悟 学習院大学 法学部 齋藤　大河

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学 医学部 高江洲　央 学習院大学 文学部 佐藤　悠介

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学 医学部（看護） 杉野　真帆 学習院大学 文学部 阪野　朱音

埼玉医科大学 医学部 K.M 学習院大学 文学部 岡本　英豪

杏林大学 医学部 高江洲　央 学習院大学 経済学部 関根　有理

北里大学 獣医学部 小西　さくら 明治学院大学 国際学部 菊地　由拓

早稲田大学 創造理工学部 稲葉　安澄 明治学院大学 法学部 加藤　壮一郎

早稲田大学 文学部 阪野　朱音 明治学院大学 社会学部 吉田　悠人

早稲田大学 文化構想 阪野　朱音 成蹊大学 法学部 加藤　壮一郎

早稲田大学 教育学部 佐藤　悠介 成蹊大学 理工学部 大津　翔麻

早稲田大学 スポーツ科学部 阪野　朱音 成城大学 社会イノベーション学部 吉田　裕太

早稲田大学 人間科学 A.B 成城大学 経済学部 榎本　徹也

慶應義塾大学 総合政策学部 T.N 成城大学 経済学部 牧野　千太郎

慶應義塾大学 商学部 粕谷　薫 独協大学 国際教養 中久喜　大希

慶應義塾大学 商学部 深海　卓磨 文教大学 教育学部 中久喜　大希

慶應義塾大学 文学部 齋藤　大河 日本大学 芸術学部 内谷　有希

上智大学 経済学部 布村　仁夢 日本大学 文理学部 後藤　紗世

上智大学 経済学部 関根　有理 日本大学 生物資源学部 大橋　理沙

上智大学 法学部 土本　龍平 日本大学 文理学部 加曽利　隼人

上智大学 理工学部 田中　大樹 日本大学 商学部 竹田　裕生

国際基督教大学 教養学部 棚網　玲雄 芝浦工業大学 デザイン学部 加藤　颯真

同志社大学 経済学部 牧野　千太郎 芝浦工業大学 システム理工学部 飯田　智也

同志社大学 政策学部 牧野　千太郎 東京都市大学 知識工学部 大津　翔麻

関西学院大学 社会学部 土本　龍平 東洋大学 法学部 中久喜　大希

明治大学 政治経済学部 齋藤　大河 東洋大学 経営学部 大橋　理沙

明治大学 政治経済学部 深海　卓磨 東洋大学 社会学部 加藤　壮一郎

明治大学 政治経済学部 矢部　泰政 専修大学 文学部 椎塚　珠里亜

明治大学 経営学部 布村　仁夢 専修大学 法学部 土本　龍平

明治大学 法学部 牧野　千太郎 駒澤大学 経済学部 竹田　裕生

明治大学 理工学部 田中　大樹 武蔵野大学 看護学部 稲田　実桜

明治大学 理工学部 加藤　颯真 東京農業大学 国際食料学部 山下　晃司

明治大学 農学部 吉田　悠真 東京農業大学 生命科学部 飯田　智也

明治大学 農学部 山下　晃司 東京農業大学 農学部 飯田　智也

明治大学 情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 齋藤　大河 東京電機大学 理工学部 内藤　健

明治大学 情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 牧野　千太郎 大美林大学 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学部 奥野　真衣

青山学院大学 理工学部 大津　翔麻 大美林大学 健康福祉学部 関本　陽介

青山学院大学 教育人間学部 岡部　那津 関東学院大学 国際文化学部 奥野　真衣

立教大学 経済学部 布村　仁夢 白百合女子大学 文学部 奥野　真衣

立教大学 経済学部 深海　卓磨 昭和女子大学 人間社会学部 大橋　理沙

立教大学 法学部 齋藤　大河 大妻女子大学 家政学部 大橋　理沙

立教大学 経営学部 布村　仁夢 大妻女子大学 社会情報学部 石井　梨香

立教大学 現代心理学部 岡部　那津 杏林大学 外国語学部 後藤　紗也

立教大学 理学部 田村　義宣 東京経済大学 経営学部 大橋　理沙

立教大学 理学部 田中　大樹 東京家政大学 家政学部 成田　春生

立教大学 理学部 加曽利　隼人 東海大学 健康保健学部 杉野　真帆

中央大学 経済学部 吉田　悠人 聖路加国際大学 看護学部 杉野　真帆

中央大学 理工学部 大津　翔麻 学習院大学 国際社会科学部 池上　孝太

中央大学 理工学部 加藤　颯真 玉川大学 農学部 山野　耕平

中央大学 経済学部 竹田　裕生 麻布大学 生命環境学部 大枝　亮

法政大学 法学部 土本　龍平 駒澤女子大学 人文学部 木良　優希

法政大学 法学部 牧野　千太郎

２０１７合格実績  東大・国公私大医学部(１１名)

卒業生６５名中  早・慶・上智(14名)／GMARCH・上位私大（47名）


