
卒業生卒業生卒業生卒業生 324324324324
進進進進　　　　学学学学 176176176176
就就就就　　　　職職職職 2222
浪人等浪人等浪人等浪人等 146146146146

〔〔〔〔国立大学国立大学国立大学国立大学〕〕〕〕

大    学大    学大    学大    学 学  部学  部学  部学  部 現役現役現役現役 卒業生卒業生卒業生卒業生 合計合計合計合計 大    学大    学大    学大    学 学  部学  部学  部学  部 現役現役現役現役 卒業生卒業生卒業生卒業生 合計合計合計合計
旭旭旭旭 川川川川 医医医医 科科科科 医医医医医医医医 1111 1111 人文人文人文人文　　　　　　　　　　　　 3333 2222

文文文文 1111 経済経済経済経済　　　　　　　　　　　　 6666 4444
経済経済経済経済 1111 教育教育教育教育　　　　　　　　　　　　 2222 3333
工工工工 1111 理理理理　　　　　　　　　　　　　　　　 2222 3333
総合理系総合理系総合理系総合理系 1111 1111 工工工工　　　　　　　　　　　　　　　　 2222

岩岩岩岩 手手手手 農農農農　　　　　　　　　　　　　　　　 1111 1111 繊維繊維繊維繊維　　　　　　　　　　　　 2222 1111
文文文文 3333 1111 農農農農 1111
法法法法　　　　　　　　　　　　　　　　 2222 医医医医医医医医 4444 3333
経済経済経済経済 1111 2222 医保医保医保医保　　　　　　　　　　　　　　　　 2222 2222
理理理理　　　　　　　　　　　　　　　　 1111 農農農農 2222
工工工工 5555 情報情報情報情報 1111

秋秋秋秋 田田田田 医医医医医医医医 1111 2222 3333 浜浜浜浜 松松松松 医医医医 科科科科 医医医医医医医医 1111 1111
山山山山 形形形形 医医医医医医医医 1111 1111 愛愛愛愛 知知知知 教教教教 育育育育 教育教育教育教育 1111 1111

人文人文人文人文 2222 教育教育教育教育 2222
教育教育教育教育 1111 法法法法　　　　　　　　　　　　　　　　 1111
工工工工 1111 経済経済経済経済 1111
農農農農 1111 理理理理 1111
人文人文人文人文・・・・文化文化文化文化 1111 工工工工 3333
理工理工理工理工 1111 医医医医医医医医 1111
生命環境生命環境生命環境生命環境 1111 医保医保医保医保 2222
医看医看医看医看 1111 情報情報情報情報 1111
人間人間人間人間 2222 三三三三 重重重重 医医医医医医医医 1111 1111
情報情報情報情報 1111 経済経済経済経済　　　　　　　　　　　　 1111 1111
医保医保医保医保 1111 医健康医健康医健康医健康 1111
社会情報社会情報社会情報社会情報 1111 総合人間総合人間総合人間総合人間 1111
教養教養教養教養 1111 外国語外国語外国語外国語 2222
経済経済経済経済 1111 法法法法　　　　　　　　　　　　　　　　 1111
教育教育教育教育 1111 経営経営経営経営 1111
工工工工 1111 医保医保医保医保　　　　　　　　　　　　　　　　 1111
文文文文 1111 理理理理　　　　　　　　　　　　　　　　 1111 1111
法経法経法経法経 2222 1111 生活環境生活環境生活環境生活環境 2222
工工工工 2222 鳥鳥鳥鳥 取取取取 医生命医生命医生命医生命 1111 1111
看護看護看護看護 1111 経済経済経済経済 1111
理理理理 1111 歯歯歯歯 1111
生活科学生活科学生活科学生活科学 1111 香香香香 川川川川 法法法法　　　　　　　　　　　　　　　　 1111 1111

電電電電 気気気気 通通通通 信信信信 情報理工情報理工情報理工情報理工 3333 1111 4444 教育教育教育教育 1111
文科三類文科三類文科三類文科三類　　　　 1111 2222 医医医医医医医医 2222
理科一類理科一類理科一類理科一類　　　　 3333 1111 九九九九 州州州州 芸術工芸術工芸術工芸術工 1111 1111
理科二類理科二類理科二類理科二類 1111 長長長長 崎崎崎崎 薬薬薬薬 1111 1111

