
大学名 学部名 氏名 大学名 学部名 氏名

東京大学 文科二類 藤井 皆仁 国際基督教大学 教養学部 笹間 優衣

東京工業大学 第５類 青山 裕一 国際基督教大学 教養学部 中村 悠太

東京工業大学 第１類 金丸 達也 東京理科大学 理工学部 上甲 香澄

一橋大学 経済学部 富田 英風 東京理科大学 理工学部 吉岡 健

北海道大学 医学部 森本 純平 東京理科大学 理工学部 高久 雄登

横浜市立大学 医学部 大倉 拓 東京理科大学 理工学部 中村 慈愛

横浜市立大学 医学部 吉田 浩司 東京理科大学 理工学部 青山 裕一

東北大学 工学部 尾留川 良太 東京理科大学 理工学部 金丸 達也

東京海洋大学 海洋科学部 青木 大輔 東京理科大学 工学部 尾留川 良太

首都大学東京大学 都市環境学部 葛原 里璃子 東京理科大学 工学部 青山 裕一

国際教養大学 国際教養学部 藤井 皆仁 東京理科大学 理学部 須藤 啓多

防衛医科大学 医学部 吉田 浩司 東京理科大学 理学部 吉岡 健

防衛医科大学 医学部 西ヶ谷 温希 明治大学 法学部 森山 透子

防衛大学 理工学群 高廣 徹 明治大学 法学部 中野 裕太

慶応義塾大学 医学部（一次） 吉田 浩司 明治大学 法学部 吉田 悠

慈恵会医科大学 医学部（一次） 森本 純平 明治大学 政治経済学部 西澤 俊

慈恵会医科大学 医学部 西ヶ谷 温希 明治大学 総合数理学部 越後 宏紀

慈恵会医科大学 医学部（一次） 吉田 浩司 明治大学 農学部 西澤 俊

日本医科大学 医学部 吉田 浩司 明治大学 農学部 袴塚 瑛介

順天堂大学 医学部（一次） 吉田 浩司 明治大学 農学部 中沢 真夕

順天堂大学 医学部 大倉 拓 明治大学 理工学部（特待） 中村 慈愛

日本大学 医学部 森本 純平 明治大学 理工学部 高久 雄登

昭和大学 医学部 吉田 浩司 明治大学 情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 田村 りり佳

