
横浜国立大学【３】 

横浜国立大学 経済学部 

横浜国立大学 経済学部 

横浜国立大学 理工学部 

横浜市立大学【１】 

横浜市立大学 国際総合学部 

北海道大学【１】 

北海道大学 総合理系 

神奈川県立保健学部【１】 

神奈川県立保健学部 保健福祉学部 

                                  二俣川校 
（主催：株式会社 湘南ゼミナール） 

国公立大学 
 合格者 

１０名 

２０１８年度入試 

校舎単独合格実績 
※1 【】内の数値は合格者の延べ人数です。 

※2 合格者数は2018年4月1日現在判明分です。記載の実績は、河合塾マナビスの合格基準 

に準じています。変更等がある場合は、次回の広告で訂正をいたします。 

首都大学東京【２】 

首都大学東京 法学部 

首都大学東京 理学療法学部 

東京海洋大学【１】 

東京海洋大学 海洋政策学部 

静岡県立大学【１】 

静岡県立大学 薬学部 



早稲田大学【４】 

早稲田大学 文化構想学部 

早稲田大学 商学部 

早稲田大学 人間科学部 

早稲田大学 教育学部 

上智大学【１】 

上智大学 理工学部 

東京理科大学【４】 

東京理科大学 薬学部 

東京理科大学 基礎工学部 

東京理科大学 理工学部 

東京理科大学 理学部 

学習院大学【３】 

学習院大学 経済学部 

学習院大学 法学部 

青山学院大学【４】 

青山学院大学 経営学部 

青山学院大学 理工学部 

 

 

明治大学【１７】 

明治大学 政治経済学部 

明治大学 商学部 

明治大学 経営学部 

明治大学 農学部 

明治大学 理工学部 

明治大学 文学部 

明治大学 情報コミュニケーション学部 

立教大学【３】 

立教大学 法学部 

立教大学 理学部 

立教大学 コミュニティ福祉学部 

中央大学【５】 

中央大学 法学部 

中央大学 理工学部 

中央大学 総合政策学部 

中央大学 経済学部 

中央大学 経済学部 

法政大学【７】 

法政大学 理工学部 

法政大学 スポーツ健康学部 

法政大学 経済学部 

法政大学 社会学部 

関西大学【１】 

関西大学 環境都市工学部 

 

明治大学  
合格者数昨年対比 
（昨年実績5名） 

３４０％ 



日本大学【１９】 

日本大学 法学部 

日本大学 経済学部 

日本大学 商学部 

日本大学 薬学部 

日本大学 生物資源学部 

日本大学 理工学部 

日本大学 文理学部 

東洋大学【３】 

東洋大学 法学部 

東洋大学 経営学部 

東洋大学 社会学部 

駒澤大学【７】 

駒澤大学 文学部 

駒澤大学 経済学部 

駒澤大学 法学部 

専修大学【７】 

専修大学 経済学部 

専修大学 経営学部 

専修大学 文学部 

専修大学 法学部 

 

 

成蹊大学【２】 

成蹊大学 文学部 

成蹊大学 法学部 

成城大学【１】 

成城大学 社会イノベーション学部 

明治学院大学【１７】 

明治学院大学 文学部 

明治学院大学 社会学部 

明治学院大学 法学部 

明治学院大学 経済学部 

國學院大學【２】 

國學院大學 文学部 

武蔵大学【１】 

武蔵大学 社会学部 

芝浦工業大学【２】 

芝浦工業大学 システム理工学部 

東京都市大学【６】 

東京都市大学 工学部 

東京都市大学 知識工学部 

東京都市大学 環境学部 

東京農業大学【７】 

東京農業大学 国際食料学部 

東京農業大学 農学部 

東京農業大学 応用生物学部 

東京農業大学 地域環境学部 

北里大学【６】 

北里大学 薬学部 

北里大学 看護学部 

北里大学 医療衛生学部 

星薬科大学【６】 

星薬科大学 薬学部 

明治薬科大学【２】 

明治薬科大学 薬学部 

東京薬科大学【４】 

東京薬科大学 薬学部 

昭和薬科大学【３】 

昭和薬科大学 薬学部 

帝京平成大学【３】 

帝京平成大学 薬学部 

帝京平成大学 健康医療学部 

帝京平成大学 健康メディカル学部 

 

薬学部 
合格者数 

２３名 



国士舘大学【３】 

国士舘大学 体育学部 

国士舘大学 法学部 

国士舘大学 文学部 

桜美林大学【２】 

桜美林大学 リベラル学部 

実践女子大学【１】 

実践女子大学 生活科学部 

神奈川大学【１５】 

神奈川大学 経済学部 

神奈川大学 工学部 

神奈川大学 法学部 

神奈川大学 経営学部 

神奈川大学 人間科学部 

神奈川工科大学【１】 

神奈川工科大学 看護学部 

相模女子大学【３】 

相模女子大学 学芸学部 

相模女子大学 人間社会学部 

大妻女子大学【２】 

大妻女子大学 家政学部 

大妻女子大学 比較文化学部 

帝京大学【６】 

帝京大学 文学部 

帝京大学 経済学部 

 

フェリス女学院大学【３】 

フェリス女学院大学 音楽学部 

フェリス女学院大学 文学部 

亜細亜大学【１】 

亜細亜大学 国際関係学部 

杏林大学【１】 

杏林大学 保健学部 

鎌倉女子大学【２】 

鎌倉女子大学 児童学部 

鎌倉女子大学 教育学部 

関東学院大学【５】 

関東学院大学 社会学部 

関東学院大学 経営学部 

共立女子大学【１】 

共立女子大学 文芸学部 

玉川大学【３】 

玉川大学 農学部 

玉川大学 文学部 

玉川大学 工学部 

桐蔭横浜大学【１】 

桐蔭横浜大学 スポーツ学部 

近畿大学【１】 

近畿大学 経営学部 

高千穂大学【１】 

高千穂大学 経営学部 

 

東海大学【２】 

東海大学 体育学部 

東海大学 文学部 

東京家政大学【１】 

東京家政大学 家政学部 

東京経済大学【１】 

東京経済大学 経済学部 

東京工科大学【３】 

東京工科大学 応用生物学部 

東京工科大学 メディア学部 

東洋英和女学院大学【１】 

東洋英和女学院大学 国際社会学部 

武蔵野大学【１】 

武蔵野大学 文学部 

文教大学【１】 

文教大学 教育学部 

麻布大学【１】 

麻布大学 生命・環境学部 

明星大学【２】 

明星大学 理工学部 

明星大学 デザイン学部 

立正大学【２】 

立正大学 文学部 

 

 


