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国立 秋田大学 教育文化学部 101412101 412
国立 秋田大学 医学部 101601101 601
国立 旭川医科大学 医学部 102601102 601
国立 茨城大学 理学部 103501103 501
国立 茨城大学 工学部 103502103 502
国立 茨城大学 農学部 103661103 661
国立 岩手大学 人文社会学部 160461160 461
国立 岩手大学 農学部 160661160 661
国立 宇都宮大学 工学部 104502104 502
国立 愛媛大学 医学部 105601105 601
国立 大分大学 医学部 106601106 601
国立 大阪大学 法学部 108101108 101
国立 大阪大学 文学部 108201108 201
国立 大阪大学 外国語学部 108202108 202
国立 大阪大学 経済学部 108301108 301
国立 大阪大学 人間科学部 108421108 421
国立 大阪大学 理学部 108501108 501
国立 大阪大学 工学部 108502108 502
国立 大阪大学 基礎工学部 108504108 504
国立 大阪大学 医学部医学科 108601108 601
国立 大阪大学 歯学部 108611108 611
国立 大阪大学 医学部保健学科 108641108 641
国立 大阪大学 薬学部 108701108 701
国立 大阪教育大学 教育学部 107401107 401
国立 岡山大学 工学部 109502109 502
国立 岡山大学 医学部 109601109 601
国立 お茶の水女子大学 生活科学部 110425110 425
国立 お茶の水女子大学 文教育学部 110426110 426
国立 お茶の水女子大学 理学部 110501110 501
国立 帯広畜産大学 獣医学部 166662166 662
国立 帯広畜産大学 畜産学部 166683166 683
国立 香川大学 医学部 111601111 601
国立 鹿児島大学 農学部 164661164 661
国立 金沢大学 工学部 112502112 502
国立 金沢大学 医学部 112601112 601
国立 金沢大学 医薬保健学域 112681112 681
国立 岐阜大学 医学部 113601113 601
国立 岐阜大学 応用生物科学部 113671113 671
国立 九州大学 文学部 114201114 201
国立 九州大学 経済学部 114301114 301
国立 九州大学 理学部 114501114 501
国立 九州大学 工学部 114502114 502
国立 九州大学 芸術工学部 114527114 527
国立 九州大学 医学部 114601114 601
国立 九州大学 農学部 114661114 661
国立 九州大学 薬学部 114701114 701
国立 京都大学 法学部 116101116 101
国立 京都大学 文学部 116201116 201
国立 京都大学 経済学部 116301116 301
国立 京都大学 教育学部 116401116 401
国立 京都大学 総合人間学部 116418116 418
国立 京都大学 理学部 116501116 501
国立 京都大学 工学部 116502116 502
国立 京都大学 医学部 116601116 601
国立 京都大学 農学部 116661116 661
国立 京都大学 獣医学部 116662116 662
国立 京都大学 薬学部 116701116 701
国立 京都工芸繊維大学 工芸科学部 115769115 769
国立 熊本大学 法学部 117101117 101
国立 熊本大学 医学部 117601117 601
国立 群馬大学 社会情報学部 118415118 415
国立 群馬大学 理工学部 118503118 503
国立 群馬大学 医学部 118601118 601
国立 高知大学 工学部 119502119 502
国立 高知大学 医学部 119601119 601
国立 神戸大学 法学部 120101120 101
国立 神戸大学 文学部 120201120 201
国立 神戸大学 経済学部 120301120 301
国立 神戸大学 発達科学部 120463120 463
国立 神戸大学 理学部 120501120 501
国立 神戸大学 工学部 120502120 502
国立 神戸大学 医学部 120601120 601
国立 神戸大学 農学部 120661120 661
国立 神戸大学 海事科学部 120676120 676
国立 埼玉大学 経済学部 121301121 301
国立 埼玉大学 教育学部 121401121 401
国立 埼玉大学 教養学部 121427121 427
国立 埼玉大学 理学部 121501121 501
国立 埼玉大学 工学部 121502121 502
国立 佐賀大学 医学部 122601122 601
国立 滋賀医科大学 医学部 162601162 601

国立 静岡大学 理学部 123501123 501
国立 静岡大学 工学部 123502123 502
