
大学名 学部名 学科名 日程 入試方式

はこだて未来大 システム 　　　　　　 前 　　　 2003 37 0010

はこだて未来大 システム 　　　　　　 後 　　　 2003 37 0020

札幌市立大　　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2004 64 0110

札幌市立大　　 デザイン デザイン　　 前 　　　 2004 83 0110

釧路公立大　　 経済　　 経済　　　　 前 　　　 2005 18 0110

釧路公立大　　 経済　　 経済　　　　 中 　　　 2005 18 0150

釧路公立大　　 経済　　 経営　　　　 前 　　　 2005 18 0210

釧路公立大　　 経済　　 経営　　　　 中 　　　 2005 18 0250

名寄市立大　　 保健福祉 看護　　　　 前 　　　 2006 64 0110

名寄市立大　　 保健福祉 看護　　　　 後 　　　 2006 64 0120

名寄市立大　　 保健福祉 栄養　　　　 前 　　　 2006 64 0210

名寄市立大　　 保健福祉 栄養　　　　 後 　　　 2006 64 0220

名寄市立大　　 保健福祉 社会福祉　　 前 　　　 2006 64 0310

名寄市立大　　 保健福祉 社会福祉　　 後 　　　 2006 64 0320

名寄市立大　　 保健福祉 社会保育　　 前 　　　 2006 64 0410

名寄市立大　　 保健福祉 社会保育　　 後 　　　 2006 64 0420

千歳科学技大　 理工　　 　　　　　　 前 　　　 2007 47 0010

千歳科学技大　 理工　　 　　　　　　 中 　　　 2007 47 0050

札幌医大　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 2010 55 0111

札幌医大　　　 医　　　 医　　　　　 前 連携枠 2010 55 0112

札幌医大　　　 保健医療 看護　　　　 前 　　　 2010 64 0110

札幌医大　　　 保健医療 作業療法　　 前 　　　 2010 64 0210

札幌医大　　　 保健医療 理学療法　　 前 　　　 2010 64 0310

青森県立保健大 健康科学 看護　　　　 前 　　　 2013 64 0110

青森県立保健大 健康科学 看護　　　　 後 　　　 2013 64 0120

青森県立保健大 健康科学 理学療法　　 前 　　　 2013 64 0210

青森県立保健大 健康科学 理学療法　　 後 　　　 2013 64 0220

青森県立保健大 健康科学 社会福祉　　 前 　　　 2013 64 0310

青森県立保健大 健康科学 社会福祉　　 後 　　　 2013 64 0320

青森県立保健大 健康科学 栄養　　　　 前 　　　 2013 64 0410

青森県立保健大 健康科学 栄養　　　　 後 　　　 2013 64 0420

青森公立大　　 経営経済 経営　　　　 前 国数　 2015 21 0211

青森公立大　　 経営経済 経営　　　　 前 国英　 2015 21 0212

青森公立大　　 経営経済 経営　　　　 後 　　　 2015 21 0220

青森公立大　　 経営経済 経済　　　　 前 国数　 2015 21 0311

青森公立大　　 経営経済 経済　　　　 前 国英　 2015 21 0312

青森公立大　　 経営経済 経済　　　　 後 　　　 2015 21 0320

青森公立大　　 経営経済 地域みらい　 前 国数　 2015 21 0411

コード番号



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

青森公立大　　 経営経済 地域みらい　 前 国英　 2015 21 0412

岩手県立大　　 総合政策 総合政策　　 前 　　　 2018 13 0110

岩手県立大　　 総合政策 総合政策　　 後 　　　 2018 13 0120

岩手県立大　　 社会福祉 社会福祉　　 前 　　　 2018 26 0110

岩手県立大　　 社会福祉 社会福祉　　 後 　　　 2018 26 0120

岩手県立大　　 社会福祉 人間福祉　　 前 　　　 2018 26 0210

岩手県立大　　 社会福祉 人間福祉　　 後 　　　 2018 26 0220

岩手県立大　　 ソフトウ ソフトウェア 前 　　　 2018 47 0110

岩手県立大　　 ソフトウ ソフトウェア 後 　　　 2018 47 0120

岩手県立大　　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2018 64 0110

岩手県立大　　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 2018 64 0120

宮城大　　　　 事業構想 　　　　　　 前 　　　 2023 22 0010

宮城大　　　　 事業構想 　　　　　　 後 　　　 2023 22 0020

宮城大　　　　 看護　　 看護学類　　 前 　　　 2023 65 0110

宮城大　　　　 看護　　 看護学類　　 後 　　　 2023 65 0120

宮城大　　　　 食産業　 　　　　　　 前 　　　 2023 75 0010