東東東東京京京京外外外外国国国国語語語語 外国語外国語外国語外国語 1111 1111 経済経済経済経済 1111
東東東東 京京京京 海海海海 洋洋洋洋 海洋科学海洋科学海洋科学海洋科学 1111 1111 医医医医医医医医 1111
東東東東 京京京京 学学学学 芸芸芸芸 教育教育教育教育 6666 2222 8888 宮宮宮宮 崎崎崎崎 医医医医医医医医 1111 1111

第第第第１１１１類類類類 1111 琉琉琉琉 球球球球 法文法文法文法文 1111 1111
第第第第５５５５類類類類 1111 1111 105105105105 96969696 201201201201

東東東東 京京京京 農農農農 工工工工 工工工工 2222 2222
法法法法　　　　　　　　　　　　　　　　 1111
経済経済経済経済 1111
経済経済経済経済 2222 2222 〔〔〔〔公立大学公立大学公立大学公立大学〕〕〕〕
経営経営経営経営 1111
理工理工理工理工 1111 2222 大    学大    学大    学大    学 学  部学  部学  部学  部 現役現役現役現役 卒業生卒業生卒業生卒業生 合計合計合計合計
人文人文人文人文　　　　　　　　　　　　 1111 地域政策地域政策地域政策地域政策 2222
経済経済経済経済 1111 経済経済経済経済 1111 1111
工工工工 1111 埼埼埼埼 玉玉玉玉 県県県県 立立立立 保健医療保健医療保健医療保健医療 1111 1111
経済経済経済経済 1111 都市教養都市教養都市教養都市教養 1111 2222
理理理理 1111 システムシステムシステムシステム 1111
医医医医医医医医 1111 横横横横 浜浜浜浜 市市市市 立立立立 国際総合国際総合国際総合国際総合 1111 1111 2222
芸術文化芸術文化芸術文化芸術文化 1111 都都都都 留留留留 文文文文 科科科科 文文文文 3333 3333
人間社会人間社会人間社会人間社会 7777 1111 長長長長野野野野県県県県看看看看護護護護 看護看護看護看護 2222 2222 4444
理工理工理工理工 2222 1111 愛愛愛愛 知知知知 県県県県 立立立立 看護看護看護看護 1111 1111
医医医医医医医医 1111 名名名名古古古古屋屋屋屋市市市市立立立立 1111 1111
医保医保医保医保 1111 和歌山県立医科和歌山県立医科和歌山県立医科和歌山県立医科 医医医医医医医医 1111 1111
医薬医薬医薬医薬 2222 大大大大 阪阪阪阪 市市市市 立立立立 経済経済経済経済 1111 1111

福福福福 井井井井 医医医医医医医医 3333 3333 7777 15151515 22222222

金金金金 沢沢沢沢 15151515

合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　計計計計

富富富富 山山山山 4444
首都大学東京首都大学東京首都大学東京首都大学東京 4444

新新新新 潟潟潟潟 3333
高高高高 崎崎崎崎 経経経経 済済済済 4444

横横横横 浜浜浜浜 国国国国 立立立立 8888

進 路 状 況進 路 状 況進 路 状 況進 路 状 況
（（（（平成平成平成平成23232323年年年年5555月月月月1111日現在日現在日現在日現在　　　　合格延数合格延数合格延数合格延数））））

東東東東 京京京京 工工工工 業業業業 3333
合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　計計計計