昭和大学 医学部 大倉 拓 青山学院大学 理工学部 澁澤 允紀

杏林大学 医学部（一次） 朝比奈 光輝 青山学院大学 理工学部 須藤 啓多

聖ﾏﾘｱﾝﾅ大学 医学部 山中 優 立教大学 社会学部 川田 菜々子

聖ﾏﾘｱﾝﾅ大学 医学部 朝比奈 光輝 立教大学 社会学部 椎谷 舞萌

岩手医科大学 医学部（一次） 朝比奈 光輝 立教大学 文学部 川田 菜々子

岩手医科大学 医学部 吉岡 健 立教大学 文学部 露木 実花

昭和大学 看護学部（特待） 岩間 佳奈子 立教大学 文学部 石原 周

東邦大学 看護学部 岩間 佳奈子 立教大学 経済学部 椎谷 舞萌

北里大学 看護学部 岩間 佳奈子 立教大学 理学部 青木 大輔

慶応義塾大学 薬学部 吉岡 健 中央大学 法学部 吉田 悠

慶応義塾大学 薬学部 金丸 達也 中央大学 法学部 森山 透子

東京薬科大学 薬学部 岸本 啓希 中央大学 法学部 中野 裕太

横浜薬科大学 薬学部 岸本 啓希 中央大学 法学部 池田 大輝

城西大学 薬学部 金島 一樹 中央大学 理工学部 尾留川 良太

国際医療福祉大学 薬学部 成田 真衣 法政大学 社会政策学部 中村 悠太

早稲田大学 国際教養学部 藤井 皆仁 法政大学 文学部 原 理奈

早稲田大学 文化構想学部 森田 桃子 法政大学 経済学部 西澤 俊

早稲田大学 文化構想学部 中村 悠太 法政大学 工学部 藤澤 遼平

早稲田大学 教育学部 川田 菜々子 学習院大学 経済学部 椎谷 舞萌

早稲田大学 教育学部 椎谷 舞萌 学習院大学 文学部 斎藤 都彩

早稲田大学 教育学部 上甲 香澄 学習院大学 文学部 川田 菜々子

早稲田大学 先進理工学部 上甲 香澄 同志社大学 法学部 森山 透子

早稲田大学 先進理工学部 金丸 達也 成蹊大学 文学部 原 理奈

早稲田大学 創造理工学部 平田 将大 成蹊大学 経営学部 志波 拓哉

早稲田大学 創造理工学部 青山 裕一 成蹊大学 経済学部 椎谷 舞萌

慶応義塾大学 文学部 椎谷 舞萌 成蹊大学 経済学部 小島 佳誉

慶応義塾大学 理工学部 上甲 香澄 成城大学 法学部 小澤 亜夕

慶応義塾大学 経済学部 富田 英風 成城大学 社会ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学部 柳田 東磨

慶応義塾大学 経済学部 藤井 皆仁 明治学院大学 文学部 原 理奈

慶応義塾大学 環境情報学部 原 理奈 国学院大学 人間開発学部 中川 敬悟

上智大学 文学部 川田 菜々子 順天堂大学 スポーツ健康科学部 田中 舞

上智大学 総合人間学部 川田 菜々子 芝浦工業大学 工学部 野澤 拓馬

上智大学 総合人間学部 笹間 優衣 芝浦工業大学 工学部 中村 慈愛

上智大学 教育学部 笹間 優衣 芝浦工業大学 工学部 鵜木 新一郎

上智大学 外国語学部 露木 実花 芝浦工業大学 理工学部 金丸 達也

上智大学 法学部 弦切 茉祐華 東京農業大学 生物産業学部 打矢 花梨

上智大学 法学部 中野 裕太 武蔵大学 経済学部 上西 祐太郎

上智大学 理工学部 金丸 達也 北里大学 海洋生命学部 野澤 拓馬

国際基督教大学 教養学部 藤井 皆仁 日本大学 経済学部 鈴木 友大

２０１４合格実績① 東大・国公立難関大(１１名)／医学部(２０名）

卒業生６４名中  早/慶/上智/ＩＣＵ(２８名)・その他多数



大学名 学部名 氏名 大学名 学部名 氏名

日本大学 生物資源学部 袴塚 瑛介

日本大学 文学部 原 理奈

日本大学 理工学部 前田 閑彩

東洋大学 社会学部 島内 俊太朗

東洋大学 経済学部 小島 佳誉

東洋大学 国際学部 川崎 友莉子

東洋大学 文学部 渡邉 淳子

駒沢大学 経済学部 柳田 東磨

駒沢大学 グローバルメディア学部 鈴木 友大

駒沢大学 経済学部 小島 佳誉

専修大学 国際学部 川崎 友莉子

東京都市大学 理工学部 須藤 啓多

東京都市大学 工学部 高久 雄登

東京都市大学 工学部 池田 けい

神奈川大学 工学部 池田 けい

神奈川大学 スポーツ健康学部 中川 敬悟

神奈川大学 工学部 束原 悠太

神奈川大学 経営学部 亘 励

文教大学 教育学部 笹間 優衣

関東学院大学 法学部 加藤 大地

城西大学 現代政策学部 加藤 大地

亜細亜大学 経済学部 國分 友奈

日本女子大学 人間社会学部 笹間 優衣

日本女子大学 人間社会学部 椎谷 舞萌

日本女子大学 人間社会学部 鶴田 きり子

東京女子大学 現代教養学部 椎谷 舞萌

共立女子大学 文芸学部 神津 友里恵

フェリス大学 国際学部 川崎 友莉子

昭和女子大学 国際学部 川崎 友莉子

昭和女子大学 文学部 渡邉 淳子

実践女子大学 家政学部 清水 富喜子

学習院女子大学 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 渡邉 淳子

立教女学院 現代ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 國分 友奈

創価大学 文学部 藤澤 遼平

創価大学 法学部 藤澤 遼平

創価大学 経営学部 藤澤 遼平

龍谷大学 社会学部 島内 俊太朗

京都産業大学 経営学部 島内 俊太朗

東海大学 政治経済学部 島内 俊太朗

東京電機大学 理工学部 鈴木 昭慧

千葉工業大学 工学部 高久 雄登

千葉工業大学 工学部 束原 悠太

卒業生６４名中  早/慶/上智/ＩＣＵ(２８名)・その他多数

２０１４合格実績② 東大・国公立難関大(１１名)／医学部(２０名）