宮城大　　　　 食産業　 　　　　　　 後 　　　 2023 75 0020

秋田県立大　　 システム 建築環境シス 前 　　　 2028 47 0310

秋田県立大　　 システム 建築環境シス 後 　　　 2028 47 0320

秋田県立大　　 システム 経営シス工　 前 　　　 2028 47 0410

秋田県立大　　 システム 経営シス工　 後 　　　 2028 47 0420

秋田県立大　　 システム 機械工　　　 前 　　　 2028 47 0510

秋田県立大　　 システム 機械工　　　 後 　　　 2028 47 0520

秋田県立大　　 システム 知能メカトロ 前 　　　 2028 47 0610

秋田県立大　　 システム 知能メカトロ 後 　　　 2028 47 0620

秋田県立大　　 システム 情報工　　　 前 　　　 2028 47 0710

秋田県立大　　 システム 情報工　　　 後 　　　 2028 47 0720

秋田県立大　　 生物資源 応用生物科学 前 　　　 2028 74 0110

秋田県立大　　 生物資源 応用生物科学 後 　　　 2028 74 0120

秋田県立大　　 生物資源 生物生産科学 前 　　　 2028 74 0210

秋田県立大　　 生物資源 生物生産科学 後 　　　 2028 74 0220

秋田県立大　　 生物資源 生物環境科学 前 　　　 2028 74 0310

秋田県立大　　 生物資源 生物環境科学 後 　　　 2028 74 0320

秋田県立大　　 生物資源 アグリビジネ 前 　　　 2028 74 0410

秋田県立大　　 生物資源 アグリビジネ 後 　　　 2028 74 0420

秋田公立美大　 美術　　 美術　　　　 前 　　　 2029 83 0110

秋田公立美大　 美術　　 美術　　　　 中 　　　 2029 83 0150

国際教養大　　 国際教養 国際教養　　 独 Ａ　　 2030 37 0161



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

国際教養大　　 国際教養 国際教養　　 独 Ｂ　　 2030 37 0162

国際教養大　　 国際教養 国際教養　　 独 Ｃ　　 2030 37 0163

山形県米沢栄大 健康栄養 健康栄養　　 前 　　　 2033 64 0110

山形県米沢栄大 健康栄養 健康栄養　　 後 　　　 2033 64 0120

山形保健医療大 保健医療 看護　　　　 前 　　　 2035 64 0110

山形保健医療大 保健医療 理学療法　　 前 　　　 2035 64 0210

山形保健医療大 保健医療 作業療法　　 前 　　　 2035 64 0310

会津大　　　　 コン理工 コンピュータ 前 Ａ　　 2040 47 0311

会津大　　　　 コン理工 コンピュータ 前 Ｂ　　 2040 47 0312

福島県立医大　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 2045 55 0111

福島県立医大　 医　　　 医　　　　　 前 地域枠 2045 55 0112

福島県立医大　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2045 64 0110

福島県立医大　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 2045 64 0120

福島県立医大　 保健科学 理学療法　　 前 　　　 2045 65 0110

福島県立医大　 保健科学 作業療法　　 前 　　　 2045 65 0210

福島県立医大　 保健科学 診療放射線科 前 　　　 2045 65 0310

福島県立医大　 保健科学 臨床検査　　 前 　　　 2045 65 0410

茨城県立医療大 保健医療 看護　　　　 前 　　　 2050 64 0110

茨城県立医療大 保健医療 看護　　　　 後 　　　 2050 64 0120

茨城県立医療大 保健医療 作業療法　　 前 　　　 2050 64 0210

茨城県立医療大 保健医療 作業療法　　 後 　　　 2050 64 0220

茨城県立医療大 保健医療 放射線技術科 前 　　　 2050 64 0310

茨城県立医療大 保健医療 放射線技術科 後 　　　 2050 64 0320

茨城県立医療大 保健医療 理学療法　　 前 　　　 2050 64 0410

茨城県立医療大 保健医療 理学療法　　 後 　　　 2050 64 0420

前橋工科大　　 工　　　 建築都市環境 前 　　　 2058 46 1310

前橋工科大　　 工　　　 建築都市環境 中 　　　 2058 46 1350

前橋工科大　　 工　　　 情報・生命工 前 　　　 2058 46 1410

前橋工科大　　 工　　　 情報・生命工 中 　　　 2058 46 1450

群馬健康科学大 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2059 64 0110

群馬健康科学大 診療放射 診療放射線　 前 　　　 2059 65 0110

群馬県立女子大 文　　　 英米文化　　 前 　　　 2060 01 0110

群馬県立女子大 文　　　 英米文化　　 後 　　　 2060 01 0120