国立 静岡大学 情報学部 123528123 528
国立 島根大学 医学部 163601163 601
国立 信州大学 人文学部 124207124 207
国立 信州大学 理学部 124501124 501
国立 信州大学 工学部 124502124 502
国立 信州大学 繊維学部 124534124 534
国立 信州大学 医学部 124601124 601
国立 千葉大学 法経学部 125102125 102
国立 千葉大学 法政経学部 125107125 107
国立 千葉大学 文学部 125201125 201
国立 千葉大学 教育学部 125401125 401
国立 千葉大学 理学部 125501125 501
国立 千葉大学 工学部 125502125 502
国立 千葉大学 医学部 125601125 601
国立 千葉大学 看護学部 125631125 631
国立 千葉大学 園芸学部 125664125 664
国立 千葉大学 薬学部 125701125 701
国立 筑波大学 人文・文化学群 126203126 203
国立 筑波大学 社会・国際学群 126414126 414
国立 筑波大学 人間学群 126422126 422
国立 筑波大学 理工学部 126503126 503
国立 筑波大学 情報学群 126505126 505
国立 筑波大学 医学群 126601126 601
国立 筑波大学 生命環境学群 126665126 665
国立 筑波大学 芸術専門学群 126731126 731
国立 筑波大学 体育専門学群 126747126 747
国立 電気通信大学 情報理工学域 127532127 532
国立 東京大学 文科一類 134103134 103
国立 東京大学 文科三類 134204134 204
国立 東京大学 文科二類 134306134 306
国立 東京大学 理科一類 134507134 507
国立 東京大学 理科三類 134602134 602
国立 東京大学 理科二類 134666134 666
国立 東京医科歯科大学 医学部 128601128 601
国立 東京医科歯科大学 歯学部 128611128 611
国立 東京外国語大学 外国語学部 129202129 202
国立 東京外国語大学 言語文化学部 129211129 211
国立 東京外国語大学 国際社会学部 129455129 455
国立 東京海洋大学 海洋科学部 130667130 667
国立 東京海洋大学 海洋工学部 130677130 677
国立 東京学芸大学 教育学部 131401131 401
国立 東京芸術大学 音楽学部 132732132 732
国立 東京芸術大学 美術学部 132734132 734
国立 東京工業大学 理学院 133536133 536
国立 東京工業大学 工学院 133537133 537
国立 東京工業大学 物質工学院 133538133 538
国立 東京工業大学 情報理工学院 133539133 539
国立 東京工業大学 環境・社会理工学院 133540133 540
国立 東京工業大学 生命理工学院 133686133 686
国立 東京農工大学 工学部 135502135 502
国立 東京農工大学 農学部 135661135 661
国立 東北大学 法学部 136101136 101
国立 東北大学 文学部 136201136 201
国立 東北大学 経済学部 136301136 301
国立 東北大学 教育学部 136401136 401
国立 東北大学 理学部 136501136 501
国立 東北大学 工学部 136502136 502
国立 東北大学 医学部 136601136 601
国立 東北大学 歯学部 136611136 611
国立 東北大学 農学部 136661136 661
国立 東北大学 薬学部 136701136 701
国立 徳島大学 総合科学部 137467137 467
国立 徳島大学 医学部 137601137 601
国立 鳥取大学 医学部 138601138 601
国立 富山大学 医学部 139601139 601
国立 富山大学 薬学部 139701139 701
国立 長崎大学 医学部 140601140 601
国立 長崎大学 歯学部 140611140 611
国立 名古屋大学 文学部 142201142 201
国立 名古屋大学 理学部 142501142 501
国立 名古屋大学 工学部 142502142 502
国立 名古屋大学 医学部 142601142 601
国立 名古屋大学 農学部 142661142 661
国立 名古屋工業大学 工学部 141502141 502
国立 奈良教育大学 教育学部 143401143 401
国立 奈良女子大学 生活環境学部 161438161 438
国立 新潟大学 教育学部 145401145 401
国立 新潟大学 理学部 145501145 501
国立 新潟大学 医学部 145601145 601
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国立 新潟大学 歯学部 145611145 611
国立 浜松医科大学 医学部 146601146 601
国立 一橋大学 法学部 147101147 101
