
平成２７年度入試　合格者等一覧
平成27年3月25日 14時20分

※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・大学校】【国公立大学・大学校】【国公立大学・大学校】【国公立大学・大学校】 帝京大学 理工 バイオサイエンス 木更津一
京都大学 総合人間 総合人間 ＣＫ 帝京平成大学 地域医療 医療スポーツ ＣＫ
千葉大学 文 国際言語文化 ＣＫ 東海大学 法 法律 青山学院
東京外国語大学 言語文化 ロシア語 ＣＫ 東海大学 文 北欧 青山学院
横浜国立大学 経営 会計・情報 ＣＫ 東海大学 文 ヨーロッパ文明 青山学院
北見工業大学 工 情報電気ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ系 昭和 東海大学 情報通信 組み込みｿﾌﾄｳｪｱ工 ＣＫ
富山大学 理 地球科学 ＣＫ 東京経済大学 経営 経営 八幡
滋賀大学 経済 情報管理 木更津三 東京聖栄大学 健康栄養 食品 木更津二
釧路公立大学 経済 経済 畑沢 東京農業大学 生物産業 地域産業経営 横浜市奈良
釧路公立大学 経済 経済 太田 東京薬科大学 薬 ＣＫ
釧路公立大学 経済 経営 蔵波 二松学舎大学 国際政治経済 国際政治経済 房南
釧路公立大学 経済 経営 習志野一 二松学舎大学 文 国文 木更津二
防衛大学校 人文・社会科学 ＣＫ 日本大学 法 経営法 太田
防衛大学校 人文・社会科学 ＣＫ 日本大学 商 会計 八幡

日本大学 国際関係 国際教養 和田
【私立大学】【私立大学】【私立大学】【私立大学】 日本大学 国際関係 国際総合政策 清川
早稲田大学 文 文(センター) ＣＫ 日本大学 生産工 数理情報工 昭和
早稲田大学 文 文(一般) ＣＫ 日本女子大学 理 数物科 白浜
早稲田大学 教育 英語英文 木更津三 武蔵野美術大学 造形 芸術文化 市原
早稲田大学 国際教養 国際教養 白浜 明治学院大学 法 法律 ＣＫ
慶應義塾大学 法 法律 ＣＫ 明治学院大学 法 消費情報環境法 ﾄｷﾜ松学園
上智大学 文 英文 若葉 明治学院大学 文 フランス文（ｾﾝﾀｰ） 習志野一
上智大学 外国語 ポルトガル語 太田 明治学院大学 文 フランス文（一般） 習志野一
上智大学 外国語 ロシア語 ＣＫ 東京国際大学 経済 経済 (中国)
上智大学 法 地球環境法 畑沢 獨協大学 外国語 英語 若葉
上智大学 法 国際関係法 (中国) 文教大学 文 中国語中国文 太田
上智大学 経済 経営 (ｵｰｽﾄﾗﾘｱ） 文教大学 文 中国語中国文 ＣＫ
青山学院大学 文 日本文 ＣＫ 植草学園大学 発達教育 発達支援教育 小糸
学習院大学 理 数 昭和 亀田医療大学 看護 看護 小糸
中央大学 文 中国言語文化 ＣＫ 亀田医療大学 看護 看護 ＣＫ
中央大学 文 フランス語文学文化 ＣＫ 亀田医療大学 看護 看護 鴨川
中央大学 経済 公共・環境経済 ＣＫ 川村学園女子大学 文 史 ＣＫ
中央大学 経済 経済情報システム ＣＫ 川村学園女子大学 文 日本文化 ＣＫ
中央大学 商 金融 ＣＫ 川村学園女子大学 文 心理 ＣＫ
中央大学 商 会計 ＣＫ 神田外語大学 外国語 アジア言語 台北日本人
津田塾大学 学芸 国際関係 (韓国) 国際武道大学 体育 体育 太田
東京理科大学 理工 情報科 長浦 淑徳大学 総合福祉 教育福祉 富津
東京理科大学 経営 経営 ＣＫ 淑徳大学 総合福祉 実践心理 木更津二
東京理科大学 経営 経営 ＣＫ 城西国際大学 国際文化 国際文化 木更津二
東京理科大学 理二 数学 ＣＫ 聖徳大学 心理福祉 社会福祉 昭和
東京理科大学 工二 経営工 ＣＫ 聖徳大学 児童 児童（センター） ＣＫ
東京理科大学 工二 経営工 昭和 聖徳大学 児童 児童（一般） ＣＫ
東京理科大学 工二 経営工 ＣＫ 清和大学 法 法律 君津
法政大学 経済 現代ビジネス ＣＫ 千葉工業大学 社会システム 経営情報科 ＣＫ
法政大学 社会 社会政策科学 ＣＫ 千葉商科大学 商経 商 敬愛学園
法政大学 社会 社会政策科学 ＣＫ 千葉商科大学 商経 商 八幡
法政大学 国際文化 国際文化 (中国) 千葉商科大学 商経 商 東海望洋
法政大学 現代福祉 福祉コミュニティ ＣＫ 千葉商科大学 商経 商 ＣＫ
法政大学 理工 電気電子工 ＣＫ 千葉商科大学 ｻｰﾋﾞｽ創造 ｻｰﾋﾞｽ創造 敬愛学園
明治大学 法 法律 ＣＫ 千葉商科大学 国際教養 国際教養 太田
明治大学 経営 経営 (韓国) 明海大学 経済 経済 (韓国)
明治大学 農 食料環境政策 ＣＫ 明海大学 経済 経済 (中国)
立教大学 文 キリスト教 ＣＫ 明海大学 経済 経済 (中国)