群馬県立女子大 文　　　 国文　　　　 前 　　　 2060 01 0210

群馬県立女子大 文　　　 国文　　　　 後 　　　 2060 01 0220

群馬県立女子大 文　　　 美学美術史　 前 　　　 2060 01 0310

群馬県立女子大 文　　　 美学美術史　 後 　　　 2060 01 0320

群馬県立女子大 文　　　 総合教養　　 前 　　　 2060 01 0410



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

群馬県立女子大 国際コミ 　　　　　　 前 　　　 2060 37 0010

群馬県立女子大 国際コミ 　　　　　　 後 　　　 2060 37 0020

高崎経大　　　 地域政策 　　　　　　 前 ５教科 2065 13 0011

高崎経大　　　 地域政策 　　　　　　 前 ３教科 2065 13 0012

高崎経大　　　 地域政策 　　　　　　 後 ３教科 2065 13 0021

高崎経大　　　 地域政策 　　　　　　 後 ５教科 2065 13 0022

高崎経大　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 2065 18 0010

高崎経大　　　 経済　　 　　　　　　 中 　　　 2065 18 0050

埼玉県立大　　 保健医療 看護　　　　 前 　　　 2070 64 0110

埼玉県立大　　 保健医療 看護　　　　 後 　　　 2070 64 0120

埼玉県立大　　 保健医療 理学療法　　 前 　　　 2070 64 0210

埼玉県立大　　 保健医療 理学療法　　 後 　　　 2070 64 0220

埼玉県立大　　 保健医療 作業療法　　 前 　　　 2070 64 0310

埼玉県立大　　 保健医療 作業療法　　 後 　　　 2070 64 0320

埼玉県立大　　 保健医療 健康／健康行 前 　　　 2070 64 0510

埼玉県立大　　 保健医療 健康／健康行 後 　　　 2070 64 0520

埼玉県立大　　 保健医療 健康／検査技 前 　　　 2070 64 0610

埼玉県立大　　 保健医療 健康／検査技 後 　　　 2070 64 0620

埼玉県立大　　 保健医療 健康／口腔保 前 　　　 2070 64 0710

埼玉県立大　　 保健医療 健康／口腔保 後 　　　 2070 64 0720

埼玉県立大　　 保健医療 社会／社会福 前 　　　 2070 64 0810

埼玉県立大　　 保健医療 社会／社会福 後 　　　 2070 64 0820

埼玉県立大　　 保健医療 社会／福祉子 前 　　　 2070 64 0910

埼玉県立大　　 保健医療 社会／福祉子 後 　　　 2070 64 0920

千葉保健医療大 健康科学 看護　　　　 前 　　　 2075 64 0110

千葉保健医療大 健康科学 栄養　　　　 前 　　　 2075 64 0210

千葉保健医療大 健康科学 歯科衛生　　 前 　　　 2075 64 0310

千葉保健医療大 健康科学 リハ／理学療 前 　　　 2075 64 0410

千葉保健医療大 健康科学 リハ／作業療 前 　　　 2075 64 0510

東京都立大　　 法　　　 法　　　　　 前 　　　 2079 12 0110

東京都立大　　 法　　　 法　　　　　 後 　　　 2079 12 0120

東京都立大　　 経済経営 経済経営　　 前 一般　 2079 21 0111

東京都立大　　 経済経営 経済経営　　 前 数理　 2079 21 0112

東京都立大　　 経済経営 経済経営　　 後 　　　 2079 21 0120

東京都立大　　 人文社会 人間社会　　 前 　　　 2079 27 0110

東京都立大　　 人文社会 人間社会　　 後 　　　 2079 27 0120

東京都立大　　 人文社会 人文　　　　 前 　　　 2079 27 0210

東京都立大　　 人文社会 人文　　　　 後 　　　 2079 27 0220



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

東京都立大　　 都市環境 地理環境　　 前 　　　 2079 38 0910

東京都立大　　 都市環境 地理環境　　 後 　　　 2079 38 0920

東京都立大　　 都市環境 都市基盤環境 前 　　　 2079 38 1010

東京都立大　　 都市環境 都市基盤環境 後 　　　 2079 38 1020

東京都立大　　 都市環境 建築　　　　 前 　　　 2079 38 1110

東京都立大　　 都市環境 建築　　　　 後 　　　 2079 38 1120

東京都立大　　 都市環境 環境応用化　 前 　　　 2079 38 1210

東京都立大　　 都市環境 環境応用化　 後 　　　 2079 38 1220

東京都立大　　 都市環境 観光科学　　 前 　　　 2079 38 1310

東京都立大　　 都市環境 観光科学　　 後 　　　 2079 38 1320

東京都立大　　 都市環境 都市政策科学 前 文系　 2079 38 1411

東京都立大　　 都市環境 都市政策科学 前 理系　 2079 38 1412

東京都立大　　 都市環境 都市政策科学 後 　　　 2079 38 1420