国立 一橋大学 経済学部 147301147 301
国立 一橋大学 商学部 147303147 303
国立 一橋大学 社会学部 147304147 304
国立 弘前大学 医学部 148601148 601
国立 広島大学 文学部 149201149 201
国立 広島大学 教育学部 149401149 401
国立 広島大学 医学部 149601149 601
国立 福井大学 工学部 150502150 502
国立 福井大学 医学部 150601150 601
国立 福島大学 人間発達文化学群 165462165 462
国立 北海道大学 法学部 151101151 101
国立 北海道大学 文学部 151201151 201
国立 北海道大学 経済学部 151301151 301
国立 北海道大学 教育学部 151401151 401
国立 北海道大学 理学部 151501151 501
国立 北海道大学 工学部 151502151 502
国立 北海道大学 医学部 151601151 601
国立 北海道大学 歯学部 151611151 611
国立 北海道大学 農学部 151661151 661
国立 北海道大学 獣医学部 151662151 662
国立 北海道大学 水産学部 151669151 669
国立 北海道大学 薬学部 151701151 701
国立 北海道大学 総合文系 151911151 911
国立 北海道大学 総合理系 151931151 931
国立 三重大学 医学部 152601152 601
国立 宮崎大学 医学部 153601153 601
国立 山形大学 医学部 154601154 601
国立 山口大学 理学部 156501156 501
国立 山口大学 医学部 156601156 601
国立 山梨大学 工学部 157502157 502
国立 山梨大学 医学部 157601157 601
国立 山梨大学 生命環境 157665157 665
国立 横浜国立大学 経済学部 158301158 301
国立 横浜国立大学 経営学部 158302158 302
国立 横浜国立大学 教育学部 158401158 401
国立 横浜国立大学 教育人間科学部 158413158 413
国立 横浜国立大学 都市科学部 158466158 466
国立 横浜国立大学 工学部 158502158 502
国立 横浜国立大学 理工学部 158503158 503
国立 琉球大学 法文学部 159104159 104
国立 琉球大学 工学部 159502159 502
国立 琉球大学 医学部 159601159 601
公立 愛知県立芸術大学 音楽学部 201732201 732
公立 大阪府立大学 工学部 220502220 502
公立 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 202639202 639
公立 金沢美術工芸大学 美術学部 203734203 734
公立 九州歯科大学 歯学部 219611219 611
公立 京都府立大学 医学部看護学科 204641204 641
公立 京都府立医科大学 医学部 204601204 601
公立 国際教養大学 国際教養学部 215402215 402
公立 埼玉県立大学 保健医療福祉学部 217640217 640
公立 札幌医科大学 医学部 205601205 601
公立 静岡県立大学 看護学部 206631206 631
公立 静岡県立大学 薬学部 206701206 701
公立 首都大学東京 都市環境学部 207428207 428
公立 首都大学東京 システムデザイン学部 207430207 430
公立 首都大学東京 健康福祉学部 207633207 633
公立 高崎経済大学 経済学部 208301208 301
公立 都留文科大学 文学部 218201218 201
公立 徳島県立医科大学 医学部 209601209 601
公立 名古屋市立大学 医学部 210601210 601
公立 名古屋市立大学 薬学部 210701210 701
公立 奈良県立医科大学 医学部 216601216 601
公立 兵庫県立大学 経営学部 211302211 302
公立 兵庫県立大学 理学部 211501211 501
公立 福島県立医科大学 医学部 212601212 601
公立 横浜市立大学 国際総合科学部 213404213 404
公立 横浜市立大学 医学部 213601213 601
公立 和歌山県立医科大学 医学部 214601214 601
私立 愛知医科大学 医学部 416601416 601
私立 青山学院大学 法学部 301101301 101
私立 青山学院大学 文学部 301201301 201
私立 青山学院大学 経済学部 301301301 301
私立 青山学院大学 経営学部 301302301 302
私立 青山学院大学 総合文化政策学部 301316301 316
私立 青山学院大学 国際政治経済学部 301317301 317
私立 青山学院大学 国際交流学部 301405301 405
私立 青山学院大学 教育人間科学部 301413301 413

私立 青山学院大学 社会情報学部 301415301 415
