
東京大学 理科一類 後藤後藤後藤後藤　　　　夢乃夢乃夢乃夢乃 慶応義塾大学 理工学部 宮沢宮沢宮沢宮沢　　　　哲哲哲哲 立教大学 ｺﾐｭﾆﾃｨｰ福祉学部 手塚手塚手塚手塚　　　　理央理央理央理央

東京大学 理科一類 利根利根利根利根　　　　伸隆伸隆伸隆伸隆 慶応義塾大学 理工学部 利根利根利根利根　　　　伸隆伸隆伸隆伸隆 立教大学 ｺﾐｭﾆﾃｨｰ福祉学部 土佐土佐土佐土佐　　　　嘉孝嘉孝嘉孝嘉孝

東京大学 理科一類 松島松島松島松島　　　　一斗一斗一斗一斗 慶応義塾大学 理工学部 松島松島松島松島　　　　一斗一斗一斗一斗 立教大学 理学部 井上井上井上井上　　　　雄喜雄喜雄喜雄喜

東京大学 理科二類 宮沢宮沢宮沢宮沢　　　　哲哲哲哲 慶応義塾大学 薬学部 小川小川小川小川　　　　支央支央支央支央 中央大学 商学部 松本松本松本松本　　　　浩輔浩輔浩輔浩輔

東京大学 文科三類 目黒目黒目黒目黒　　　　雄太雄太雄太雄太 慶応義塾大学 経済学部 目黒目黒目黒目黒　　　　雄太雄太雄太雄太 中央大学 商学部 K.MK.MK.MK.M

東京大学 文科三類 渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　悠介悠介悠介悠介 慶応義塾大学 経済学部 後藤後藤後藤後藤　　　　夢乃夢乃夢乃夢乃 中央大学 理工学部 森本森本森本森本　　　　純平純平純平純平

東京芸術大学 音楽・楽理 加藤加藤加藤加藤　　　　美季美季美季美季 慶応義塾大学 経済学部 渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　悠介悠介悠介悠介 法政大学 理工学部 上田上田上田上田　　　　佳佳佳佳

一橋大学 社会学部 鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　智彦智彦智彦智彦 慶応義塾大学 商学部 柿澤柿澤柿澤柿澤　　　　僚佑僚佑僚佑僚佑 法政大学 情報科学学部 楠田楠田楠田楠田　　　　彩彩彩彩

東京学芸大学 教育学部 松本松本松本松本　　　　浩輔浩輔浩輔浩輔 慶応義塾大学 商学部 鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　智彦智彦智彦智彦 学習院大学 理工学部 井上井上井上井上　　　　雄喜雄喜雄喜雄喜

千葉大学 理工学部 土井土井土井土井　　　　嶺嶺嶺嶺 慶応義塾大学 文学部 平尾平尾平尾平尾　　　　瑞希瑞希瑞希瑞希 学習院大学 理工学部 笹笹笹笹　　　　航太航太航太航太

横浜国立大学 経営学部 亀島亀島亀島亀島　　　　菜可菜可菜可菜可　　　　 慶応義塾大学 文学部 大塚大塚大塚大塚　　　　舞音舞音舞音舞音 学習院大学 文学部 加藤加藤加藤加藤　　　　美季美季美季美季

首都大学東京 健康福祉 宮崎宮崎宮崎宮崎　　　　法子法子法子法子 慶応義塾大学 総合政策学部 神長倉神長倉神長倉神長倉　　　　佑佑佑佑 成蹊大学 理工学部 後藤後藤後藤後藤　　　　有梨絵有梨絵有梨絵有梨絵

慶応義塾大学 医学部 松島松島松島松島　　　　一斗一斗一斗一斗 上智大学 経済学部 百瀬百瀬百瀬百瀬　　　　晴経晴経晴経晴経 成蹊大学 理工学部 鷲沢鷲沢鷲沢鷲沢　　　　徹比己徹比己徹比己徹比己

日本医科大学 医学部 森瀬森瀬森瀬森瀬　　　　翔哉翔哉翔哉翔哉 上智大学 文学部 安保安保安保安保　　　　早希子早希子早希子早希子 成蹊大学 法学部 関関関関　　　　祐果祐果祐果祐果

