
東京大学 理科二類 河合河合河合河合　　　　秀信秀信秀信秀信 明治大学 情報コミ学部 木村木村木村木村　　　　真利子真利子真利子真利子 明治学院大学 経済学部 相場相場相場相場　　　　悠司悠司悠司悠司

防衛医科大学校 医学部 河合河合河合河合　　　　秀信秀信秀信秀信 明治大学 情報コミ学部 小池小池小池小池　　　　麻美麻美麻美麻美 明治学院大学 経済学部 吉岡吉岡吉岡吉岡　　　　修孝修孝修孝修孝

防衛医科大学校 医学部 北村北村北村北村　　　　拓也拓也拓也拓也 明治大学 政治経済学部 木村木村木村木村　　　　真利子真利子真利子真利子 明治学院大学 経営学部 杉本杉本杉本杉本　　　　裕基裕基裕基裕基

東京医科歯科大学 医学部 北村北村北村北村　　　　拓也拓也拓也拓也 明治大学 政治経済学部 玉置玉置玉置玉置　　　　貴史貴史貴史貴史 明治学院大学 社会学部 木村木村木村木村　　　　真利子真利子真利子真利子

信州大学 医学部 馬場馬場馬場馬場　　　　義邦義邦義邦義邦 明治大学 文学部 木村木村木村木村　　　　真利子真利子真利子真利子 明治学院大学 社会学部 玉置玉置玉置玉置　　　　貴史貴史貴史貴史

順天堂大学 医学部 北村北村北村北村　　　　拓也拓也拓也拓也 明治大学 文学部 M.K.M.K.M.K.M.K. 明治学院大学 法学部 小林小林小林小林　　　　勇貴勇貴勇貴勇貴

東京医科大学 医学部 間崎間崎間崎間崎　　　　光光光光 明治大学 理工学部 多田多田多田多田　　　　雄多雄多雄多雄多 明治学院大学 心理学部 宍野宍野宍野宍野　　　　正明正明正明正明

北里大学 医学部 八上八上八上八上　　　　有里有里有里有里 明治大学 理工学部 宮崎宮崎宮崎宮崎　　　　太郎太郎太郎太郎 東京女子大学 国際学部 佐賀佐賀佐賀佐賀　　　　ゆりゆりゆりゆり香香香香

東邦大学 医学部 河野河野河野河野　　　　優斗優斗優斗優斗 明治大学 商学部 谷谷谷谷　　　　絵里子絵里子絵里子絵里子 東京女子大学 現代教養学部 守田守田守田守田　　　　朋未朋未朋未朋未

岩手医科大学 医学部 間崎間崎間崎間崎　　　　光光光光 青山学院大学 教育人間学部 杉本杉本杉本杉本　　　　裕基裕基裕基裕基 日本女子大学 家政学部 佐賀佐賀佐賀佐賀　　　　ゆりゆりゆりゆり香香香香

聖マリアンナ大学 医学部 間崎間崎間崎間崎　　　　光光光光 青山学院大学 経営学部 田中田中田中田中　　　　直也直也直也直也 武蔵大学 人文学部 山田山田山田山田　　　　彩夏彩夏彩夏彩夏

東京工業大学 三類 宮坂宮坂宮坂宮坂　　　　浩司浩司浩司浩司 青山学院大学 経営学部 上西上西上西上西　　　　奈都美奈都美奈都美奈都美 北里大学 医療衛生学部 吉澤吉澤吉澤吉澤　　　　礁礁礁礁

大阪大学 基礎工学部 宮崎宮崎宮崎宮崎　　　　太郎太郎太郎太郎 青山学院大学 経営学部 杉本杉本杉本杉本　　　　裕基裕基裕基裕基 国学院大学 法学部 稲垣稲垣稲垣稲垣　　　　隆久隆久隆久隆久

熊本大学 歯学部 八上八上八上八上　　　　有里有里有里有里 青山学院大学 社会情報学部 山口山口山口山口　　　　貴央貴央貴央貴央 国学院大学 法学部 石塚石塚石塚石塚　　　　周周周周