東京都立大　　 理　　　 数理科学　　 前 　　　 2079 42 0110

東京都立大　　 理　　　 数理科学　　 後 　　　 2079 42 0120

東京都立大　　 理　　　 物理　　　　 前 　　　 2079 42 0210

東京都立大　　 理　　　 物理　　　　 後 　　　 2079 42 0220

東京都立大　　 理　　　 化学　　　　 前 　　　 2079 42 0310

東京都立大　　 理　　　 化学　　　　 後 　　　 2079 42 0320

東京都立大　　 理　　　 生命科学　　 前 　　　 2079 42 0410

東京都立大　　 理　　　 生命科学　　 後 　　　 2079 42 0420

東京都立大　　 システム 情報科学　　 前 　　　 2079 47 1010

東京都立大　　 システム 情報科学　　 後 　　　 2079 47 1020

東京都立大　　 システム 電子情報シス 前 　　　 2079 47 1110

東京都立大　　 システム 電子情報シス 後 　　　 2079 47 1120

東京都立大　　 システム 機械シス工　 前 　　　 2079 47 1210

東京都立大　　 システム 機械シス工　 後 　　　 2079 47 1220

東京都立大　　 システム 航空宇宙シス 前 　　　 2079 47 1310

東京都立大　　 システム 航空宇宙シス 後 　　　 2079 47 1320

東京都立大　　 システム インダストリ 前 　　　 2079 47 1410

東京都立大　　 システム インダストリ 後 　　　 2079 47 1420

東京都立大　　 健康福祉 看護　　　　 前 　　　 2079 64 0110

東京都立大　　 健康福祉 看護　　　　 後 　　　 2079 64 0120

東京都立大　　 健康福祉 理学療法　　 前 　　　 2079 64 0210

東京都立大　　 健康福祉 理学療法　　 後 　　　 2079 64 0220

東京都立大　　 健康福祉 作業療法　　 前 　　　 2079 64 0310

東京都立大　　 健康福祉 作業療法　　 後 　　　 2079 64 0320

東京都立大　　 健康福祉 放射線　　　 前 　　　 2079 64 0410



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

東京都立大　　 健康福祉 放射線　　　 後 　　　 2079 64 0420

神奈川保福大　 保健福祉 看護　　　　 前 　　　 2088 64 0110

神奈川保福大　 保健福祉 看護　　　　 後 　　　 2088 64 0120

神奈川保福大　 保健福祉 栄養　　　　 前 　　　 2088 64 0210

神奈川保福大　 保健福祉 栄養　　　　 後 　　　 2088 64 0220

神奈川保福大　 保健福祉 社会福祉　　 前 　　　 2088 64 0310

神奈川保福大　 保健福祉 社会福祉　　 後 　　　 2088 64 0320

神奈川保福大　 保健福祉 リハ／理学療 前 　　　 2088 64 0410

神奈川保福大　 保健福祉 リハ／作業療 前 　　　 2088 64 0510

川崎市立看護大 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2089 64 0110

川崎市立看護大 看護　　 看護　　　　 後 　　　 2089 64 0120

横浜市立大　　 国際商　 国際商　　　 前 Ａ　　 2090 21 0111

横浜市立大　　 国際商　 国際商　　　 前 Ｂ　　 2090 21 0112

横浜市立大　　 データサ データサイエ 前 　　　 2090 37 0110

横浜市立大　　 データサ データサイエ 後 　　　 2090 37 0120

横浜市立大　　 国際教養 国際教養　　 前 Ａ　　 2090 39 0111

横浜市立大　　 国際教養 国際教養　　 前 Ｂ　　 2090 39 0112

横浜市立大　　 理　　　 理　　　　　 前 Ａ　　 2090 42 0411

横浜市立大　　 理　　　 理　　　　　 前 Ｂ　　 2090 42 0412

横浜市立大　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 2090 55 0111

横浜市立大　　 医　　　 医　　　　　 前 医療枠 2090 55 0112

横浜市立大　　 医　　　 医　　　　　 前 診療枠 2090 55 0113

横浜市立大　　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 2090 55 0310

新潟県立看護大 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2093 64 0110

新潟県立看護大 看護　　 看護　　　　 後 　　　 2093 64 0120

新潟県立大　　 国際経済 国際経済　　 独 Ａ　　 2094 21 0161

新潟県立大　　 国際経済 国際経済　　 独 Ｂ　　 2094 21 0162

新潟県立大　　 国際経済 国際経済　　 独 Ｃ　　 2094 21 0163

新潟県立大　　 国際地域 国際地域　　 独 Ａ　　 2094 33 0161

新潟県立大　　 国際地域 国際地域　　 独 Ｂ　　 2094 33 0162

