
東京大学 文科一類 川本川本川本川本　　　　拓拓拓拓 上智大学 理工学部 服部服部服部服部　　　　俊俊俊俊 成蹊大学 文学部 原田原田原田原田　　　　実奈実奈実奈実奈

東京大学 文科三類 安達安達安達安達　　　　淳淳淳淳 上智大学 総合人間科学部 山本山本山本山本　　　　桂太朗桂太朗桂太朗桂太朗 成蹊大学 法学部 齋藤齋藤齋藤齋藤　　　　利哉利哉利哉利哉

東京大学 理科一類 川村川村川村川村　　　　涼太涼太涼太涼太 東京理科大学 理学部 古川古川古川古川　　　　琴浩琴浩琴浩琴浩 成城大学 法学部 奥山奥山奥山奥山　　　　啓介啓介啓介啓介

東京医科歯科大学 医学部 川良川良川良川良　　　　健二健二健二健二 東京理科大学 理工学部 山中山中山中山中　　　　雄介雄介雄介雄介 成城大学 文芸学部 森田森田森田森田　　　　伊織伊織伊織伊織

東北大学 医学部 山口山口山口山口　　　　雄平雄平雄平雄平 東京理科大学 理工学部 川村川村川村川村　　　　涼太涼太涼太涼太 明治学院 心理学部 宇田川宇田川宇田川宇田川　　　　紗稚紗稚紗稚紗稚

防衛医科大学 医学部 浅田浅田浅田浅田　　　　英知英知英知英知 東京理科大学 工学部 山中山中山中山中　　　　雄介雄介雄介雄介 明治学院 心理学部 井元井元井元井元　　　　哲平哲平哲平哲平

防衛医科大学 医学部 河合河合河合河合　　　　秀信秀信秀信秀信 明治大学 国際日本学部 森田森田森田森田　　　　伊織伊織伊織伊織 明治学院 文学部 新津新津新津新津　　　　大大大大

防衛医科大学 医学部 川村川村川村川村　　　　涼太涼太涼太涼太 明治大学 情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 森田森田森田森田　　　　伊織伊織伊織伊織 明治学院 文学部 森田森田森田森田　　　　伊織伊織伊織伊織

慶應義塾大学 医学部 川村川村川村川村　　　　涼太涼太涼太涼太 明治大学 政経学部 安藤安藤安藤安藤　　　　茂樹茂樹茂樹茂樹 国学院大学 法学部 高橋高橋高橋高橋　　　　将貴将貴将貴将貴

東京工業大学 第６類 山中山中山中山中　　　　雄介雄介雄介雄介 明治大学 文学部 森田森田森田森田　　　　伊織伊織伊織伊織 国学院大学 法学部 奥山奥山奥山奥山　　　　啓介啓介啓介啓介

東京工業大学 第５類 河合河合河合河合　　　　秀信秀信秀信秀信 明治大学 法学部 宮川宮川宮川宮川　　　　達人達人達人達人 東京農業大学 応用生物化学部 齋藤齋藤齋藤齋藤　　　　優基優基優基優基

大阪大学 文学部 山本山本山本山本　　　　桂太郎桂太郎桂太郎桂太郎 明治大学 理工学部 石畑石畑石畑石畑　　　　綜一綜一綜一綜一 日本大学 芸術学部 相原相原相原相原　　　　一駒一駒一駒一駒

横浜国立大学 教育人間科学部 笹屋笹屋笹屋笹屋　　　　なおこなおこなおこなおこ 明治大学 理工学部 大田大田大田大田　　　　雄貴雄貴雄貴雄貴 日本大学 経済学部 奥山奥山奥山奥山　　　　啓介啓介啓介啓介

首都大学東京 都市環境学部 服部服部服部服部　　　　峻峻峻峻 明治大学 理工学部 日向日向日向日向　　　　仁仁仁仁 日本大学 経済学部 齋藤齋藤齋藤齋藤　　　　利哉利哉利哉利哉

東京歯科大学 歯学部 岡本岡本岡本岡本　　　　龍多龍多龍多龍多 青山学院大学 社会情報学部 奥山奥山奥山奥山　　　　啓介啓介啓介啓介 日本大学 理工学部 山下山下山下山下　　　　大介大介大介大介

昭和大学 歯学部 山根山根山根山根　　　　淳嗣淳嗣淳嗣淳嗣 立教大学 観光学部 奥山奥山奥山奥山　　　　啓介啓介啓介啓介 東洋大学 国際観光学部 森田森田森田森田　　　　伊織伊織伊織伊織

昭和大学 歯学部 八上八上八上八上　　　　有里有里有里有里 立教大学 観光学部 瀬谷瀬谷瀬谷瀬谷　　　　晃生晃生晃生晃生 東洋大学 法学部 齋藤齋藤齋藤齋藤　　　　利哉利哉利哉利哉

昭和薬科大学 薬学部 齋藤齋藤齋藤齋藤　　　　扶子扶子扶子扶子 立教大学 経済学部 安藤安藤安藤安藤　　　　茂樹茂樹茂樹茂樹 専修大学 人間科学部 井元井元井元井元　　　　哲平哲平哲平哲平

北里大学 薬学部 崔崔崔崔　　　　成美成美成美成美 立教大学 現代心理学部 宮永宮永宮永宮永　　　　晏里晏里晏里晏里 専修大学 法学部 飯島飯島飯島飯島　　　　一肇一肇一肇一肇

