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※合格先の公開について同意を得ていない者に関しては掲載していません。
氏名の・は既卒生。同一学科に複数合格の場合のみ、受験方式を記載しています。

（ 学 校 名 ） （ 学 部 名 ） （ 学 科 名 ） （出身） （ 学 校 名 ） （ 学 部 名 ） （ 学 科 名 ） （出身）
【国公立大学】 淑徳大学 総合福祉 社会福祉 岩根
静岡大学 人文社会 社会 曳馬 淑徳大学 総合福祉 教育福祉 天羽
釧路公立大学 経済 経済 ＣＫ 淑徳大学 コミュニティ政策コミュニティ政策 ＣＫ
千葉県立保健医療大学 健康科 看護 ＣＫ 淑徳大学 看護栄養 看護 ･ 長浦
横浜市立大学 国際総合 国際総合 曳馬 城西国際大学 経営情報 総合経営 大貫

城西国際大学 経営情報 総合経営 清和
【私立大学】 聖徳大学 児童 児童 鋸南
早稲田大学 教育 社会科 曳馬 千葉科学大学 危機管理 危機管理システム 旭第二
早稲田大学 国際教養 国際教養 米国 千葉科学大学 危機管理 医療危機管理(1) 周西
東京理科大学 基礎工 電子応用工 清和 千葉科学大学 危機管理 医療危機管理(2) 周西
青山学院大学 法 法 畑沢 千葉経済大学 経済 経済 泉谷
青山学院大学 法 法 曳馬 千葉工業大学 社会システム科 経営情報科 五井
青山学院大学 国際政治経済 国際政治 曳馬 千葉工業大学 工 建築都市環境 小糸
法政大学 国際文化 国際文化 曳馬 千葉工業大学 工 建築都市環境 昭和
明治大学 法 法 曳馬 千葉工業大学 工 建築都市環境 八重原
明治大学 農 農 ･ 太田 千葉商科大学 商経 商 木更津第一

明治大学 情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 曳馬 千葉商科大学 商経 経済 大貫
明治大学 国際日本 国際日本 曳馬 千葉商科大学 商経 経営(1) 大貫
立教大学 法 法 ＣＫ 千葉商科大学 商経 経営(2) 大貫
亜細亜大学 経済 経営 ＣＫ 千葉商科大学 サービス創造 サービス創造 木更津第二

亜細亜大学 国際関係 多文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 富津 千葉商科大学 サービス創造 サービス創造 加茂
杏林大学 総合政策 企業経営 (中国) 東京情報大学 総合情報 情報システム 周西
工学院大学 情報 コンピュータ科 韓国 明海大学 外国語 英米語 周西
国学院大学 法 法(ｾ) 天羽 明海大学 経済 経済 泉谷
国学院大学 法 法(般) 天羽 明海大学 経済 経済 (中国)
国学院大学 経済 経済ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ 周西南 明海大学 経済 経済 (中国)
国学院大学 経済 経営 ＣＫ 明海大学 不動産 不動産 双葉
国士舘大学 理工 理工 韓国 明海大学 不動産 不動産 旭一
国士舘大学 ２１世紀アジア ２１世紀アジア みつわ台 明海大学 不動産 不動産 泉谷
駒澤大学 文 英米文 畑沢 明海大学 ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾂｰﾘｽﾞﾑ ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾂｰﾘｽﾞﾑ 太田
駒澤大学 経営 市場戦略 八幡 明海大学 ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾂｰﾘｽﾞﾑ ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾂｰﾘｽﾞﾑ 君津
産業能率大学 経営 現代ビジネス (中国) 了徳寺大学 健康科 整復医療・ﾄﾚｰﾅｰ 館山第三
順天堂大学 医療看護 看護 富津 麗澤大学 外国語 外国語 姉崎東
昭和女子大学 人間文化 国際 太田 和洋女子大学 人文 日本文学・文化 周西
成蹊大学 経済 経済経営 ＣＫ 和洋女子大学 人文 心理・社会 天羽東
清泉女子大学 文 ｽﾍﾟｲﾝ語ｽﾍﾟｲﾝ文 周西 和洋女子大学 人文 心理・社会 周西
大東文化大学 文 中国 朝日ヶ丘 神奈川大学 外国語 国際文化交流 富津
大正大学 人間 人間科学 周西 神奈川大学 法 法律 天羽
拓殖大学 外国語 スペイン語 蔵波 神奈川大学 経済 経済 周西南
玉川大学 経営 国際経営 泉谷 鎌倉女子大学 教育 教育 鋸南
帝京大学 外国語 外国語 富津 鎌倉女子大学 児童 児童 太田
帝京大学 外国語 外国語 木更津第二 鶴見大学 文 日本文学 ･ 小糸
帝京大学 法 法律 天羽 横浜薬科大学 薬 薬 木更津第二

