
東京慈恵会医科大学 医学部（横浜雙葉）

東邦大学 医学部（横浜雙葉）

順天堂大学 医学部（東京学芸大附属）

早稲田大学 文化構想学部 (攻玉社)

早稲田大学 文化構想学部 (攻玉社)

早稲田大学 文化構想学部 (聖ドミニコ学園)

早稲田大学 文学部（朋優学院）

早稲田大学 文学部（頌栄女子学院）

早稲田大学 文学部（普連土学園）

早稲田大学 文学部（聖ドミニコ学園）

早稲田大学 文学部（成城）

早稲田大学 文学部（鴎友学園女子）

早稲田大学 文学部（普連土学園）

富山大学 医学部（豊島岡女子学園）

東京工業大学 理学院（聖心女子）

東京工業大学 工学院（フェリス女学院）

一橋大学 社会学部（日比谷）

神戸大学 国際人間科学部（芝）

千葉大学 法政経学部（青山）

千葉大学 園芸学部（桜修館中等教育）

横浜国立大学 経済学部（洗足学園）

横浜国立大学 理工学部（都市大等々力）

横浜市立大学 国際教養学部（頌栄女子学院）

静岡大学 工学部（目黒）

山梨大学 生命環境学部（科学技術学園）

都留文科大学 文学部（都市大等々力）



早稲田大学 基幹理工学部（フェリス女学院）

早稲田大学 先進理工学部（聖心女子）

早稲田大学 人間科学部（森村学園）

早稲田大学 人間科学部（朋優学院）

慶應義塾大学 文学部 (カリタス女子)

慶應義塾大学 理工学部 (聖心女子)

慶應義塾大学 理工学部（フェリス女学院）

慶應義塾大学 環境情報学部 (日比谷)

慶應義塾大学 総合政策部（頌栄女子学院）

上智大学 文学部 (頌栄女子)

上智大学 文学部 (攻玉社)

上智大学 文学部 (攻玉社)

上智大学 文学部 （成城学園）

早稲田大学 文学部（成城）

早稲田大学 政治経済学部（東京学芸大附属）

早稲田大学 社会科学部（成城）

早稲田大学 社会科学部（カリタス女子）

早稲田大学 商学部（成城）

早稲田大学 商学部（カリタス女子）

早稲田大学 教育学部（聖心女子）

早稲田大学 教育学部（成城）

早稲田大学 教育学部（攻玉社）

早稲田大学 教育学部（攻玉社）

早稲田大学 教育学部（立教女学院）

早稲田大学 教育学部（二松學舎大学附属）

早稲田大学 国際教養学部（頌栄女子学院）



上智大学 理工学部（聖心女子）

上智大学 理工学部 (東工大附属科学技術)

東京理科大学 理学部 (聖心女子)

東京理科大学 理学部 (聖心女子)

東京理科大学 理工学部 （芝）

東京理科大学 理工学部 （芝）

東京理科大学 理工学部 （立教女学院）

東京理科大学 先進工学部 （東京都市大学等々力）

東京理科大学 工学部 （東京都市大学等々力）

東京理科大学 工学部 （フェリス女学院）

東京理科大学 経営学部（新宿）

東京理科大学 経営学部（新宿）

東京理科大学 経営学部（東洋英和女学院）

上智大学 文学部 （日比谷）

上智大学 外国語学部（頌栄女子）

上智大学 法学部 (東京学芸大附属)

上智大学 法学部（田園調布雙葉）

上智大学 法学部（東京学芸大附属）

上智大学 法学部（成城）

上智大学 法学部（桐蔭学園）

上智大学 経済学部 (聖心女子)

上智大学 経済学部 (頌栄女子)

上智大学 経済学部（聖心女子）

上智大学 総合人間学部 （東京都市大学付属）

上智大学 理工学部（聖心女子）

上智大学 理工学部（フェリス女子学院）



明治大学 文学部（森村学園）

明治大学 文学部（聖ドミニコ学園）

明治大学 文学部（二松學舍大附属）

明治大学 文学部（聖ドミニコ学園）

明治大学 法学部（成城）

明治大学 経営学部（三田）

明治大学 経営学部（攻玉社）

明治大学 経営学部（青稜）

明治大学 商学部（攻玉社）

明治大学 商学部（洗足学園）

明治大学 商学部（朋優学院）

明治大学 商学部（竹早）

明治大学 国際日本学部（聖ドミニコ学園）

立教大学 法学部 (朋優学院)