私立 青山学院大学 総合人間科学部 301419301 419
私立 青山学院大学 地球社会共生学部 301465301 465
私立 青山学院大学 理工学部 301503301 503
私立 青山学院大学 全学部入試 301900301 900
私立 麻布大学 獣医学部 302662302 662
私立 麻布大学 生命環境科学部 302768302 768
私立 亜細亜大学 経済学部 303301303 301
私立 岩手医科大学 医学部 304601304 601
私立 桜美林大学 リベラルアーツ学部 414213414 213
私立 大阪医科大学 医学部 414601414 601
私立 大妻女子大学 家政学部 305761305 761
私立 学習院大学 法学部 307101307 101
私立 学習院大学 文学部 307201307 201
私立 学習院大学 経済学部 307301307 301
私立 学習院大学 理学部 307501307 501
私立 学習院女子大学 文学部 306201306 201
私立 学習院女子大学 国際文化交流学部 306406306 406
私立 神奈川大学 法学部 308101308 101
私立 神奈川大学 外国語学部 308202308 202
私立 神奈川大学 経済学部 308301308 301
私立 神奈川大学 経営学部 308302308 302
私立 神奈川大学 人間科学部 308421308 421
私立 神奈川大学 理学部 308501308 501
私立 神奈川大学 工学部 308502308 502
私立 金沢医科大学 医学部 415601415 601
私立 鎌倉女子大学 児童学部 410434410 434
私立 川崎医科大学 医学部 423601423 601
私立 川村学園女子大学 文学部 425201425 201
私立 関西大学 法学部 310101310 101
私立 関西大学 経済学部 310301310 301
私立 関西大学 商学部 310303310 303
私立 関西大学 システム理工学部 310521310 521
私立 関西学院大学 総合政策学部 309420309 420
私立 関西学院大学 理工学部 309503309 503
私立 北里大学 一般教養学部 311431311 431
私立 北里大学 理学部 311501311 501
私立 北里大学 医学部 311601311 601
私立 北里大学 看護学部 311631311 631
私立 北里大学 医療衛生学部 311634311 634
私立 北里大学 獣医学部 311662311 662
私立 北里大学 海洋生命科学部 311670311 670
私立 北里大学 薬学部 311701311 701
私立 京都外国語大学 外国語学部 312202312 202
私立 京都産業大学 工学部 313502313 502
私立 京都女子大学 現代社会学部 314460314 460
私立 京都造形芸術大学 芸術学部 426731426 731
私立 共立女子大学 文芸学部 315206315 206
私立 共立女子大学 看護学部 315631315 631
私立 共立女子大学 家政学部 315761315 761
私立 杏林大学 医学部 316601316 601
私立 杏林大学 看護学部 316631316 631
私立 杏林大学 保健学部 316638316 638
私立 近畿大学 文芸学部 317206317 206
私立 近畿大学 経済学部 317301317 301
私立 近畿大学 国際学部 317411317 411
私立 近畿大学 医学部 317601317 601
私立 近畿大学 生物理工学部 317685317 685
私立 久留米大学 医学部 406601406 601
私立 慶應義塾大学 法学部 319101319 101
私立 慶應義塾大学 文学部 319201319 201
私立 慶應義塾大学 経済学部 319301319 301
私立 慶應義塾大学 商学部 319303319 303
私立 慶應義塾大学 総合政策学部 319420319 420
私立 慶應義塾大学 環境情報学部 319432319 432
私立 慶應義塾大学 理工学部 319503319 503
私立 慶應義塾大学 医学部 319601319 601
私立 慶應義塾大学 看護医療学部 319632319 632
私立 慶應義塾大学 薬学部 319701319 701
私立 恵泉女学園大学 人文学部 320207320 207
私立 工学院大学 工学部 321502321 502
私立 工学院大学 建築学部 321531321 531
私立 神戸薬科大学 薬学部 322701322 701
私立 國學院大學 法学部 323101323 101
私立 國學院大學 文学部 323201323 201
私立 國學院大學 経済学部 323301323 301
私立 國學院大學 人間開発学部 323449323 449
私立 国際医療福祉大学 医学部 413601413 601
私立 国際医療福祉大学 薬学部 413701413 701
私立 国際基督教大学 教養学部 324427324 427
私立 国士舘大学 法学部 325101325 101