新潟県立大　　 国際地域 国際地域　　 独 Ｃ　　 2094 33 0163

新潟県立大　　 人間生活 子ども　　　 独 Ａ　　 2094 79 0161

新潟県立大　　 人間生活 子ども　　　 独 Ｂ　　 2094 79 0162

新潟県立大　　 人間生活 子ども　　　 独 Ｃ　　 2094 79 0163

新潟県立大　　 人間生活 健康栄養　　 独 Ａ　　 2094 79 0261

新潟県立大　　 人間生活 健康栄養　　 独 Ｂ　　 2094 79 0262

新潟県立大　　 人間生活 健康栄養　　 独 Ｃ　　 2094 79 0263

長岡造形大　　 造形　　 プロダクトデ 前 選択Ａ 2095 83 0111



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

長岡造形大　　 造形　　 プロダクトデ 前 選択Ｂ 2095 83 0112

長岡造形大　　 造形　　 プロダクトデ 前 選Ａ地 2095 83 0113

長岡造形大　　 造形　　 プロダクトデ 前 選Ｂ地 2095 83 0114

長岡造形大　　 造形　　 プロダクトデ 中 　　　 2095 83 0151

長岡造形大　　 造形　　 プロダクトデ 中 地域枠 2095 83 0152

長岡造形大　　 造形　　 視覚デザイン 前 選択Ａ 2095 83 0211

長岡造形大　　 造形　　 視覚デザイン 前 選択Ｂ 2095 83 0212

長岡造形大　　 造形　　 視覚デザイン 前 選Ａ地 2095 83 0213

長岡造形大　　 造形　　 視覚デザイン 前 選Ｂ地 2095 83 0214

長岡造形大　　 造形　　 視覚デザイン 中 　　　 2095 83 0251

長岡造形大　　 造形　　 視覚デザイン 中 地域枠 2095 83 0252

長岡造形大　　 造形　　 美術・工芸　 前 選択Ａ 2095 83 0311

長岡造形大　　 造形　　 美術・工芸　 前 選択Ｂ 2095 83 0312

長岡造形大　　 造形　　 美術・工芸　 前 選Ａ地 2095 83 0313

長岡造形大　　 造形　　 美術・工芸　 前 選Ｂ地 2095 83 0314

長岡造形大　　 造形　　 美術・工芸　 中 　　　 2095 83 0351

長岡造形大　　 造形　　 美術・工芸　 中 地域枠 2095 83 0352

長岡造形大　　 造形　　 建築・環境デ 前 選択Ａ 2095 83 0411

長岡造形大　　 造形　　 建築・環境デ 前 選択Ｂ 2095 83 0412

長岡造形大　　 造形　　 建築・環境デ 前 選Ａ地 2095 83 0413

長岡造形大　　 造形　　 建築・環境デ 前 選Ｂ地 2095 83 0414

長岡造形大　　 造形　　 建築・環境デ 中 　　　 2095 83 0451

長岡造形大　　 造形　　 建築・環境デ 中 地域枠 2095 83 0452

三条市立大　　 工　　　 技術・経営工 前 Ａ　　 2096 46 0111

三条市立大　　 工　　　 技術・経営工 前 Ｂ　　 2096 46 0112

三条市立大　　 工　　　 技術・経営工 中 　　　 2096 46 0150

富山県立大　　 工　　　 機械シス工　 前 　　　 2100 46 0110

富山県立大　　 工　　　 機械シス工　 後 　　　 2100 46 0120

富山県立大　　 工　　　 生物工　　　 前 　　　 2100 46 0310

富山県立大　　 工　　　 生物工　　　 後 　　　 2100 46 0320

富山県立大　　 工　　　 知能ロボット 前 　　　 2100 46 0510

富山県立大　　 工　　　 知能ロボット 後 　　　 2100 46 0520

富山県立大　　 工　　　 環境・社会基 前 　　　 2100 46 0610

富山県立大　　 工　　　 環境・社会基 後 　　　 2100 46 0620

富山県立大　　 工　　　 医薬品工　　 前 　　　 2100 46 0710

富山県立大　　 工　　　 医薬品工　　 後 　　　 2100 46 0720

富山県立大　　 工　　　 電気電子工　 前 　　　 2100 46 0810

富山県立大　　 工　　　 電気電子工　 後 　　　 2100 46 0820



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

富山県立大　　 工　　　 情報シス工　 前 　　　 2100 46 0910

富山県立大　　 工　　　 情報シス工　 後 　　　 2100 46 0920

富山県立大　　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2100 64 0110

富山県立大　　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 2100 64 0120

石川県立看護大 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2103 64 0110

石川県立看護大 看護　　 看護　　　　 後 　　　 2103 64 0120

石川県立大　　 生物資源 生産科学　　 前 　　　 2104 74 0110

石川県立大　　 生物資源 生産科学　　 後 　　　 2104 74 0120

