
 2017年度　大学合格実績

金同学 国立東京外国語大学 言語文化学部 陳同学 国立京都大学 工学部 建築学科
丁同学 国立岡山大学 文学部 人文学科 陳同学 国立東京工業大学 環境・社会理工学院 融合理工学系
曾同学 早稲田大学 教育学部 教育学科 陳同学 国立北海道大学 工学部 環境社会工学科
李同学 早稲田大学 商学部 伍同学 国立九州大学 農学部
楊同学 早稲田大学 文学部 佘同学 国立秋田大学 理工学部 システムデザイン工学科
陸同学 慶應義塾大学 商学部 伍同学 公立横浜市立大学 理学系
王同学 慶應義塾大学 法学部 法律学科 李同学 早稲田大学 創造理工学部 建築学科
陳同学 慶應義塾大学 商学部 陳同学 早稲田大学 創造理工学部 建築学科
李同学 慶應義塾大学 文学部 何同学 上智大学 理工学部 情報理工学科
宋同学 慶應義塾大学 文学部 史同学 明治大学 理工学部 応用化学科
王同学 慶應義塾大学 法学部 法律学科 李同学 明治大学 理工学部 建築学科
黄同学 上智大学 総合グローバル学部 総合グローバル学科 何同学 明治大学 理工学部 機械情報工学科
周同学 上智大学 外国語学部 英語学科 史同学 青山学院大学 理工学部 化学・生命科学科
趙同学 明治大学 情報コミュニケーション学部 情報コミュニケーション学科 李同学 中央大学 理工学部 電気電子情報通信工学科
陸同学 明治大学 政治経済学部 経済学科 劉同学 中央大学 理工学部 精密機械工学科
毛同学 明治大学 文学部 史学地理学科 佘同学 同志社大学 生命医科学部 医情報学科
王同学 明治大学 商学部 商学科 佘同学 立命館大学 理工学部 物理科学科
張同学 明治大学 国際日本学部 国際日本学科 佘同学 関西学院大学 理工学部 物理学科
汪同学 明治大学 法学部 法律学科 佘同学 関西大学 システム理工学部 機械工学科
夏同学 明治大学 商学部 商学科 李同学 東京理科大学 工学部 電気工学科

金同学 青山学院大学 文学部 日本文学科 朱同学 東京理科大学 理学部第一部 応用物理学科

李同学 立教大学 文学部 文学科 徐同学 東京理科大学 理工学部 建築学科
王同学 立教大学 法学部 法学科 朱同学 日本大学 理工学部 電子工学科
夏同学 立教大学 経済学部 経済学科 翁同学 日本大学 文理学部 数学科
陸同学 中央大学 経済学部 経済学科 孟同学 東洋大学 理工学部 生体医工学科
趙同学 中央大学 商学部 経営学科 張同学 東洋大学 理工学部 建築学科
王同学 中央大学 商学部 商業・貿易学科 伍同学 国際医療福祉大学 医学部 医学科

李同学 中央大学 文学部 人文社会学科 黄同学 東京工芸大学 工学部 電子機械学科

徐同学 中央大学 商学部 経営学科 王同学 神奈川大学 工学部 総合工学プログラム

趙同学 法政大学 経済学部 現代ビジネス学科 龔同学 神奈川大学 人間科学部 人間科学科

王同学 法政大学 法学部 法律学科 翁同学 芝浦工業大学 システム理工学部 数理科学科

賈同学 明治学院大学 経済学部 国際経営学科 王同学 武蔵野大学 工学部 建築デザイン学科
徐同学 明治学院大学 法学部 グローバル法学科 孫同学 武蔵野大学 人間科学部 人間科学科
須同学 明治学院大学 法学部 政治学科 喬同学 東京情報大学 総合情報学部 総合情報学科
金同学 日本大学 法学部 第一部新聞学科 劉同学 東京電機大学 未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科
曹同学 日本大学 文理学部 史学科 幸同学 東京電機大学 未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科
陳同学 日本大学 文理学部 社会学科 孟同学 東京都市大学 知識工学部 自然科学科

李同学 日本大学 商学研究科 経営学専攻 牛同学 拓殖北海道短期大学 農学ビジネス学科 環境農学コース

丁同学 東洋大学 文学部 史学科

謝同学 東洋大学 国際観光学部 国際観光学科

張同学 東洋大学 文学部 史学科

趙同学 東洋大学 社会学部 社会文化システム学科

游同学 東洋大学 経営学部 会計ファイナンス学科

紀同学 東洋大学 国際観光学部 国際観光学科

周同学 東洋大学 経営学部 第1部経営学科
何同学 帝京大学 経済学部 経営学科
郝同学 帝京大学 文学部 社会学科
王同学 帝京大学 経済学部 観光経営学科
申同学 帝京大学 経済学部 経営学科
劉同学 帝京大学 経済学部 経営学科
劉同学 駒澤大学 経済学部 経済学科
鄒同学 武蔵野大学 経済学部 経営学科
王同学 神奈川大学 経済学部 経済学科
呉同学 東京工芸大学 芸術学部 アニメーション学科
陳同学 中央学院大学 法学部 法学科
張同学 中央学院大学 商学部 商学科
貟同学 日本映画大学 映画学部 映画学科
張同学 日本映画大学 映画学部 映画学科
楊同学 東京経営短期大学 総合経営学科

文系 理系