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私立 国士舘大学 文学部 325201325 201
私立 国士舘大学 政経学部 325314325 314
私立 国士舘大学 21世紀アジア学部 325433325 433
私立 国士舘大学 理工学部 325503325 503
私立 国士舘大学 体育学部 325746325 746
私立 国立音楽大学 音楽学部 318732318 732
私立 駒澤大学 法学部 326101326 101
私立 駒澤大学 文学部 326201326 201
私立 駒澤大学 経済学部 326301326 301
私立 駒澤大学 経営学部 326302326 302
私立 駒澤大学 仏教学部 326434326 434
私立 駒澤大学 グローバル学部 326435326 435
私立 駒澤大学 医療健康学部 326635326 635
私立 埼玉医科大学 医学部 327601327 601
私立 産業能率大学 情報マネジメント学部 401535401 535
私立 産業医科大学 医学部 328601328 601
私立 産業能率大学 経営学部 401302401 302
私立 自治医科大学 医学部 329601329 601
私立 実践女子大学 生活科学部 411425411 425
私立 芝浦工業大学 工学部 330502330 502
私立 芝浦工業大学 理工学部 330503330 503
私立 芝浦工業大学 デザイン工学部 330516330 516
私立 芝浦工業大学 システム理工学部 330521330 521
私立 芝浦工業大学 建築学部 330531330 531
私立 順天堂大学 医学部 331601331 601
私立 順天堂大学 医療看護学部 331680331 680
私立 女子美術大学 芸術学部 339731339 731
私立 女子栄養大学 栄養学部 338764338 764
私立 上智大学 法学部 333101333 101
私立 上智大学 文学部 333201333 201
私立 上智大学 外国語学部 333202333 202
私立 上智大学 経済学部 333301333 301
私立 上智大学 国際教養学部 333402333 402
私立 上智大学 総合人間科学部 333419333 419
私立 上智大学 神学部 333436333 436
私立 上智大学 総合グローバル学部 333439333 439
私立 上智大学 理工学部 333503333 503
私立 昭和大学 医学部 336601336 601
私立 昭和大学 歯学部 336611336 611
私立 昭和大学 保健医療学部 336636336 636
私立 昭和大学 薬学部 336701336 701
私立 昭和音楽大学 音楽学部 334732334 732
私立 昭和女子大学 生活科学部 335425335 425
私立 昭和薬科大学 薬学部 337701337 701
私立 白百合女子大学 文学部 340201340 201
私立 白百合女子大学 人間総合学部 340464340 464
私立 成蹊大学 法学部 341101341 101
私立 成蹊大学 文学部 341201341 201
私立 成蹊大学 経済学部 341301341 301
私立 成蹊大学 理工学部 341503341 503
私立 成城大学 法学部 343101343 101
私立 成城大学 文芸学部 343206343 206
私立 成城大学 経済学部 343301343 301
私立 成城大学 社会イノベーション学部 343416343 416
私立 聖心女子大学 文学部 342201342 201
私立 聖マリアンナ医科大学 医学部 344601344 601
私立 聖路加看護大学 看護学部 332631332 631
私立 専修大学 法学部 345101345 101
私立 専修大学 第二法学部 345106345 106
私立 専修大学 文学部 345201345 201
私立 専修大学 経済学部 345301345 301
私立 専修大学 経営学部 345302345 302
私立 専修大学 商学部 345303345 303
私立 専修大学 第二商学部 345309345 309
私立 専修大学 第二経済学部 345315345 315
私立 専修大学 人間科学部 345421345 421
私立 専修大学 ネットワーク学部 345437345 437
私立 創価大学 法学部 346101346 101
私立 大東文化大学 文学部 408201408 201
私立 玉川大学 文学部 347201347 201
私立 玉川大学 リベラルアーツ学部 347213347 213
私立 玉川大学 経営学部 347303347 303
私立 玉川大学 教育学部 347401347 401
私立 玉川大学 農学部 347661347 661
私立 多摩美術大学 美術学部 348734348 734
私立 千葉工業大学 情報科学部 349442349 442
私立 千葉工業大学 工学部 349502349 502
私立 中央大学 法学部 350101350 101
私立 中央大学 文学部 350201350 201
私立 中央大学 経済学部 350301350 301
私立 中央大学 商学部 350303350 303

