
東京大学 文科三類 池田　剛大 東京理科大学 工学部 横倉　航一 日本大学 生物資源学部 杉浦　達也

東京工業大学 第７類 永田　博之 東京理科大学 工学部 石垣　隼人 日本大学 文理学部 伊藤　彩那

一橋大学 社会学部 渡部　恭平 東京理科大学 工学部 塩山　茂臣 日本大学 経済学部 野口　雄大

一橋大学 商学部 中村　達也 東京理科大学 工学部 安達　啓太 東洋大学 経済学部 杉山　聡

首都大学東京 都市環境学部 横倉　航一 明治大学 理工学部 永田　博之 東洋大学 国際地域学部 伊藤　彩那

電気通信大学 電気電子 橘　遼樹 明治大学 理工学部 石垣　隼人 駒沢大学 経済学部 杉山　聡

東京海洋大学 海洋科学 石井　涼子 明治大学 理工学部 橘　遼樹 専修大学 法学部 白鳥　藍

早稲田大学 基幹理工学部 永田　博之 明治大学 政治経済学部 中村　達也 東京電機大学 工学部 井上　拓也

早稲田大学 創造理工学部 安達　啓太 明治大学 経営学部 刀祢　稜 東京電機大学 建築工学部 大井　美香

早稲田大学 政治経済学部 池田　剛大 明治大学 文学部 池田　剛大 東京農業大学 農学部 杉浦　達也

早稲田大学 政治経済学部 渡部　恭平 青山学院大学 社会情報学部 吉澤　仁 東京農業大学 農学部 野澤　隆一郎

早稲田大学 文学部 下河内　愛 青山学院大学 教育人間科学部 入間　友美 東京都市大学 理工学部 立澤　遼太郎

早稲田大学 文化構想 渡辺　恭平 青山学院大学 文学部 鈴木　哲 工学院大学
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
ｻｲｴﾝｽ学部

山本　龍登

早稲田大学 文化構想 下河内　愛 立教大学 法学部 下河内　愛 国士舘大学 経済学部 熊谷　佳祐

早稲田大学 商学部 渡部　恭平 立教大学 経済学部 刀祢　稜 国士舘大学 経営学部 佐藤　浩市

早稲田大学 教育学部 中村　達也 立教大学 経済学部 中村　達也 国士舘大学 法学部 野口　雄大

早稲田大学 教育学部 安達　啓太 立教大学 社会学部 下河内　愛 玉川大学 観光経営学部 加賀　千尋

早稲田大学 教育学部 下河内　愛 立教大学 現代心理学部 鈴木　萌美 大正大学 文学部 横溝　あかり

早稲田大学 社会科学部 池田　剛大 立教大学 ｺﾐｭﾆﾃｨｰ福祉学部 下河内　愛 杏林大学 看護学部 岩井　恵

早稲田大学 人間科学部 今村　桜子 中央大学 文学部 池田　剛大 順天堂大学　 看護学部 岩井　恵

早稲田大学 人間科学部 橘　遼樹 中央大学 文学部 下河内　愛 東京女子大学 現代教養学部 飯沼　千菜美

早稲田大学 人間科学部 池田　剛大 法政大学 デザイン工学部 塩山　茂臣 東京女子大学 現代教養学部 白鳥　藍

早稲田大学 人間科学部 安達　啓太 学習院大学 経済学部 野口　雄大 日本女子大学 文学部 白鳥　藍

慶應義塾大学 理工学部 花岡　優一 成蹊大学 法学部 刀祢　稜 フェリス女子学院大学 音楽学部 石井　涼子

慶應義塾大学 理工学部 安達　啓太 明治学院大学 心理学部 白鳥　藍 フェリス女子学院大学 国際交流学部 広瀬　由佳

慶應義塾大学 理工学部 I.A 明治学院大学 経済学部 刀祢　稜 大妻女子大 人間関係学部 伊藤　彩那

慶應義塾大学 法学部 岡部　祐 明治学院大学 経済学部 齋藤　小百合 実践女子大学 生活科学部 芹澤　由希子

慶應義塾大学 商学部 中村　達也 独協大学 経済学部 冨田　尚史 東洋英和女学院大学 人間科学部 牧　恵里華

慶應義塾大学 商学部 安達　淳 東邦大学 理学部 杉浦　達也 共立女子大学 家政学部 小林　由梨佳

慶應義塾大学 環境情報学部 安達　啓太 東京薬科大学 生命科学部 杉浦　達也 東京家政学院大学 家政学部 小林　由梨佳

上智大学 外国語学部 渡部　恭平 北里大学 理学部 杉浦　達也 日本赤十字看護大学 看護学部 岩井　恵

上智大学 経済学部 渡部　恭平 日本大学 理工学部 橘　遼樹 聖路加看護大学 看護学部 岩井　恵

東京理科大学 理工学部 橘　遼樹 日本大学 理工学部 井上　拓也 東京医療保健大学 看護学部 岩井　恵

東京理科大学 理工学部 石垣　隼人 日本大学 理工学部 塩山　茂臣 日本歯科大学東京短期大学 歯科技工学科 小宮　一泰

東京理科大学 理工学部 安達　啓太 日本大学 生産工学部 大井　美香 日本大学歯学部附属専門学校 歯科技工学科 小宮　一泰

東京理科大学 理学部 永田　博之 日本大学 商学部 鈴木　哲

東大･東工大･一橋(４名)/早慶上智(２５名)/明青立法中(１８名)/その他多数

ａｐｓａｐｓａｐｓａｐｓ 2009年度合格実績
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