
東京大学 文科二類 小枝滉斗 早稲田大学 先進理工学部 松竹理匠 明治学院大学 国際学部 小林槙子

東京大学 文科三類 田野崎.A.嵐 早稲田大学 教育学部 坂元啓祐 国学院大学 法学部 井上健太

東京大学 理科一類 山浦豪将 早稲田大学 教育学部 藤森蓉子 国学院大学 経済学部 神津雄大

京都大学 法学部 萩原周 早稲田大学 ｽﾎﾟｰﾂ科学部 梅木主道 近畿大学 経営学部 福原圭吾

東京工業大学 第７類 松村慧奈 慶応義塾大学 経済学部 目黒雄太 東京農業大学 地域環境学部 坪松彩紀

筑波大学 理工学群 松下日昇 慶応義塾大学 環境情報学部 田中堅大 東京女子大学 現代教養学部 斉藤萌絵子

首都大学東京 都市教養学部 和田哲理 慶応義塾大学 文学部 田野崎.A.嵐 津田塾大学 国際関係学部 森川愛

横浜市立大学 医学部 茂木悠平 慶応義塾大学 商学部 萩原周 日本女子大学 家政学部 明庭菜摘

慶応義塾大学 医学部（一次） 松竹理匠 慶応義塾大学 理工学部 松竹理匠 フェリス女子大学 国際交流学部 堺彩乃

東京慈恵会医科大学 医学部 本多高弘 慶応義塾大学 薬学部 長崎俊憲 フェリス女子大学 国際交流学部 M.K

順天堂大学 医学部 茂木悠平 上智大学 文学部 田野崎.A.嵐 共立女子大学 文芸学部 斉藤萌絵子

日本医科大学 医学部 茂木悠平 上智大学 文学部 坂元啓祐 大妻女子大学 文学部 得能杏奈

日本大学 医学部（一次） 本多高弘 上智大学 神学部 森川愛 東洋英和女学院大学 人間科学部 金子結

日本大学 医学部 石渡大祐 明治大学 政経学部 和田哲理 日本大学 経済学部 塩原康平

昭和大学 医学部 茂木悠平 明治大学 文学部 藤森蓉子 日本大学 芸術学部 阿波野眞子

東邦大学 医学部 本多高弘 明治大学 農学部 松村慧奈 日本大学 文理学部 藤森蓉子

東邦大学 医学部（一次） 石渡大祐 青山学院大学 経済学部 辰巳大地 日本大学 文理学部 椎名輝

岩手医科大学 医学部 本多高弘 青山学院大学 文学部 坂元啓祐 日本大学 国際学部 藤森蓉子

麻布大学 獣医学部 三井志文 青山学院大学 文学部 藤森蓉子 東洋大学 経済学部 清水翔太

防衛大学 理工学専攻 有川毅 青山学院大学 国際政経学部 辰巳大地 東洋大学 文学部 椎名輝

北里大学 薬学部 佐々木優衣 立教大学 文学部 明庭菜摘　 東洋大学 総合学部 斉藤萌絵子

北里大学 薬学部 長崎俊憲 立教大学 文学部 坂元啓祐 駒澤大学 経済学部 栗原将

北里大学 理工学部 松村慧奈 立教大学 文学部 藤森蓉子 駒澤大学 経営学部 大澤勝利

北里大学 海洋生命学部 阿部博輝 立教大学 観光学部 黒米慎 専修大学 文学部 M.K

星薬科大学 薬学部 佐々木優衣 中央大学 総合政策学部 塩原康平 神奈川大学 経済学部 大澤勝利

明治薬科大学 薬学部 小泉聖人 法政大学 社会学部 梅木主道 神奈川大学 経済学部 栗原将

昭和大学 薬学部 佐々木優衣 法政大学 経済学部 弓削今日子 神奈川大学 工学部 安達翼

昭和薬科大学 薬学部 小泉聖人 法政大学 経済学部 清水翔太 芝浦工業大学 工学部 名久井惇一

帝京平成大学 薬学部 植松藍 法政大学 経済学部 辰巳大地 東京都市大学 工学部 近藤駿

早稲田大学 政経学部 茂木悠平 法政大学 国際文化学部 小林槙子 東京都市大学 工学部 上田佳

早稲田大学 政経学部 萩原周 学習院大学 文学部 大貫詩織 亜細亜大学 経営学部 千代青李

早稲田大学 政経学部 河野　浩 学習院大学 文学部 藤森蓉子 東海大学 経済学部 清水翔太

早稲田大学 法学部 萩原周 東京理科大学 薬学部 長崎俊憲 東海大学 経済学部 神津雄大

早稲田大学 商学部 河野　浩 東京理科大学 理学部 石谷暁拡 立正大学 経済学部 中村諒

早稲田大学 商学部 萩原周 東邦大学 理学部 石井大輔 帝京大学 外国語学部 M.K

早稲田大学 文学部 田野崎.A.嵐 成蹊大学 文学部 坂元啓祐 二松学舎大学 文学部 小西章史

早稲田大学 文学部 坂元啓祐 成城大学 文芸学部 小林槙子 工学院大学 工学部 坪松彩紀

早稲田大学 文化構想学部 坂元啓祐 成城大学 文芸学部 藤森蓉子 工学院大学 工学部 山上翼

早稲田大学 基幹理工学部 山浦豪将 独協大学 経済学部 福原圭吾 東京電機大学 工学部 山上翼

早稲田大学 基幹理工学部 利根伸隆 武蔵大学 社会学部 斉藤萌絵子 千葉工業大学 工学部 宮島拓也

早稲田大学 先進理工学部 長崎俊憲 明治学院大学 国際学部 渡辺花美 麗澤大学 外国語学部 上野瑞生

東大/京大 ４名・医学/薬学 １９名・早/慶/上智 ２５名・その他多数
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