私立 中央大学 総合政策学部 350420350 420
私立 中央大学 理工学部 350503350 503
私立 津田塾大学 学芸学部 351208351 208
私立 津田塾大学 総合政策学部 351420351 420
私立 鶴見大学 歯学部 352611352 611
私立 帝京大学 文学部 353201353 201
私立 帝京大学 経済学部 353301353 301
私立 帝京大学 医学部 353601353 601
私立 帝京大学 医療技術学部 353642353 642
私立 帝京大学 薬学部 353701353 701
私立 帝京平成大学 薬学部 417701417 701
私立 東海大学 法学部 354101354 101
私立 東海大学 文学部 354201354 201
私立 東海大学 経済学部 354301354 301
私立 東海大学 観光学部 354447354 447
私立 東海大学 理学部 354501354 501
私立 東海大学 工学部 354502354 502
私立 東海大学 情報通信学部 354533354 533
私立 東海大学 医学部 354601354 601
私立 東海大学 生物学部 354682354 682
私立 東京医科大学 医学部 355601355 601
私立 東京医療保健大学 医療保健学部 356637356 637
私立 東京音楽大学 音楽学部 357732357 732
私立 東京家政大学 家政学部 359761359 761
私立 東京家政学院大学 家政学部 358761358 761
私立 東京工科大学 工学部 424502424 502
私立 東京工芸大学 芸術学部 409731409 731
私立 東京歯科大学 歯学部 419611419 611
私立 東京慈恵会医科大学 医学部 360601360 601
私立 東京女子医科大学 医学部 361601361 601
私立 東京女子医科大学 看護学部 361631361 631
私立 東京女子大学 文学部 362201362 201
私立 東京女子大学 現代教養学部 362450362 450
私立 東京女子大学 国際社会学部 362455362 455
私立 東京電機大学 工学部 363502363 502
私立 東京電機大学 理工学部 363503363 503
私立 東京電機大学 未来科学部 363530363 530
私立 東京都市大学 人間科学部 364421364 421
私立 東京都市大学 環境情報学部 364432364 432
私立 東京都市大学 都市生活学部 364453364 453
私立 東京都市大学 工学部 364502364 502
私立 東京都市大学 知識工学部 364522364 522
私立 東京農業大学 国際食料情報学部 365407365 407
私立 東京農業大学 農学部 365661365 661
私立 東京農業大学 生命科学部 365663365 663
私立 東京農業大学 応用生物科学部 365671365 671
私立 東京農業大学 生物産業学部 365672365 672
私立 東京農業大学 地域環境科学部 365673365 673
私立 東京農業大学 栄養科学部 365763365 763
私立 東京薬科大学 生命科学部 366663366 663
私立 東京薬科大学 薬学部 366701366 701
私立 東京理科大学 経営学部 367302367 302
私立 東京理科大学 理学部 367501367 501
私立 東京理科大学 工学部 367502367 502
私立 東京理科大学 理工学部 367503367 503
私立 東京理科大学 基礎工学部 367504367 504
私立 東京理科大学 理学部第二部 367523367 523
私立 東京理科大学 工学部第二部 367525367 525
私立 東京理科大学 薬学部 367701367 701
私立 同志社大学 法学部 368101368 101
私立 同志社大学 文学部 368201368 201
私立 同志社大学 経済学部 368301368 301
私立 同志社大学 商学部 368303368 303
私立 同志社大学 政策学部 368313368 313
私立 同志社大学 心理学部 368445368 445
私立 同志社大学 理工学部 368503368 503
私立 同志社大学 生命医科学部 368684368 684
私立 同志社女子大学 学芸学部 405208405 208
私立 同志社女子大学 表象文化学部 405212405 212
私立 同志社女子大学 現代社会学部 405460405 460
私立 東邦大学 理学部 369501369 501
私立 東邦大学 医学部 369601369 601
私立 東邦大学 薬学部 369701369 701
私立 桐朋学園大学 音楽学部 370732370 732
私立 東北医科薬科大学 医学部 372601372 601
私立 東北学院大学 法学部 371101371 101
私立 東北学院大学 経営学部 371302371 302
私立 東北薬科大学 薬学部 372701372 701
私立 東洋大学 法学部 374101374 101
私立 東洋大学 法学部二部 374105374 105