一一一一 橋橋橋橋 2222

東東東東 京京京京 8888

大大大大 分分分分 2222

おおおお茶茶茶茶のののの水水水水女女女女
子子子子

2222

高高高高 知知知知 3333

2222

千千千千 葉葉葉葉 7777
奈奈奈奈 良良良良 女女女女 子子子子 4444

広広広広 島島島島 2222

4444
群群群群 馬馬馬馬 2222

埼埼埼埼 玉玉玉玉 4444
大大大大 阪阪阪阪 3333

神神神神 戸戸戸戸

3333

茨茨茨茨 城城城城 5555

名名名名 古古古古 屋屋屋屋 12121212

筑筑筑筑 波波波波 7777

京京京京 都都都都

信信信信 州州州州 42424242

北北北北 海海海海 道道道道 5555

東東東東 北北北北 15151515

静静静静 岡岡岡岡



　　　　
〔〔〔〔私立大学私立大学私立大学私立大学〕〕〕〕

大    学大    学大    学大    学 現役現役現役現役 卒業生卒業生卒業生卒業生 合計合計合計合計 大    学大    学大    学大    学 現役現役現役現役 卒業生卒業生卒業生卒業生
酪酪酪酪 農農農農 学学学学 園園園園 1111 1111 麻麻麻麻 布布布布 1111
東東東東 北北北北 薬薬薬薬 科科科科 1111 1111 神神神神 奈奈奈奈 川川川川 3333 1111
国国国国 際際際際 医医医医 療療療療 福福福福 祉祉祉祉 1111 1111 関関関関 東東東東 学学学学 院院院院 2222 1111
自自自自 治治治治 医医医医 科科科科 1111 1111 金金金金 沢沢沢沢 医医医医 科科科科 1111
獨獨獨獨 協協協協 医医医医 科科科科 4444 4444 金金金金 沢沢沢沢 工工工工 業業業業 1111
埼埼埼埼 玉玉玉玉 医医医医 科科科科 1111 1111 諏諏諏諏 訪訪訪訪 東東東東 京京京京 理理理理 科科科科 1111
獨獨獨獨 協協協協 1111 1111 松松松松 本本本本 1111
文文文文 教教教教 3333 5555 8888 岐岐岐岐 阜阜阜阜 医医医医 療療療療 科科科科 学学学学 2222
神神神神 田田田田 外外外外 語語語語 1111 1111 岐岐岐岐 阜阜阜阜 聖聖聖聖 徳徳徳徳 学学学学 園園園園 1111
東東東東 京京京京 歯歯歯歯 科科科科 1111 1111 中中中中 京京京京 2222
青青青青 山山山山 学学学学 院院院院 8888 8888 名名名名 古古古古 屋屋屋屋 外外外外 国国国国 語語語語 1111
大大大大 妻妻妻妻 女女女女 子子子子 1111 1111 南南南南 山山山山 1111
学学学学 習習習習 院院院院 3333 2222 5555 藤藤藤藤 田田田田 保保保保 健健健健 衛衛衛衛 生生生生 1111 3333
北北北北 里里里里 3333 2222 5555 京京京京 都都都都 女女女女 子子子子 1111 2222
共共共共 立立立立 女女女女 子子子子 1111 1111 京京京京 都都都都 造造造造 形形形形 芸芸芸芸 術術術術 2222
杏杏杏杏 林林林林 1111 2222 3333 同同同同 志志志志 社社社社 4444 11111111
慶慶慶慶 應應應應 義義義義 塾塾塾塾 16161616 11111111 27272727 同同同同 志志志志 社社社社 女女女女 子子子子 2222
工工工工 学学学学 院院院院 1111 1111 立立立立 命命命命 館館館館 8888 35353535
國國國國 學學學學 院院院院 1111 4444 5555 関関関関 西西西西 5555 4444
国国国国 際際際際 基基基基 督督督督 教教教教 1111 1111 近近近近 畿畿畿畿 2222 2222
駒駒駒駒 澤澤澤澤 2222 3333 5555 関関関関 西西西西 学学学学 院院院院 1111
駒駒駒駒 沢沢沢沢 女女女女 子子子子 1111 1111 川川川川 崎崎崎崎 医医医医 科科科科 1111
実実実実 践践践践 女女女女 子子子子 1111 1111 広広広広 島島島島 工工工工 業業業業 1111
芝芝芝芝 浦浦浦浦 工工工工 業業業業 3333 4444 7777 福福福福 岡岡岡岡 医医医医 科科科科 1111
順順順順 天天天天 堂堂堂堂 1111 5555 6666 合合合合　　　　　　　　計計計計 179179179179 323323323323
上上上上 智智智智 4444 2222 6666
昭昭昭昭 和和和和 2222 2222
昭昭昭昭 和和和和 女女女女 子子子子 1111 1111 〔〔〔〔短期大学短期大学短期大学短期大学・・・・文部科学省所管外文部科学省所管外文部科学省所管外文部科学省所管外のののの大学校大学校大学校大学校〕〕〕〕
昭昭昭昭 和和和和 薬薬薬薬 科科科科 1111 2222 3333