立教大学 文 フランス文学 習志野一 明海大学 外国語 日本語（センター） ＣＫ
立教大学 現代心理 映像身体 木更津三 明海大学 外国語 日本語（一般） ＣＫ
立教大学 ｺﾐｭﾆﾃｨ福祉 福祉 ＣＫ 麗澤大学 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 波岡
立教大学 ｺﾐｭﾆﾃｨ福祉 福祉 ＣＫ 麗澤大学 外国語 英語・英米文化 五井
立教大学 ｺﾐｭﾆﾃｨ福祉 コミュニティ政策 ＣＫ 麗澤大学 外国語 ﾄﾞｲﾂ語・ﾄﾞｲﾂ文化 天羽
立教大学 ｺﾐｭﾆﾃｨ福祉 スポーツウェルネス ＣＫ 麗澤大学 外国語 日本語･国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ (中国)
大妻女子大学 家政 被服 鴨川 神奈川大学 経営 国際経営 蔵波
学習院女子大学 国際文化交流 日本文化 富津 関東学院大学 経済 経済 ＣＫ
北里大学 獣医 動物資源科 世田谷学園 鶴見大学 文 ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ 天羽
杏林大学 総合政策 総合政策 畑沢 桐蔭横浜大学 法 法律 君津
杏林大学 外国語 観光交流文化 (中国) 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策スポーツ健康政策 千倉
工学院大学 建築 建築 (中国) 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策スポーツ健康政策 聖和学園
國學院大学 神道文化 神道文化 ＣＫ ﾌｪﾘｽ女学院大学 文 英語英米文 太田
国士舘大学 法 法律 君津 金沢工業大学 工 航空システム工 (中国)
国士舘大学 政経 経済 太田 京都女子大学 文 史 市原
国士舘大学 政経 政治 君津
国士舘大学 政経 政治 昭和 【短期大学】【短期大学】【短期大学】【短期大学】
国士舘大学 政経 政治 木更津三 山形県立米沢女子短期大学 英語英文 ＣＫ
国士舘大学 政経 政治 君津 創価女子短期大学 現代ビジネス 姉崎東
国士舘大学 21世紀アジア 21世紀アジア 館山三 創価女子短期大学 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 姉崎東
国士舘大学 文 中国語 ＣＫ 日本歯科大学東京短期大学 歯科衛生 木更津一
駒澤大学 文 英米文 小櫃
駒澤大学 経営 市場戦略 君津 【留学等】【留学等】【留学等】【留学等】
駒澤大学 経済 経済 (中国) Queensland University of Technology 市川七
駒澤大学 経済 現代応用経済 小櫃
駒澤大学 経営 経営 (中国) 【専門学校・専修学校等】【専門学校・専修学校等】【専門学校・専修学校等】【専門学校・専修学校等】
駒澤大学 経営 経営 八幡 日本ウェルネススポーツ専門学校 根形
駒澤大学 経営 経営 蔵波 日本ホテルスクール 夜間部国際ホテル ＣＫ
女子美術大学 芸術 美術 ＣＫ 文化服装学院 服飾専門課程服装 館山三
成城大学 法 法律 ＣＫ 山野美容専門学校 専門 君津
専修大学 経済 経済 (中国) 大原簿記公務員専門学校千葉校 公務員 館山三
専修大学 経営 経営 稲城六 神田外語学院 国際エアライン 蔵波
専修大学 経営 経営 蔵波 国際ﾄﾗﾍﾞﾙ･ﾎﾃﾙ･ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校 ブライダル 若葉
専修大学 商 会計 八幡 千葉中央看護専門学校 看護 昭和
創価大学 法 法律 ＣＫ 千葉調理師専門学校 調理高等国際 畑沢
創価大学 経済 経済 畑沢 千葉ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門学校 スポーツトレーナー 千倉
創価大学 経営 経営 姉崎東 東洋理容美容専門学校 通信課程美容科 大貫
創価大学 文 人間 姉崎東 ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ (中国)
大東文化大学 外国語 日本語 (中国)
大東文化大学 スポーツ健康科 健康科 川里 【就職】【就職】【就職】【就職】
拓殖大学 外国語 スペイン語 生浜 海上自衛隊 館山二
拓殖大学 外国語 スペイン語 新座第五 一般財団法人空港保安事業センター 若葉
拓殖大学 商 国際ビジネス 聖和学園 adept hair 大貫
拓殖大学 国際 国際 (中国) 日東交通株式会社 鋸南
多摩美術大学 美術 芸術 市原 三島光産株式会社 鉄鋼君津事業本部 君津
帝京大学 経済 経済（センター） 小櫃
帝京大学 経済 経済（一般） 小櫃