私立 東洋大学 文学部 374201374 201
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私立 東洋大学 経済学部 374301374 301
私立 東洋大学 経営学部 374302374 302
私立 東洋大学 社会学部 374304374 304
私立 東洋大学 経済学部二部 374308374 308
私立 東洋大学 社会学部二部 374310374 310
私立 東洋大学 国際地域学部 374408374 408
私立 東洋大学 総合情報学部 374451374 451
私立 東洋大学 工学部 374502374 502
私立 東洋大学 生命科学部 374663374 663
私立 東洋大学 ライフデザイン学部 374674374 674
私立 東洋英和女学院大学 経済学部 373301373 301
私立 東洋英和女学院大学 人間科学部 373421373 421
私立 獨協大学 法学部 376101376 101
私立 獨協大学 外国語学部 376202376 202
私立 獨協大学 経済学部 376301376 301
私立 獨協大学 国際教養学部 376402376 402
私立 獨協医科大学 医学部 375601375 601
私立 二松学舎大学 文学部 377201377 201
私立 日本大学 法学部 383101383 101
私立 日本大学 法学部二部 383105383 105
私立 日本大学 文理学部 383209383 209
私立 日本大学 経済学部 383301383 301
私立 日本大学 商学部 383303383 303
私立 日本大学 経済学部二部 383308383 308
私立 日本大学 国際関係学部 383403383 403
私立 日本大学 工学部 383502383 502
私立 日本大学 理工学部 383503383 503
私立 日本大学 生産工学部 383514383 514
私立 日本大学 医学部 383601383 601
私立 日本大学 歯学部 383611383 611
私立 日本大学 松戸歯学部 383612383 612
私立 日本大学 生物資源科学部 383675383 675
私立 日本大学 薬学部 383701383 701
私立 日本大学 芸術学部 383731383 731
私立 日本大学 全学部 383900383 900
私立 日本医科大学 医学部 378601378 601
私立 日本歯科大学 生命歯学部 379613379 613
私立 日本歯科大学 新潟生命歯学部 379614379 614
私立 日本社会事業大学 社会福祉学部 380417380 417
私立 日本獣医生命科学大学 獣医学部 381662381 662
私立 日本獣医生命科学大学 応用生命科学部 381679381 679
私立 日本女子大学 文学部 382201382 201
私立 日本女子大学 人間社会学部 382423382 423
私立 日本女子大学 理学部 382501382 501
私立 日本女子大学 家政学部 382761382 761
私立 日本赤十字看護大学 看護学部 403631403 631
私立 日本体育大学 体育学部 407746407 746
私立 兵庫医科大学 医学部 427601427 601
私立 フェリス女学院大学 文学部 384201384 201
私立 フェリス女学院大学 国際交流学部 384405384 405
私立 福岡大学 理学部 402501402 501
私立 福岡大学 医学部 402601402 601
私立 藤田保健衛生大学 医学部 385601385 601
私立 文化学園大学 服装学部 418762418 762
私立 文教大学 教育学部 386401386 401
私立 文教大学 国際学部 386411386 411
私立 文教大学 人間科学部 386421386 421
私立 法政大学 法学部 387101387 101
私立 法政大学 文学部 387201387 201
私立 法政大学 経済学部 387301387 301
私立 法政大学 経営学部 387302387 302
私立 法政大学 社会学部 387304387 304
私立 法政大学 国際文化学部 387409387 409
私立 法政大学 人間環境学部 387424387 424
私立 法政大学 現代福祉学部 387440387 440
私立 法政大学 キャリアデザイン学部 387441387 441
私立 法政大学 情報科学部 387442387 442
私立 法政大学 ＧＩＳ学部 387443387 443
私立 法政大学 理工学部 387503387 503
私立 法政大学 デザイン工学部 387516387 516
私立 法政大学 生命科学部 387663387 663
私立 法政大学 スポーツ科学部 387749387 749
私立 星薬科大学 薬学部 388701388 701
私立 松本歯科大学 歯学部 422611422 611
私立 武蔵大学 人文学部 389207389 207
私立 武蔵大学 経済学部 389301389 301
私立 武蔵大学 社会学部 389304389 304
私立 武蔵野大学 文学部 390201390 201