石川県立大　　 生物資源 環境科学　　 前 　　　 2104 74 0210

石川県立大　　 生物資源 環境科学　　 後 　　　 2104 74 0220

石川県立大　　 生物資源 食品科学　　 前 　　　 2104 74 0310

石川県立大　　 生物資源 食品科学　　 後 　　　 2104 74 0320

金沢美術工芸大 美術工芸 デザ／製品デ 中 　　　 2105 83 0150

金沢美術工芸大 美術工芸 デザ／視覚デ 中 　　　 2105 83 0350

金沢美術工芸大 美術工芸 美術／芸術学 中 　　　 2105 83 0650

金沢美術工芸大 美術工芸 美術／彫刻　 中 　　　 2105 83 0750

金沢美術工芸大 美術工芸 工芸　　　　 中 　　　 2105 83 0850

金沢美術工芸大 美術工芸 デザ／環境デ 中 　　　 2105 83 1250

金沢美術工芸大 美術工芸 美術／日本画 中 　　　 2105 83 1350

金沢美術工芸大 美術工芸 美術／油画　 中 　　　 2105 83 1450

公立小松大　　 国際文化 国際文化交流 前 　　　 2106 33 0110

公立小松大　　 国際文化 国際文化交流 中 　　　 2106 33 0150

公立小松大　　 生産シス 生産システム 前 　　　 2106 47 0110

公立小松大　　 生産シス 生産システム 中 　　　 2106 47 0150

公立小松大　　 保健医療 看護　　　　 前 　　　 2106 64 0110

公立小松大　　 保健医療 看護　　　　 中 　　　 2106 64 0150

公立小松大　　 保健医療 臨床工　　　 前 　　　 2106 64 0210

公立小松大　　 保健医療 臨床工　　　 中 　　　 2106 64 0250

敦賀市立看護大 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2108 64 0110

敦賀市立看護大 看護　　 看護　　　　 後 　　　 2108 64 0120

福井県立大　　 経済　　 経営　　　　 前 　　　 2110 18 0110

福井県立大　　 経済　　 経営　　　　 後 　　　 2110 18 0120

福井県立大　　 経済　　 経済　　　　 前 　　　 2110 18 0210

福井県立大　　 経済　　 経済　　　　 後 　　　 2110 18 0220

福井県立大　　 看護福祉 看護　　　　 前 　　　 2110 64 0110

福井県立大　　 看護福祉 看護　　　　 後 　　　 2110 64 0120

福井県立大　　 看護福祉 社会福祉　　 前 　　　 2110 64 0210

福井県立大　　 看護福祉 社会福祉　　 後 　　　 2110 64 0220



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

福井県立大　　 生物資源 生物資源　　 前 Ａ　　 2110 74 0211

福井県立大　　 生物資源 生物資源　　 前 Ｂ　　 2110 74 0212

福井県立大　　 生物資源 生物資源　　 後 　　　 2110 74 0220

福井県立大　　 生物資源 創造農　　　 前 　　　 2110 74 0310

福井県立大　　 海洋生物 海洋生物資源 前 　　　 2110 75 0110

福井県立大　　 海洋生物 海洋生物資源 後 　　　 2110 75 0120

福井県立大　　 海洋生物 先端増養殖科 前 　　　 2110 75 0210

福井県立大　　 海洋生物 先端増養殖科 後 　　　 2110 75 0220

山梨県立大　　 国際政策 総合政策　　 前 　　　 2114 13 0110

山梨県立大　　 国際政策 総合政策　　 後 　　　 2114 13 0120

山梨県立大　　 国際政策 国際コミュニ 前 　　　 2114 13 0210

山梨県立大　　 国際政策 国際コミュニ 後 　　　 2114 13 0220

山梨県立大　　 人間福祉 福祉コミュニ 前 　　　 2114 27 0110

山梨県立大　　 人間福祉 福祉コミュニ 後 　　　 2114 27 0120

山梨県立大　　 人間福祉 人間形成　　 前 　　　 2114 27 0210

山梨県立大　　 人間福祉 人間形成　　 後 　　　 2114 27 0220

山梨県立大　　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2114 64 0110

山梨県立大　　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 2114 64 0120

都留文科大　　 文　　　 英文　　　　 前 ３科目 2115 01 0111

都留文科大　　 文　　　 英文　　　　 前 ５科目 2115 01 0112

都留文科大　　 文　　　 英文　　　　 中 ３科目 2115 01 0151

都留文科大　　 文　　　 英文　　　　 中 ５科目 2115 01 0152

都留文科大　　 文　　　 国文　　　　 前 　　　 2115 01 0210

都留文科大　　 文　　　 国文　　　　 中 　　　 2115 01 0250

都留文科大　　 文　　　 比較文化　　 前 　　　 2115 01 0510

都留文科大　　 文　　　 比較文化　　 中 　　　 2115 01 0550