帝京大学 教育 初等教育 鋸南 横浜薬科大学 薬 漢方薬 ＣＫ
帝京平成大学 現代ライフ 児童 大貫 北海学園大学 法 ＣＫ
帝京平成大学 健康メディカル 健康栄養 富津 東北芸術工科大学 芸術 美術 小糸
帝京平成大学 健康メディカル 理学療法 大貫 山梨学院大学 経営情報 経営情報 天羽
帝京平成大学 薬 薬 大貫 アジア太平洋 アジア太平洋 ･立命館ｱｼﾞｱ太平洋大学 周西
東海大学 理 物理 ＣＫ
東海大学 観光 観光 ＣＫ 【短期大学】
東京医科大学 医 看護 ＣＫ 清和大学短期大学部 児童総合 ＣＫ
東京医療保健大学 医療保健 看護 ･ 長浦 千葉敬愛短期大学 初等教育 蔵波
東京聖栄大学 健康栄養 管理栄養 加茂
東京成徳大学 子ども 子ども 天羽東 【準大学】
東京都市大学 工 機械工 八重原 職業能力開発総合大学校 生産ﾌﾟﾛｾｽ技術系・電気専攻 ＣＫ
東京都市大学 環境 環境創生 ･ 太田
東京農業大学 地域環境科 造園科(ｾﾝﾀｰ) ･ 太田 【留学等】
東京農業大学 地域環境科 造園科(一般①) ･ 太田 IPC(ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶﾚｯｼﾞ) 平川
東京農業大学 地域環境科 造園科(一般②) ･ 太田
東邦大学 理 情報科 小糸 【専門学校・専修学校等】
東邦大学 理 情報科 ＣＫ 千葉県立市原高等技術専門校 電気工事 八重原
東洋大学 文 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 畑沢 日本航空専門学校 国際航空ビジネス 周西
東洋大学 文 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 富津 神田外語学院 留学 木更津第二
東洋大学 法 法律 ･ 富来田 神田外語学院 英語専攻 小糸
東洋大学 経済 総合政策(1) 周西南 関東鍼灸専門学校 鍼灸 加茂
東洋大学 経済 総合政策(2) 周西南 昭和医療技術専門学校 臨床検査技師 木更津第二

東洋大学 経営 経営 ＣＫ 東京アニメ声優専門学校 ﾊﾟﾌｫｰﾐﾝｸﾞｱｰﾂ 昭和
東洋大学 国際地域 国際地域 長狭 東京工学院専門学校 webクリエイター 小糸
二松学舎大学 文 国文 ＣＫ 東京マックス美容専門学校 通信 ＣＫ
二松学舎大学 国際政治経済 国際政治経済 五井 東京メディカルスポーツ専門学校 柔道整復師Ⅰ部 市原
二松学舎大学 国際政治経済 国際政治経済 長浦 大原簿記公務員専門学校千葉校 文化教養課程法律行政 岩根西
日本大学 法 法律 ･ 富来田 大原簿記公務員専門学校千葉校 文化教養課程法律行政 ＣＫ
日本大学 法 法律 天羽 大原簿記公務員専門学校千葉校 公務員系 木更津第二

日本大学 法 政治経済 清和 ちば愛犬動物フラワー学園 動物管理 周西南
日本大学 経済 金融公共経済 ･ 平川 千葉医療福祉専門学校 理学療法 周西南
日本大学 工 建築 八重原 千葉医療福祉専門学校 作業療法 ＣＫ
日本大学 理工 土木工 五井 千葉県自動車総合大学校 １級自動車整備 富山
日本大学 生産工 応用分子化 昭和 千葉情報経理専門学校 経営経理 亀山
日本大学 生産工 応用分子化 中郷 東洋理容美容専門学校 通信 蔵波
日本大学 生産工 建築工 八重原
日本大学 生産工 創生デザイン ＣＫ 【就職】
日本大学 生物資源科 植物資源科 ･ 太田 埼玉西武ライオンズ 天羽
日本大学 国際関係 国際総合政策 ＣＫ 朝日工業株式会社 君津
武蔵野大学 文 日本文学文化 小糸 株式会社アースホールディングス 蔵波
明治学院大学 国際 国際 曳馬 株式会社ジェネッツ 成東
明星大学 教育 教育 鋸南 セコム株式会社 加茂
東京国際大学 商 商 東国分 有限会社エフ・ケイ・エス「銀座 鮨 かねさか」 姉崎
亀田医療大学 看護 看護 ＣＫ 株式会社ＡＭＯ ＣＫ
亀田医療大学 看護 看護 ･ 長浦 株式会社酢崎空調設備 本埜
川村学園女子大学 生活創造 生活文化 天羽 株式会社美磋インターナショナル ＣＫ
川村学園女子大学 教育 幼児教育 富津 有限会社マエダ電気工事 天羽
神田外語大学 外国語 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ＣＫ 有限会社小国建具 昭和
敬愛大学 経済 経済 天羽東
敬愛大学 経済 経済 蔵波
敬愛大学 経済 経済 君津
敬愛大学 経済 経済 太田