成成成成 蹊蹊蹊蹊 2222 5555 7777 学 校 名学 校 名学 校 名学 校 名 現役現役現役現役 卒業生卒業生卒業生卒業生
成成成成 城城城城 2222 1111 3333 上上上上 智智智智 短短短短 大大大大 1111
専専専専 修修修修 1111 2222 3333 長長長長 野野野野 県県県県 短短短短 大大大大 1111
拓拓拓拓 殖殖殖殖 3333 3333 国国国国 立立立立 看看看看 護護護護 大大大大 学学学学 校校校校 1111
多多多多 摩摩摩摩 美美美美 術術術術 2222 2222 水水水水 産産産産 大大大大 学学学学 校校校校 1111
中中中中 央央央央 20202020 29292929 49494949 防防防防 衛衛衛衛 医医医医 科科科科 大大大大 学学学学 校校校校 2222
津津津津 田田田田 塾塾塾塾 8888 8888 合合合合　　　　　　　　計計計計 3333 3333
帝帝帝帝 京京京京 科科科科 学学学学 1111 1111
東東東東 海海海海 2222 2222 4444
東東東東 京京京京 医医医医 科科科科 1111 1111 〔〔〔〔各種各種各種各種・・・・専修学校専修学校専修学校専修学校・その・その・その・その他他他他〕〕〕〕
東東東東 京京京京 家家家家 政政政政 2222 2222
東東東東 京京京京 経経経経 済済済済 2222 2222 学 校 名学 校 名学 校 名学 校 名 現役現役現役現役 卒業生卒業生卒業生卒業生
東東東東 京京京京 工工工工 科科科科 4444 4444 大原大原大原大原スポーツスポーツスポーツスポーツ公務員専公務員専公務員専公務員専 1111
東東東東 京京京京 工工工工 芸芸芸芸 1111 1111 長長長長 野野野野 赤赤赤赤 十十十十 字字字字 看看看看 護護護護 専専専専 1111
東東東東 京京京京 慈慈慈慈 恵恵恵恵 会会会会 医医医医 科科科科 1111 1111 専門学校専門学校専門学校専門学校ビジョナリーアーツビジョナリーアーツビジョナリーアーツビジョナリーアーツ 1111
東東東東 京京京京 女女女女 子子子子 2222 2222 4444 防衛医科大学校高等看護学院防衛医科大学校高等看護学院防衛医科大学校高等看護学院防衛医科大学校高等看護学院 1111
東東東東 京京京京 電電電電 機機機機 1111 1111 合合合合　　　　　　　　計計計計 4444
東東東東 京京京京 都都都都 市市市市 1111 1111
東東東東 京京京京 農農農農 業業業業 1111 2222 3333
東東東東 京京京京 薬薬薬薬 科科科科 2222 5555 7777
東東東東 京京京京 理理理理 科科科科 3333 22222222 25252525 〔〔〔〔国公立医学部医学科国公立医学部医学科国公立医学部医学科国公立医学部医学科〕〕〕〕
東東東東 邦邦邦邦 2222 2222
東東東東 洋洋洋洋 2222 2222 大    学大    学大    学大    学 現役現役現役現役 卒業生卒業生卒業生卒業生
日日日日 本本本本 2222 8888 10101010 旭旭旭旭 川川川川 医医医医 科科科科 1111
日日日日 本本本本 歯歯歯歯 科科科科 4444 4444 秋秋秋秋 田田田田 1111 2222
日日日日 本本本本 女女女女 子子子子 7777 5555 12121212 山山山山 形形形形 1111
日日日日 本本本本 赤赤赤赤 十十十十 字字字字 看看看看 護護護護 1111 1111 富富富富 山山山山 1111
法法法法 政政政政 3333 13131313 16161616 金金金金 沢沢沢沢 1111
星星星星 薬薬薬薬 科科科科 7777 7777 福福福福 井井井井 3333
武武武武 蔵蔵蔵蔵 野野野野 1111 1111 信信信信 州州州州 4444 3333
武武武武 蔵蔵蔵蔵 野野野野 美美美美 術術術術 1111 1111 浜浜浜浜 松松松松 医医医医 科科科科 1111
明明明明 治治治治 11111111 24242424 35353535 名名名名 古古古古 屋屋屋屋 1111
明明明明 治治治治 学学学学 院院院院 1111 2222 3333 三三三三 重重重重 1111
明明明明 治治治治 薬薬薬薬 科科科科 2222 5555 7777 和和和和 歌歌歌歌 山山山山 県県県県 立立立立 医医医医 科科科科 1111
明明明明 星星星星 1111 1111 高高高高 知知知知 2222
立立立立 教教教教 4444 12121212 16161616 大大大大 分分分分 1111
立立立立 正正正正 1111 1111 宮宮宮宮 崎崎崎崎 1111
早早早早 稲稲稲稲 田田田田 15151515 22222222 37373737 合合合合　　　　　　　　計計計計 6666 19191919