都留文科大　　 文　　　 国際教育　　 前 　　　 2115 01 0810

都留文科大　　 文　　　 国際教育　　 中 　　　 2115 01 0850

都留文科大　　 教養　　 学校教育　　 前 　　　 2115 37 0110

都留文科大　　 教養　　 学校教育　　 中 ５科目 2115 37 0151

都留文科大　　 教養　　 学校教育　　 中 ３科目 2115 37 0152

都留文科大　　 教養　　 地域社会　　 前 　　　 2115 37 0210

都留文科大　　 教養　　 地域社会　　 中 　　　 2115 37 0250

長野大　　　　 企業情報 企業情報　　 前 　　　 2118 21 0110

長野大　　　　 企業情報 企業情報　　 中 　　　 2118 21 0150

長野大　　　　 社会福祉 社会福祉　　 前 　　　 2118 26 0110

長野大　　　　 社会福祉 社会福祉　　 中 　　　 2118 26 0150

長野大　　　　 環境ツー 環境ツーリズ 前 　　　 2118 37 0110



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

長野大　　　　 環境ツー 環境ツーリズ 中 　　　 2118 37 0150

長野県立大　　 グローバ グローバルマ 前 Ａ　　 2119 21 0111

長野県立大　　 グローバ グローバルマ 前 Ｂ　　 2119 21 0112

長野県立大　　 グローバ グローバルマ 中 　　　 2119 21 0150

長野県立大　　 健康発達 食健康　　　 前 　　　 2119 79 0110

長野県立大　　 健康発達 食健康　　　 中 　　　 2119 79 0150

長野県立大　　 健康発達 こども　　　 前 　　　 2119 79 0210

長野県立大　　 健康発達 こども　　　 中 　　　 2119 79 0250

長野県看護大　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2120 64 0110

長野県看護大　 看護　　 看護　　　　 中 　　　 2120 64 0150

諏訪東京理大　 工　　　 情報応用工　 前 Ａ　　 2121 46 0111

諏訪東京理大　 工　　　 情報応用工　 前 Ｂ　　 2121 46 0112

諏訪東京理大　 工　　　 情報応用工　 中 　　　 2121 46 0150

諏訪東京理大　 工　　　 機械電気工　 前 Ａ　　 2121 46 0211

諏訪東京理大　 工　　　 機械電気工　 前 Ｂ　　 2121 46 0212

諏訪東京理大　 工　　　 機械電気工　 中 　　　 2121 46 0250

岐阜県立看護大 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2123 64 0110

岐阜薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 中 　　　 2125 61 0350

静岡文化芸大　 文化政策 国際文化　　 前 　　　 2128 03 0110

静岡文化芸大　 文化政策 国際文化　　 後 　　　 2128 03 0120

静岡文化芸大　 文化政策 文化政策　　 前 　　　 2128 03 0210

静岡文化芸大　 文化政策 文化政策　　 後 　　　 2128 03 0220

静岡文化芸大　 文化政策 芸術文化　　 前 　　　 2128 03 0310

静岡文化芸大　 文化政策 芸術文化　　 後 　　　 2128 03 0320

静岡文化芸大　 デザイン デザイン　　 前 Ⅰ数学 2128 83 0411

静岡文化芸大　 デザイン デザイン　　 前 Ⅱ実技 2128 83 0412

静岡文化芸大　 デザイン デザイン　　 後 　　　 2128 83 0420

静岡農林職大　 生産環境 生産環境経営 前 　　　 2129 74 0110

静岡県立大　　 経営情報 経営情報　　 前 　　　 2130 21 0110

静岡県立大　　 経営情報 経営情報　　 後 　　　 2130 21 0120

静岡県立大　　 国際関係 国際関係　　 前 　　　 2130 33 0110

静岡県立大　　 国際関係 国際言語文化 前 　　　 2130 33 0210

静岡県立大　　 薬　　　 薬　　　　　 中 　　　 2130 61 0250

静岡県立大　　 薬　　　 薬科学　　　 中 　　　 2130 61 0350

静岡県立大　　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2130 64 0110

静岡県立大　　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 2130 64 0120

静岡県立大　　 食品栄養 栄養生命科学 前 　　　 2130 79 0110

静岡県立大　　 食品栄養 栄養生命科学 後 　　　 2130 79 0120



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

静岡県立大　　 食品栄養 食品生命科学 前 　　　 2130 79 0210

静岡県立大　　 食品栄養 食品生命科学 後 　　　 2130 79 0220

静岡県立大　　 食品栄養 環境生命科学 前 　　　 2130 79 0310

