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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】 日本大学 経済 経済 ・富津
福島大学 人文社会 人間発達文化 国分寺台西 日本大学 生産工 応用分子化学 ＣＫ
東京海洋大学 海洋科 食品生産科 館山一 日本大学 生産工 環境安全工 有秋
富山大学 理 地球科 長浦 日本大学 生産工 機械工 岩根
高知大学 人文 人間文化 富津 日本大学 生産工 土木工 木更津一
鹿屋体育大学 体育 スポーツ総合 富津 日本大学 国際関係 国際教養 大貫
釧路公立大学 経済 経営 富津 日本大学 国際関係 国際総合政策 畑沢
釧路公立大学 経済 経済 千倉 日本体育大学 体育 健康 富津
釧路公立大学 経済 経済 昭和 日本体育大学 児童スポーツ教育児童スポーツ教育 富津
千葉県立保健医療大学 健康科 歯科衛生 ＣＫ 日本体育大学 児童スポーツ教育児童スポーツ教育 大椎
都留文科大学 文 初等教育 長浦 文化学園大学 服飾 国際ファッション (上海)
高知県立大学 文化 文化 千倉 文京学院大学 人間 人間福祉 君津

星薬科大学 薬 薬 長浦
【私立大学】 明治学院大学 法 法律 ・高松
上智大学 法 法律 館山三 明治学院大学 法 消費情報環境 山手学院
上智大学 文 哲 亀山 明治学院大学 経済 経済 昭和
上智大学 理工 物質生命理工 (浙江省) 明治学院大学 文 フランス文 小糸
東京理科大学 経営 経営 富津 明治学院大学 文 フランス文 昭和
東京理科大学 経営 経営 長浦 明星大学 経済 経済 ＣＫ
東京理科大学 経営 経営 千倉 立正大学 法 法 佐貫
東京理科大学 基礎工 材料工 (上海) 城西大学 薬 薬 ･ 大貫
東京理科大学 工二 経営工 木更津二 東京国際大学 人間社会 スポーツ科 太田
東京理科大学 工二 経営工 富津 東京国際大学 人間社会 人間スポーツ 八街北
東京理科大学 理二 化学 長浦 東京国際大学 人間社会 人間スポーツ 大貫
青山学院大学 文 史学 千倉 ものつくり大学 技能工芸 製造 若葉
青山学院大学 文 フランス文 昭和 亀田医療大学 看護 看護 ＣＫ
青山学院大学 文 比較芸術(ｾﾝﾀｰ) 千倉 神田外語大学 外国語 イベロアメリカ言語 三和
青山学院大学 文 比較芸術(一般) 千倉 神田外語大学 外国語 英米語 中郷
青山学院大学 法 法 ・高松 神田外語大学 外国語 アジア言語 富来田
青山学院大学 経済 経済 ・高松 敬愛大学 経済 経済 岩根西
青山学院大学 社会情報 社会情報 富津 敬愛大学 経済 経済 渡田
青山学院大学 工 経営システム工 長浦 秀明大学 学校教師 中等教員養成 市原
学習院大学 文 フランス語圏文化 ・韓国 淑徳大学 コミュニティ政策コミュニティ政策 木更津二
学習院大学 文 哲 千倉 淑徳大学 看護栄養 看護 ＣＫ
学習院大学 経済 経済 ･ 高松 淑徳大学 看護栄養 栄養 ＣＫ
中央大学 文 中国言語文化 富津 城西国際大学 看護 看護 国分寺
中央大学 文 ドイツ語文学文化 千倉 聖徳大学 児童 児童 君津
法政大学 文 英文 ・韓国 聖徳大学 児童 児童(全免特待生) 若葉
法政大学 文 史(ｾﾝﾀｰ) 富津 聖徳大学 人間栄養 人間栄養 ＣＫ
法政大学 文 史(一般) 富津 清和大学 法 法律 長浦
法政大学 社会 社会政策科 木更津二 千葉経済大学 経済 経済 長浦
法政大学 工 経営システム工 長浦 千葉工業大学 工 機械サイエンス ･ 八重原
明治大学 法 法律 ・高松 千葉工業大学 工 建築都市環境 蔵波
明治大学 文 史学地理(ｾﾝﾀｰ) 富津 千葉工業大学 工 建築都市環境 若葉
明治大学 文 史学地理(一般) 富津 千葉商科大学 商経 経済 蔵波
明治大学 文 史学地理(ｾﾝﾀｰ) 千倉 明海大学 経済 経済 (大連)
明治大学 文 史学地理(全学部) 千倉 麗澤大学 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 誉田
明治大学 理工 機械情報工 長浦 和洋女子大学 家政 服飾造形 ＣＫ
立教大学 文 キリスト教 富津 関東学院大学 理工 応用化学 ＣＫ
立教大学 コミュニティ福祉 福祉 千倉 東北福祉大学 総合福祉 社会福祉 ＣＫ