立教大学 法学部 (カリタス女子)

立教大学 法学部 (竹早)

立教大学 経済学部（朋優学院）

立教大学 経済学部（頌栄女子）

立教大学 経済学部（朋優学院）

立教大学 理学部 (聖心女子)

立教大学 理学部 (聖心女子)

立教大学 コミュニティ福祉学部（朋優学院）

立教大学 現代心理学部（森村学園）

明治大学 文学部（カリタス女子）

明治大学 文学部（攻玉社）

明治大学 文学部（聖ドミニコ学園）



青山学院大学 文学部（頌栄女子）

青山学院大学 文学部（二松學舍大附属）

青山学院大学 法学部（成城）

青山学院大学 法学部（都市大等々力）

青山学院大学 法学部（青山）

青山学院大学 法学部（頌栄女子）

青山学院大学 経済学部（三田国際）

青山学院大学 経営学部（青山学院横浜英和）

青山学院大学 経営学部 （攻玉社）

青山学院大学 経営学部 （攻玉社）

青山学院大学 経営学部 （成蹊）

青山学院大学 経営学部 （三田）

青山学院大学 教育人間科学部（東京都市大付属）

明治大学 国際日本学部（聖ドミニコ学園）

明治大学 情報コミュニケーション学部（カリタス女子）

明治大学 情報コミュニケーション学部 （成城）

明治大学 情報コミュニケーション学部 (青稜)

明治大学 情報コミュニケーション学部 (カリタス女子)

明治大学 理工学部 (フェリス女学院)

明治大学 理工学部 (都市大等々力)

明治大学 農学部 (芝)

明治大学 農学部 (田園調布学園)

明治大学 農学部 (桜修館)

明治大学 農学部 (芝)

青山学院大学 文学部（普連土学園）

青山学院大学 文学部（攻玉社）



青山学院大学 教育人間科学部（二松學舍大附属）

青山学院大学 国際政経学部（東洋英和女学院）

青山学院大学 地球社会共生学部（田園調布雙葉）

青山学院大学 コミュニティ人間科学部（田園調布学園）

青山学院大学 理工学部（聖心女子）

中央大学 文学部（東京都市大付属）

中央大学 文学部（東京都市大付属）

中央大学 文学部（東京都市大付属）

中央大学 文学部（東京学芸大学附属）

中央大学 文学部（明治学院）

中央大学 文学部（森村学園）

中央大学 法学部（成城）

中央大学 法学部（成城）

中央大学 法学部（成城）

中央大学 法学部（成城）

中央大学 経済学部（攻玉社）

中央大学 国際情報学部（カリタス女子）

中央大学 国際情報学部（カリタス女子）

中央大学 商学部（攻玉社）

中央大学 商学部（攻玉社）

中央大学 商学部（青稜）

中央大学 理工学部（中央大学杉並）

法政大学 文学部（朋優学院）

法政大学 文学部（二松學舍大附属）

法政大学 文学部（攻玉社）

法政大学 法学部（カリタス女子）



法政大学 法学部（青稜）

法政大学 経済学部（田園調布学園高等部）

法政大学 経営学部 (目黒)

法政大学 理工学部（目黒）

法政大学 理工学部 (フェリス女子学院)

法政大学 理工学部（目黒）

法政大学 人間環境学部 (新宿)

法政大学 人間環境学部（田園調布学園）

学習院大学 文学部（普連土学園）

学習院大学 文学部 （普連土学園）

学習院大学 文学部 （東京都市大学付属）

学習院大学 国際社会学部（都市大等々力）

学習院大学 経済学部 (竹早)

同志社大学 文学部（明治学院）

関西学院大学 文学部（明治学院）

関西学院大学 法学部（成城）

関西学院大学 経済学部（成蹊）

※４月7日１3：００時点 一部抜粋


