
東京大学 文科一類 青木　惇 慶應義塾大学 薬学部 角屋芳春 立教大学 経済学部 H･M

東京大学 文科一類 鈴木秀之 慶應義塾大学 理工学部 志村玲奈 立教大学 理学部 翁長翔平

東京大学 理科一類 裴　裕史 慶應義塾大学 理工学部 田中イリス 立教大学 文学部 内藤ゆか

東京大学 理科ニ類 山口真生 慶應義塾大学 理工学部 裴　裕史 立教大学 法学部 小杉慶子

一橋大学 経済学部 斉藤友亮 慶應義塾大学 理工学部 山口真生 立教大学 法学部 斉藤友亮

一橋大学 経済学部 細谷正利 上智大学 外国語学部 佐々木友里 法政大学 社会学部 中原直毅

信州大学 医学部 北浜卓実 上智大学 経済学部 星真梨子 法政大学 文学部 宮道光平

新潟大学 医学部 橋尻洸陽 上智大学 経済学部 M.E 中央大学 文学部 池田剛大

琉球大学 医学部 藤沼　駿 上智大学 国際関係法学科 Y.Y. 学習院大学 経済学部 安西美咲

千葉大学 理学部 翁長翔平 上智大学 法学部 青木　惇 学習院大学 法学部 宇野亮子

茨城大学 理学部 宮道光平 上智大学 理工学部 角屋芳春 武蔵工業大学 工学部 栗原大和

電気通信大学 電気通信学部 永田博之 東京理科大学 工学部 小林宗太郎 芝浦工業大学 工学部 小林宗太郎

電気通信大学 電気通信学部 若浦　光 東京理科大学 理学部 翁長翔平 芝浦工業大学 工学部 若浦　光

防衛大学 人文・社会科学部 中村達也 東京理科大学 理工学部 裴　裕史 武蔵工業大学 工学部 江上友紀子

東京海洋大学 海洋工学部 小林宗太郎 東京理科大学 理工学部 矢頭俊明 明治学院大学 経済学部 河野伊純

早稲田大学 商学部 鈴木秀之 東京理科大学 理工学部 穂積　一 成蹊大学 経済学部 服部　俊

早稲田大学 政治経済学部 青木　惇 北里大学 医療衛生学部 田中万理 成城大学 文芸学部 中村佑依

早稲田大学 政治経済学部 佐藤まり子 北里大学 薬学部 島田理沙 成城大学 法学部 市村春華

早稲田大学 政治経済学部 山口真生 北里大学 薬学部 菱沼佐和美 東京電気大学 工学部 小林宗太郎

早稲田大学 先進理工学部 裴　裕史 日本歯科大学 生命歯学部 田中千恵 日本大学 歯学部 田中千恵

早稲田大学 先進理工学部 山口真生 昭和大学 歯学部 田中千恵 日本大学 歯学部 米澤圭祐

早稲田大学 人間科学部 S.T 昭和大学 歯学部 米澤圭祐 日本大学 生物資源科学部 村田裕亮

早稲田大学 文化構想学部 小澤　陸 昭和大学 薬学部 栗坂知里 日本大学 商学部 石渡雪子

早稲田大学 文化構想学部 高野耕平 昭和薬科大学 薬学部 栗坂知里 日本大学 文理学部 中村佑依

早稲田大学 文化構想学部 山田　諒 東京薬科大学 薬学部 栗坂知里 日本大学 文理学部 宮道光平

早稲田大学 法学部 H･M 新潟薬科大学 薬学部 栗坂知里 日本大学 文理学部 矢頭俊明

早稲田大学 法学部 津軽　慧 星薬科大学 薬学部 栗坂知里 国学院大学 経済学部 安西美咲

早稲田大学 法学部 山口真生 星薬科大学 薬学部 島田理沙 神奈川大学 工学部 栗原大和

慶應義塾大学 経済学部 斉藤俊太朗 横浜薬科大学 薬学部 細川真美 神奈川大学 工学部 宮本　諒

慶應義塾大学 経済学部 斉藤友亮 明治大学 政治経済学部 H･M 玉川大学 リベラル
アーツ学部 伊集院敦子

慶應義塾大学 経済学部 鈴木秀之 明治大学 情報コミュニ
ケーション学部 小杉慶子 白百合女子大学 文学部 金子美穂

慶應義塾大学 経済学部 星真梨子 明治大学 商学部 中村達也 共立女子大学 生活科学科 大庭美香子

慶應義塾大学 商学部 斉藤友亮 明治大学 理工学部 角屋芳春 昭和女子大学 生活科学部 石渡雪子

慶應義塾大学 商学部 津軽　慧 明治大学 法学部 小杉慶子 実践女子大学 英語コミュニ
ケーション学科 大庭美香子

慶應義塾大学 総合政策学部 O･H 明治大学 理工学部 穂積　一 東京家政大学 英語英文学部 上村実結

慶應義塾大学 文学部 小澤　陸 青山学院大学 社会情報学部 三輪貴史 目白大学 人間学部 福与　舞

慶應義塾大学 文学部 小杉慶子 青山学院大学 理工学部 穂積　一 江戸川大学 マスコミ学部 佐藤竜一

慶應義塾大学 法学部 山口真生 青山学院大学 文学部 中村佑依

東大/一橋 ６名・医/歯/薬 １８名・早/慶/上智 ３４名・その他多数

ａｐｓ 2008年度合格実
績

ARK PREPARATORY SCHOOL

〒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