昭和薬科大学 薬学部 乙幡乙幡乙幡乙幡　　　　修平修平修平修平 立教大学 社会福祉学部 宮永宮永宮永宮永　　　　晏里晏里晏里晏里 玉川大学 リベラルアーツ学部 林林林林　　　　紗也子紗也子紗也子紗也子

早稲田大学 教育学部 山本山本山本山本　　　　桂太朗桂太朗桂太朗桂太朗 立教大学 文学部 山本山本山本山本　　　　桂太朗桂太朗桂太朗桂太朗 東海大学 政経学部 齋藤齋藤齋藤齋藤　　　　義明義明義明義明

早稲田大学 社会科学部 山本山本山本山本　　　　桂太朗桂太朗桂太朗桂太朗 立教大学 法学部 熊本熊本熊本熊本　　　　覚覚覚覚 東海大学 理学部 高橋高橋高橋高橋　　　　菜奈子菜奈子菜奈子菜奈子

早稲田大学 商学部 安藤安藤安藤安藤　　　　茂樹茂樹茂樹茂樹 立教大学 法学部 宮川宮川宮川宮川　　　　達人達人達人達人 大東文化大学 スポーツ・健康学部 齋藤齋藤齋藤齋藤　　　　義明義明義明義明

早稲田大学 先進理工学部 河合河合河合河合　　　　秀信秀信秀信秀信 立教大学 理学部 服部服部服部服部　　　　俊俊俊俊 和光大学 現代人間学部 井元井元井元井元　　　　哲平哲平哲平哲平

早稲田大学 先進理工学部 山中山中山中山中　　　　雄介雄介雄介雄介 中央大学 経済学部 安藤安藤安藤安藤　　　　茂樹茂樹茂樹茂樹 工学院大学 工学部 八重樫八重樫八重樫八重樫　　　　春菜春菜春菜春菜

早稲田大学 先進理工学部 佐佐佐佐々々々々木木木木　　　　優優優優 中央大学 法学部 宮川宮川宮川宮川　　　　達人達人達人達人 東京工科大学 応用生物学部 高橋高橋高橋高橋　　　　菜奈子菜奈子菜奈子菜奈子

早稲田大学 人間科学部 安藤安藤安藤安藤　　　　茂樹茂樹茂樹茂樹 中央大学 理工学部 服部服部服部服部　　　　俊俊俊俊 東京女子大学 人間科学部 宮永宮永宮永宮永　　　　晏里晏里晏里晏里

早稲田大学 人間科学部 笹屋笹屋笹屋笹屋　　　　なおなおなおなお子子子子 法政大学 経営学部 齋藤齋藤齋藤齋藤　　　　利哉利哉利哉利哉 東京女子大学 文学部 針谷針谷針谷針谷　　　　絢子絢子絢子絢子

早稲田大学 文化構想学部 山本山本山本山本　　　　桂太朗桂太朗桂太朗桂太朗 法政大学 経済学部 齋藤齋藤齋藤齋藤　　　　利哉利哉利哉利哉 日本女子大学 文学部 宮永宮永宮永宮永　　　　晏里晏里晏里晏里

慶応義塾大学 経済学部 山口山口山口山口　　　　潤潤潤潤 法政大学 生命科学学部 笹屋笹屋笹屋笹屋　　　　なおなおなおなお子子子子 フェリス女子大学 文学部 進藤進藤進藤進藤　　　　ななみななみななみななみ

慶応義塾大学 商学部 安藤安藤安藤安藤　　　　茂樹茂樹茂樹茂樹 法政大学 人間環境学部 笹屋笹屋笹屋笹屋　　　　なおなおなおなお子子子子 白百合女子大学 文学部 宇田川宇田川宇田川宇田川　　　　紗稚紗稚紗稚紗稚

慶応義塾大学 文学部 山本山本山本山本　　　　桂太朗桂太朗桂太朗桂太朗 学習院大学 文学部 針谷針谷針谷針谷　　　　絢子絢子絢子絢子 聖心女子大学 文学部 宮永宮永宮永宮永　　　　晏里晏里晏里晏里

慶応義塾大学 理工学部 河合河合河合河合　　　　秀信秀信秀信秀信 学習院大学 理学部 寺沢寺沢寺沢寺沢　　　　友利亜友利亜友利亜友利亜 東洋英和女学院大学 文学部 進藤進藤進藤進藤　　　　ななみななみななみななみ

慶応義塾大学 理工学部 山中山中山中山中　　　　雄介雄介雄介雄介 学習院大学 理学部 古川古川古川古川　　　　琴浩琴浩琴浩琴浩 実践女子大学 文学部 齋藤齋藤齋藤齋藤　　　　優優優優

慶応義塾大学 理工学部 川村川村川村川村　　　　涼太涼太涼太涼太 成蹊大学 文学部 宇田川宇田川宇田川宇田川　　　　紗稚紗稚紗稚紗稚 帝京大学 医療技術学部 堀江堀江堀江堀江　　　　綾香綾香綾香綾香

東大･医学部(９名)/早慶上智理科大(２１名)/明青立法中(２５名)/その他多
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◇以上3/19日現在の延べ人数です◇　＊報告者のみ