東京外国語大学 外国語学部 渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　真帆真帆真帆真帆 青山学院大学 法学部 杉本杉本杉本杉本　　　　裕基裕基裕基裕基 東京農業大学 地域環境科学部 森森森森　　　　朗遥朗遥朗遥朗遥

筑波大学 社会国際学部 佐賀佐賀佐賀佐賀　　　　ゆりゆりゆりゆり香香香香 青山学院大学 法学部 小林小林小林小林　　　　勇貴勇貴勇貴勇貴 日本大学 芸術学部 飯尾飯尾飯尾飯尾　　　　玲菜玲菜玲菜玲菜

千葉大学 理学部 山口山口山口山口　　　　拓人拓人拓人拓人 立教大学 社会学部 木村木村木村木村　　　　真利子真利子真利子真利子 日本大学 経済学部 加藤加藤加藤加藤　　　　笑子笑子笑子笑子

横浜国立大学 経営学部 谷谷谷谷　　　　絵里子絵里子絵里子絵里子 立教大学 社会学部 玉置玉置玉置玉置　　　　貴史貴史貴史貴史 日本大学 理工学部 森森森森　　　　朗遥朗遥朗遥朗遥

電気通信大学 電気通信工学部 宇治田宇治田宇治田宇治田　　　　弥恵弥恵弥恵弥恵 立教大学 文学部 山田山田山田山田　　　　彩夏彩夏彩夏彩夏 日本大学 商学部 杉本杉本杉本杉本　　　　裕基裕基裕基裕基

東京海洋大学 海洋科学部 森森森森　　　　朗遥朗遥朗遥朗遥 立教大学 文学部 守田守田守田守田　　　　朋未朋未朋未朋未 駒澤大学 文学部 山田山田山田山田　　　　彩夏彩夏彩夏彩夏

首都大学東京 経営学部 飯尾飯尾飯尾飯尾　　　　玲菜玲菜玲菜玲菜 立教大学 文学部 A.Y.A.Y.A.Y.A.Y. 駒澤大学 医療衛生学部 吉澤吉澤吉澤吉澤　　　　礁礁礁礁

首都大学東京 都市環境学部 須藤須藤須藤須藤　　　　晃晃晃晃 立教大学 法学部 木村木村木村木村　　　　真利子真利子真利子真利子 駒澤大学 経営学部 榊原榊原榊原榊原　　　　塁塁塁塁

慶應義塾大学 理工学部 宮崎宮崎宮崎宮崎　　　　太郎太郎太郎太郎 立教大学 法学部 M.K.M.K.M.K.M.K. 駒澤大学 経営学部 吉原吉原吉原吉原　　　　正正正正

慶應義塾大学 理工学部 宮坂宮坂宮坂宮坂　　　　浩司浩司浩司浩司 立教大学 経済学部 谷谷谷谷　　　　絵里子絵里子絵里子絵里子 専修大学 経済学部 山口山口山口山口　　　　貴央貴央貴央貴央

慶應義塾大学 薬学部 河合河合河合河合　　　　秀信秀信秀信秀信 中央大学 法学部 佐賀佐賀佐賀佐賀　　　　ゆりゆりゆりゆり香香香香 芝浦工業大学 システム理工学部 A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.

慶應義塾大学 薬学部 北村北村北村北村　　　　拓也拓也拓也拓也 中央大学 経済学部 宇治田宇治田宇治田宇治田　　　　弥恵弥恵弥恵弥恵 芝浦工業大学 工学部 宮崎宮崎宮崎宮崎　　　　太郎太郎太郎太郎

慶應義塾大学 法学部 渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　真帆真帆真帆真帆 中央大学 理工学部 須藤須藤須藤須藤　　　　晃晃晃晃 芝浦工業大学 工学部 須藤須藤須藤須藤　　　　晃晃晃晃

慶應義塾大学 環境情報学部 宇治田宇治田宇治田宇治田　　　　弥恵弥恵弥恵弥恵 法政大学 経営学部 杉本杉本杉本杉本　　　　裕基裕基裕基裕基 神奈川大学 経済学部 吉岡吉岡吉岡吉岡　　　　修孝修孝修孝修孝