私立 武蔵野大学 環境学部 390452390 452
私立 武蔵野大学 人間関係学部 390456390 456
私立 武蔵野大学 看護学部 390631390 631

私立 武蔵野大学 薬学部 390701390 701
私立 武蔵野美術大学 造形学部 391735391 735
私立 明海大学 歯学部 421611421 611
私立 明治大学 法学部 393101393 101
私立 明治大学 文学部 393201393 201
私立 明治大学 経営学部 393302393 302
私立 明治大学 商学部 393303393 303
私立 明治大学 政治経済学部 393307393 307
私立 明治大学 国際日本学部 393410393 410
私立 明治大学 情報コミュニケーション 393444393 444
私立 明治大学 理工学部 393503393 503
私立 明治大学 総合数理学部 393529393 529
私立 明治大学 農学部 393661393 661
私立 明治大学 全学部入試 393900393 900
私立 明治学院大学 法学部 392101392 101
私立 明治学院大学 文学部 392201392 201
私立 明治学院大学 経済学部 392301392 301
私立 明治学院大学 社会学部 392304392 304
私立 明治学院大学 国際学部 392411392 411
私立 明治学院大学 心理学部 392445392 445
私立 明治薬科大学 薬学部 394701394 701
私立 目白大学 人間社会学部 395423395 423
私立 山口東京理科大学 工学部 404502404 502
私立 横浜薬科大学 薬学部 412701412 701
私立 酪農学園大学 獣医学部 396662396 662
私立 立教大学 法学部 397101397 101
私立 立教大学 文学部 397201397 201
私立 立教大学 経済学部 397301397 301
私立 立教大学 経営学部 397302397 302
私立 立教大学 社会学部 397304397 304
私立 立教大学 コミュニティ福祉学部 397446397 446
私立 立教大学 観光学部 397447397 447
私立 立教大学 異文化コミュニケーショ 397448397 448
私立 立教大学 現代心理学部 397454397 454
私立 立教大学 理学部 397501397 501
私立 立教大学 全学部 397900397 900
私立 立正大学 文学部 398201398 201
私立 立命館大学 法学部 399101399 101
私立 立命館大学 文学部 399201399 201
私立 立命館大学 経済学部 399301399 301
私立 立命館大学 経営学部 399302399 302
私立 立命館大学 産業社会学部 399311399 311
私立 立命館大学 政策科学部 399312399 312
私立 立命館大学 国際関係学部 399403399 403
私立 立命館大学 理工学部 399503399 503
私立 立命館大学 情報理工学部 399517399 517
私立 立命館大学 生命科学部 399663399 663
私立 立命館大学 薬学部 399701399 701
私立 立命館大学 映像学部 399736399 736
私立 早稲田大学 法学部 400101400 101
私立 早稲田大学 文学部 400201400 201
私立 早稲田大学 文化構想学部 400210400 210
私立 早稲田大学 商学部 400303400 303
私立 早稲田大学 社会科学部 400305400 305
私立 早稲田大学 政治経済学部 400307400 307
私立 早稲田大学 教育学部 400401400 401
私立 早稲田大学 国際教養学部 400402400 402
私立 早稲田大学 人間科学部 400421400 421
私立 早稲田大学 創造理工学部 400518400 518
私立 早稲田大学 基幹理工学部 400519400 519
私立 早稲田大学 先進理工学部 400520400 520
私立 早稲田大学 スポーツ科学部 400748400 748
特殊 短期大学 全種 821821821 821
特殊 海外大学 北米 841841841 841
特殊 海外大学 南米 841842841 842
特殊 海外大学 ヨーロッパ 841843841 843
特殊 海外大学 アジア 841844841 844
特殊 海外大学 オーストラリア 841845841 845
特殊 海外大学 アフリカ 841846841 846
特殊 海外大学 その他 841847841 847
特殊 専門学校 全種（専門） 861861861 861
就職 大学校 防衛大学校 801801801 801
就職 大学校 防衛医科大学校 801802801 802
就職 大学校 気象大学校 801803801 803
就職 大学校 国立看護大学校 801804801 804
就職 大学校 水産大学校 801805801 805
就職 大学校 航空保安大学校 801806801 806
就職 就職 全種（就職） 881881881 881
その他その他 全種（その他） 999999999 999


