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(2019．４．15 現在) 一部抜粋 
 

京都大学       総合人間学部 聖マリアンナ医科大学     医学部医学科 

京都大学       農学部 聖マリアンナ医科大学     医学部医学科 

北海道大学      医学部医学科 北里大学           医学部医学科     

札幌医科大学     医学部医学科 岩手医科大学         医学部医学科 

札幌医科大学     医学部医学科 岩手医科大学         医学部医学科 

札幌医科大学     医学部医学科 川崎医科大学         医学部医学科 

札幌医科大学     医学部医学科 チェコ国立 Masaryk University 医学部医学科 

札幌医科大学     医学部医学科 チェコ国立 Charles University  医学部医学科 

札幌医科大学     医学部医学科 大阪大学             法学部 

旭川医科大学     医学部医学科 大阪大学             外国語学部 

旭川医科大学     医学部医学科 大阪大学             外国語学部   

旭川医科大学     医学部医学科 大阪大学             基礎工学部 

旭川医科大学     医学部医学科   東北大学           理学部 

防衛医科大学校    医学部医学科 東北大学             経済学部 

日本医科大学     医学部医学科 北海道大学          総合理系 

関西医科大学     医学部医学科 北海道大学            総合理系 

国際医療福祉大学   医学部医学科 北海道大学            総合理系 

杏林大学       医学部医学科 北海道大学            総合理系 

東京女子医科大学   医学部医学科 北海道大学            総合理系 

愛知医科大学     医学部医学科 北海道大学            工学部 

帝京大学       医学部医学科 北海道大学            医学部 

帝京大学       医学部医学科 北海道大学            水産学部 
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北海道大学       歯学部 航空保安大学校 

一橋大学        経済学部 慶應義塾大学        法学部 

神戸大学         医学部 慶應義塾大学        法学部 

東京外国語大学     言語文化学部           慶應義塾大学        総合政策学部 

東京外国語大学      言語文化学部 慶應義塾大学        環境情報学部 

東京外国語大学      言語文化学部 慶應義塾大学        理工学部 

東京外国語大学       国際社会学部 早稲田大学           法学部 

横浜国立大学        都市科学部 早稲田大学           法学部 

千葉大学        薬学部 早稲田大学          基幹理工学部 

岡山大学       薬学部 早稲田大学          スポーツ科学部 

長崎大学       薬学部 国際基督教大学      教養学部 

山口東京理科大    薬学部 上智大学           外国語学部 

東京藝術大学      美術学部 上智大学           外国語学部 

防衛医科大学校   上智大学           外国語学部 

防衛医科大学校 上智大学          理工学部 

防衛医科大学校 東京理科大学       薬学部 

防衛大学校 東京理科大学       薬学部 

防衛大学校 東京理科大学       薬学部 

防衛大学校 東京理科大学       理工学部 

防衛大学校 東京理科大学       理工学部 

防衛大学校 東京理科大学       理工学部 

防衛大学校 東京理科大学       基礎工学部 

防衛大学校 東京理科大学      基礎工学部 

気象大学校 東京理科大学      基礎工学部 
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東京理科大学       工学部 明治大学        理工学部 

東京理科大学       工学部 青山学院大学    国際政経学部 

東京理科大学    経営学部 青山学院大学    経営学部 

東京理科大学   理学部 青山学院大学    経済学部 

東京理科大学   理学部 青山学院大学    文学部 

酪農学園大学    獣医学群獣医学類 青山学院大学    文学部 

酪農学園大学    獣医学群獣医学類 青山学院大学    コミュニティ人間科学部 

酪農学園大学    獣医学群獣医学類 立教大学        文学部 

酪農学園大学    獣医学群獣医学類 立教大学        文学部 

北里大学       獣医学部獣医学科 中央大学        法学部 

明治大学        政治経済学部 中央大学       法学部 

明治大学        法学部 中央大学       法学部 

明治大学        商学部 中央大学        法学部 

明治大学        文学部 中央大学      法学部 

明治大学        文学部 中央大学        法学部 

明治大学        情報コミュニケーション学部 中央大学        法学部 

明治大学        情報コミュニケーション学部 中央大学        文学部 

明治大学        農学部 中央大学        国際経営学部 

明治大学        農学部 中央大学        理工学部 

明治大学        農学部 中央大学        理工学部 

明治大学        理工学部 中央大学        理工学部 

明治大学        理工学部 法政大学        社会学部 

明治大学        理工学部 法政大学        社会学部 
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法政大学        経営学部 Worcester Polytechnic Institute 

法政大学        情報科学部 Michigan State University 

法政大学        情報科学部 Masaryk University 

法政大学        理工学部 Charles University 

法政大学        人間環境学部 立命館大学(学内進学)             １０６名 

学習院大学      文学部 
立命館アジア太平洋大学  

（学内進学）                  １４名   

State University of New York 他 