慶應義塾大学 先進理工学部 河合河合河合河合　　　　秀信秀信秀信秀信 法政大学 経営学部 田中田中田中田中　　　　直也直也直也直也 神奈川大学 法学部 高橋高橋高橋高橋　　　　侑也侑也侑也侑也

早稲田大学 基幹理工学部 宮崎宮崎宮崎宮崎　　　　太郎太郎太郎太郎 法政大学 経営学部 S.H.S.H.S.H.S.H. 白百合女子大学 文学部 佐賀佐賀佐賀佐賀　　　　ゆりゆりゆりゆり香香香香

早稲田大学 基幹理工学部 河合河合河合河合　　　　秀信秀信秀信秀信 法政大学 社会学部 木村木村木村木村　　　　真利子真利子真利子真利子 東海大学 工学部 高橋高橋高橋高橋　　　　天己天己天己天己

早稲田大学 基幹理工学部 石橋石橋石橋石橋　　　　健健健健 法政大学 社会学部 M.K.M.K.M.K.M.K. 東海大学 文学部 宍野宍野宍野宍野　　　　正明正明正明正明

早稲田大学 政経学部 田中田中田中田中　　　　直也直也直也直也 学習院大学 文学部 荒荒荒荒　　　　悠哉悠哉悠哉悠哉 東京電機大学 情報通信工学部 榎榎榎榎　　　　雄也雄也雄也雄也

早稲田大学 教育学部 木村木村木村木村　　　　真利子真利子真利子真利子 学習院大学 文学部 木村木村木村木村　　　　真利子真利子真利子真利子 国士舘大学 体育学部 秋山秋山秋山秋山　　　　幸輝幸輝幸輝幸輝

早稲田大学 教育学部 杉本杉本杉本杉本　　　　裕基裕基裕基裕基 学習院大学 法学部 S.Y.S.Y.S.Y.S.Y. 帝京平成大学 健康メディカル学部 豊住豊住豊住豊住　　　　隼隼隼隼

早稲田大学 文学部 木村木村木村木村　　　　真利子真利子真利子真利子 立命館大学 理工学部 多田多田多田多田　　　　雄多雄多雄多雄多 帝京科学大学 医療科学部 豊住豊住豊住豊住　　　　隼隼隼隼

早稲田大学 文学部 玉置玉置玉置玉置　　　　貴史貴史貴史貴史 同志社大学 経済学部 相場相場相場相場　　　　悠司悠司悠司悠司 桜美林大学 リベラルアーツ学部 宍野宍野宍野宍野　　　　正明正明正明正明

早稲田大学 人間科学部 宮崎宮崎宮崎宮崎　　　　太郎太郎太郎太郎 成蹊大学 経済学部 河合河合河合河合　　　　美穂美穂美穂美穂 東洋英和女学院大学 国際社会学部 島田島田島田島田　　　　結花結花結花結花

上智大学 情報理工学部 大谷大谷大谷大谷　　　　優優優優 成蹊大学 文学部 木村木村木村木村　　　　真利子真利子真利子真利子 和光大学 現代人間学部 中野中野中野中野　　　　聡紀聡紀聡紀聡紀

東京理科大学 経営学部 佐賀佐賀佐賀佐賀　　　　ゆりゆりゆりゆり香香香香 成蹊大学 理工学部 多田多田多田多田　　　　雄多雄多雄多雄多 東洋学園大学 経営学部 臼井臼井臼井臼井　　　　唱唱唱唱

東京理科大学 理工学部 宮崎宮崎宮崎宮崎　　　　太郎太郎太郎太郎 成蹊大学 文学部 木村木村木村木村　　　　真利子真利子真利子真利子 江戸川大学 マスコミ学部 臼井臼井臼井臼井　　　　唱唱唱唱

東京理科大学 理工学部 須藤須藤須藤須藤　　　　晃晃晃晃 成蹊大学 文学部 守田守田守田守田　　　　朋未朋未朋未朋未 明星大学 人文学部 佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　公紀公紀公紀公紀

明治大学 経営学部 杉本杉本杉本杉本　　　　裕基裕基裕基裕基 成蹊大学 法学部 加藤加藤加藤加藤　　　　笑子笑子笑子笑子

東大･医学部(１１名)/早慶上智理科大(２０名)/明青立法中(３３名)/その他
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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