日本医科大学 医学部 笠谷笠谷笠谷笠谷　　　　峻峻峻峻 上智大学 文学部 平尾平尾平尾平尾　　　　瑞希瑞希瑞希瑞希 成蹊大学 法学部 小林小林小林小林　　　　美桜美桜美桜美桜

昭和大学 医学部 森瀬森瀬森瀬森瀬　　　　翔哉翔哉翔哉翔哉 上智大学 文学部 望月望月望月望月　　　　佳織佳織佳織佳織 成蹊大学 文学部 加藤加藤加藤加藤　　　　雅雅雅雅

杏林大学 医学部 村木村木村木村木　　　　考次考次考次考次 上智大学 総合人間科学部/社会学科 金村金村金村金村　　　　義明義明義明義明 成城大学 社会ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学部 北村北村北村北村　　　　京子京子京子京子

杏林大学 医学部 森瀬森瀬森瀬森瀬　　　　翔哉翔哉翔哉翔哉 東京理科大学 工学部 小川小川小川小川　　　　支央支央支央支央 明治学院大学 経済学部 糸山糸山糸山糸山　　　　大節大節大節大節

岩手医科大学 医学部 村木村木村木村木　　　　考次考次考次考次 東京理科大学 理工学部 利根利根利根利根　　　　伸隆伸隆伸隆伸隆 明治学院大学 経営学部 亀島亀島亀島亀島　　　　菜可菜可菜可菜可　　　　

埼玉医科大学 医学部 吉田吉田吉田吉田　　　　賢司賢司賢司賢司 東京理科大学 基礎工学部 小野小野小野小野　　　　紘一郎紘一郎紘一郎紘一郎 国学院大学 法学部 Y.TY.TY.TY.T

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学 医学部 吉岡吉岡吉岡吉岡　　　　隆隆隆隆 東京理科大学 基礎工学部 森本森本森本森本　　　　純平純平純平純平 国学院大学 文学部 平尾平尾平尾平尾　　　　瑞希瑞希瑞希瑞希

金沢医科大学 医学部 村木村木村木村木　　　　考次考次考次考次 東京理科大学 理学部 井上井上井上井上　　　　雄喜雄喜雄喜雄喜 獨協大学 経済学部 小藤小藤小藤小藤　　　　真輝真輝真輝真輝

東海大学 医学部 吉岡吉岡吉岡吉岡　　　　隆隆隆隆 明治大学 政治経済学部 緒方緒方緒方緒方　　　　文彦文彦文彦文彦 獨協大学 経済学部 吉田吉田吉田吉田　　　　修修修修

北里大学 獣医学部 平山平山平山平山　　　　菖太菖太菖太菖太 明治大学 政治経済学部 鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　智彦智彦智彦智彦 北里大学 理学部 井上井上井上井上　　　　雄喜雄喜雄喜雄喜

早稲田大学 政治経済学部 渡辺 悠介渡辺 悠介渡辺 悠介渡辺 悠介 明治大学 政治経済学部 目黒目黒目黒目黒　　　　雄太雄太雄太雄太 日本大学 法学部 関関関関　　　　祐果祐果祐果祐果

早稲田大学 政治経済学部 目黒目黒目黒目黒　　　　雄太雄太雄太雄太 明治大学 経営学部 糸山糸山糸山糸山　　　　大節大節大節大節 日本大学 法学部 塩津塩津塩津塩津　　　　正明正明正明正明

早稲田大学 国際教養学部 渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　悠介悠介悠介悠介 明治大学 経営学部 亀島亀島亀島亀島　　　　菜可菜可菜可菜可　　　　 日本大学 経済学部 川本川本川本川本　　　　雄大雄大雄大雄大

早稲田大学 文化構想学部 平尾平尾平尾平尾　　　　瑞希瑞希瑞希瑞希 明治大学 経営学部 A.K.A.K.A.K.A.K. 日本大学 経営学部 松本松本松本松本　　　　浩輔浩輔浩輔浩輔