亜細亜大学 国際関係 国際関係 (上海) 国際医療福祉大学 薬 薬 館山一
大妻女子大学 家政 被服 ＣＫ 龍谷大学 社会 地域福祉(A文ｽﾀ方式) 富津
杏林大学 総合政策 企業経営 (上海） 龍谷大学 社会 地域福祉(ｾﾝﾀｰ) 富津
杏林大学 総合政策 総合政策 (広東省) 佛教大学 社会福祉 社会福祉(A方式) 富津
杏林大学 外国語 観光交流文化 君津 佛教大学 社会福祉 社会福祉(ｾﾝﾀｰ) 富津
工学院大学 工 応用化 (上海) 近畿大学 総合 総合社会(C方式) 富津
工学院大学 工 建築 明徳義塾 近畿大学 総合 総合社会(日程選択) 富津
工学院大学 工 建築 (南通) 桃山学院大学 社会 社会福祉(A方式) 富津
國學院大学 経済 経済 木更津二 桃山学院大学 社会 社会福祉(C3方式) 富津
國學院大学 法 法律 ・高松 桃山学院大学 社会 社会福祉(C2方式) 富津
国士舘大学 ２１世紀アジア ２１世紀アジア ＣＫ
国士舘大学 ２１世紀アジア ２１世紀アジア 東海 【短期大学】
国士舘大学 体育 こどもスポーツ教育 富津 青山学院女子短期大学 現代教養(国際専攻) 昭和
駒澤大学 文 歴史 富津 日本大学短期大学部 生命・物質化 ＣＫ
駒澤大学 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾒﾃﾞｨｱ ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾒﾃﾞｨｱ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ 木更津三
順天堂大学 スポーツ健康科 ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(ｾﾝﾀｰ) 富津 【留学等】
順天堂大学 スポーツ健康科 ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(一般) 富津 北京師範大学 明徳義塾
昭和女子 人間文化 歴史文化 千倉 ワーキングホリデイ(オーストラリア) 鴨川
女子美術大学 芸術 美術(一般A) ＣＫ ワーキングホリデイ(オーストラリア) (韓国)
女子美術大学 芸術 美術(ｾﾝﾀｰ) ＣＫ
成城大学 文芸 ヨーロッパ文化 千倉 【専門学校・専修学校等】
専修大学 文 環境地理 木更津二 君津中央病院附属看護学校 看護 国分寺
専修大学 経済 経済 昭和 イーストウエスト外国語専門学校 国際ビジネス 長浦
専修大学 経済 国際経済 小櫃 東京アニメ・声優専門学校 ﾊﾟﾌｫｰﾐﾝｸﾞｱｰﾂ 君津
拓殖大学 外国語 英米語 桶川 東京工学院専門学校 工学･情報系･電気電子 木更津三
玉川大学 文 比較文化 鋸南 大原簿記公務員専門学校千葉校 公務員 辰巳台
帝京大学 外国語 フランス語 辰巳台 大原簿記公務員専門学校千葉校 公務員 富津
帝京大学 外国語 イギリス留学 勝浦 千葉医療福祉専門学校 理学療法 君津
帝京大学 経済 経済 小櫃 千葉医療福祉専門学校 理学療法 天羽
帝京平成大学 地域医療 医療スポーツ 生浜 ﾐｽ･ﾊﾟﾘ･ﾋﾞｭｰﾃｨｰ専門学校 千葉校 ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰ ＣＫ
東京工芸大学 工 建築 (上海)
東京工芸大学 芸術 写真 (南通) 【就職・公務員】
東京聖栄大学 健康栄養 管理栄養 ＣＫ 神奈川県警察 渡田
東京造形大学 造形 美術 ＣＫ 千葉県警察 昭和
東京農業大学 国際食料情報 国際バイオビジネス 小糸 陸上自衛隊 ＣＫ
東邦大学 理 情報科 赤見台 陸上自衛隊 昭和
東邦大学 理 情報科 昭和
東洋大学 文 日本文 ・韓国 【就職・民間】
東洋大学 文 東洋思想 松沢 鹿島アントラーズ ブラジル
東洋大学 経済 国際経済 ･ 木更津三 東京ガス葛飾エナジー株式会社 君津
東洋大学 国際地域 国際地域 富津 ＪＦＥメカニカル株式会社　東日本事業所 岩根
東洋大学 食環境科 食環境科(ｾﾝﾀｰ3) 木更津二 三島光産株式会社 鉄鋼君津事業本部 波岡
東洋大学 食環境科 食環境科(ｾﾝﾀｰ4) 木更津二
東洋大学 ライフデザイン 健康スポーツ 木更津二
二松学舎大学 文 中国文 有秋
日本大学 法 法律 君津
日本大学 法 法律 ・ＣＫ