早稲田大学 文化構想学部 鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　智彦智彦智彦智彦 明治大学 経営学部 小林小林小林小林　　　　美桜美桜美桜美桜 日本大学 国際関係学部 安保安保安保安保　　　　早希子早希子早希子早希子

早稲田大学 文化構想学部 緒方緒方緒方緒方　　　　文彦文彦文彦文彦 明治大学 理工学部 松本松本松本松本　　　　浩輔浩輔浩輔浩輔 東洋大学 国際地域学部 高岡高岡高岡高岡　　　　静香静香静香静香

早稲田大学 文学部 平尾平尾平尾平尾　　　　瑞希瑞希瑞希瑞希 明治大学 総合数理学部 笹笹笹笹　　　　航太航太航太航太 順天堂大学 スポーツ健康科学部 宮崎宮崎宮崎宮崎　　　　法子法子法子法子

早稲田大学 教育学部 金村金村金村金村　　　　義明義明義明義明 明治大学 商学部 亀島亀島亀島亀島　　　　菜可菜可菜可菜可　　　　 東海大学 海洋学部 平山平山平山平山　　　　菖太菖太菖太菖太

早稲田大学 教育学部 平尾平尾平尾平尾　　　　瑞希瑞希瑞希瑞希 明治大学 文学部 平尾平尾平尾平尾　　　　瑞希瑞希瑞希瑞希 芝浦工業大学 工学部 田内田内田内田内　　　　樹樹樹樹

早稲田大学 創造理工 後藤後藤後藤後藤　　　　夢乃夢乃夢乃夢乃 明治大学 文学部 安保安保安保安保　　　　早希子早希子早希子早希子 神奈川大学 工学部 内山内山内山内山　　　　敬寛敬寛敬寛敬寛

早稲田大学 基幹理工学部 宮沢宮沢宮沢宮沢　　　　哲哲哲哲 明治大学 文学部 小林小林小林小林　　　　美桜美桜美桜美桜 玉川大学 工学部 内山内山内山内山　　　　敬寛敬寛敬寛敬寛

早稲田大学 基幹理工学部 利根利根利根利根　　　　伸隆伸隆伸隆伸隆 明治大学 法学部 M.0M.0M.0M.0 日本女子大 現代社会学部 小林小林小林小林　　　　美桜美桜美桜美桜

早稲田大学 先進理工学部 宮沢宮沢宮沢宮沢　　　　哲哲哲哲 青山学院大学 社会情報学部 金村金村金村金村　　　　義明義明義明義明 東京家政大学 家政学部 柴田柴田柴田柴田　　　　朋子朋子朋子朋子

早稲田大学 先進理工学部 森瀬森瀬森瀬森瀬　　　　翔哉翔哉翔哉翔哉 青山学院大学 法学部 関関関関　　　　祐果祐果祐果祐果 帝京平成大学 薬学部 里里里里　　　　彩乃彩乃彩乃彩乃

早稲田大学 商学部 目黒目黒目黒目黒　　　　雄太雄太雄太雄太 青山学院大学 経営学部 亀島亀島亀島亀島　　　　菜可菜可菜可菜可　　　　 立正大学 文学部 高岡高岡高岡高岡　　　　静香静香静香静香

早稲田大学 社会科学部 金村金村金村金村　　　　義明義明義明義明 立教大学 文学部 平尾平尾平尾平尾　　　　瑞希瑞希瑞希瑞希 帝京大学短期大学 現代ビジネス学部 佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　柚香柚香柚香柚香

早稲田大学 社会科学部 鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　智彦智彦智彦智彦 立教大学 社会学部 鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　智彦智彦智彦智彦 江戸川大学 マスコミ学部 細澤細澤細澤細澤　　　　瀬伶奈瀬伶奈瀬伶奈瀬伶奈

慶応義塾大学 理工学部 後藤後藤後藤後藤　　　　夢乃夢乃夢乃夢乃 立教大学 観光学部 土佐土佐土佐土佐　　　　嘉孝嘉孝嘉孝嘉孝

東大(６名)/医学部(１０名)/早慶上智(３６名)/その他多数
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学 び 方 を 学 ぶ 少 数 精 鋭 ゼ ミ

◇以上３/２５日現在の延べ人数です◇　＊報告者のみ