静岡県立大　　 食品栄養 環境生命科学 後 　　　 2130 79 0320

愛知県立大　　 日本文化 国語国文　　 前 　　　 2135 03 0110

愛知県立大　　 日本文化 国語国文　　 後 　　　 2135 03 0120

愛知県立大　　 日本文化 歴史文化　　 前 　　　 2135 03 0210

愛知県立大　　 日本文化 歴史文化　　 後 　　　 2135 03 0220

愛知県立大　　 外国語　 英米　　　　 前 　　　 2135 08 0110

愛知県立大　　 外国語　 英米　　　　 後 　　　 2135 08 0120

愛知県立大　　 外国語　 中国　　　　 前 　　　 2135 08 0510

愛知県立大　　 外国語　 中国　　　　 後 　　　 2135 08 0520

愛知県立大　　 外国語　 国際関係　　 前 　　　 2135 08 0810

愛知県立大　　 外国語　 国際関係　　 後 　　　 2135 08 0820

愛知県立大　　 外国語　 ヨー／フラン 前 　　　 2135 08 0910

愛知県立大　　 外国語　 ヨー／フラン 後 　　　 2135 08 0920

愛知県立大　　 外国語　 ヨー／スペイ 前 　　　 2135 08 1010

愛知県立大　　 外国語　 ヨー／スペイ 後 　　　 2135 08 1020

愛知県立大　　 外国語　 ヨー／ドイツ 前 　　　 2135 08 1110

愛知県立大　　 外国語　 ヨー／ドイツ 後 　　　 2135 08 1120

愛知県立大　　 教育福祉 社会福祉　　 前 　　　 2135 31 0210

愛知県立大　　 教育福祉 社会福祉　　 後 　　　 2135 31 0220

愛知県立大　　 教育福祉 教育／小学校 前 　　　 2135 31 0310

愛知県立大　　 教育福祉 教育／小学校 後 　　　 2135 31 0320

愛知県立大　　 教育福祉 教育／保育幼 前 　　　 2135 31 0410

愛知県立大　　 教育福祉 教育／保育幼 後 　　　 2135 31 0420

愛知県立大　　 情報科学 情報科学　　 前 　　　 2135 37 0310

愛知県立大　　 情報科学 情報科学　　 後 　　　 2135 37 0320

愛知県立大　　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2135 64 0110

愛知県立大　　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 2135 64 0120

愛知県立芸大　 美術　　 デザ／デザイ 後 　　　 2145 83 0120

愛知県立芸大　 美術　　 デザ／陶磁　 後 　　　 2145 83 0220

愛知県立芸大　 美術　　 美術／油画　 後 　　　 2145 83 0320

愛知県立芸大　 美術　　 美術／彫刻　 後 　　　 2145 83 0420

愛知県立芸大　 美術　　 美術／日本画 後 　　　 2145 83 0520

愛知県立芸大　 美術　　 美術／芸術学 後 　　　 2145 83 0620

愛知県立芸大　 美術　　 デザ／メディ 後 　　　 2145 83 0720

愛知県立芸大　 音楽　　 音楽／管打楽 後 　　　 2145 84 0120



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

愛知県立芸大　 音楽　　 音楽／弦楽器 後 　　　 2145 84 0220

愛知県立芸大　 音楽　　 音楽／ピアノ 後 　　　 2145 84 0320

愛知県立芸大　 音楽　　 音楽／音楽学 後 　　　 2145 84 0420

愛知県立芸大　 音楽　　 音楽／作曲　 後 　　　 2145 84 0520

愛知県立芸大　 音楽　　 音楽／声楽　 後 　　　 2145 84 0620

名古屋市立大　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 2150 18 0010

名古屋市立大　 経済　　 　　　　　　 後 Ｅ　　 2150 18 0021

名古屋市立大　 経済　　 　　　　　　 後 Ｍ　　 2150 18 0022

名古屋市立大　 人文社会 心理教育　　 前 　　　 2150 27 0110

名古屋市立大　 人文社会 心理教育　　 後 　　　 2150 27 0120

名古屋市立大　 人文社会 現代社会　　 前 　　　 2150 27 0210

名古屋市立大　 人文社会 現代社会　　 後 　　　 2150 27 0220

名古屋市立大　 人文社会 国際文化　　 前 　　　 2150 27 0310

名古屋市立大　 人文社会 国際文化　　 後 　　　 2150 27 0320

名古屋市立大　 総合生命 総合生命理　 後 　　　 2150 43 0120

名古屋市立大　 芸術工　 情報環境デザ 前 　　　 2150 47 0110

名古屋市立大　 芸術工　 情報環境デザ 後 　　　 2150 47 0120

名古屋市立大　 芸術工　 建築都市デザ 前 　　　 2150 47 0210

名古屋市立大　 芸術工　 建築都市デザ 後 　　　 2150 47 0220

名古屋市立大　 芸術工　 産業イノベー 前 　　　 2150 47 0310

名古屋市立大　 芸術工　 産業イノベー 後 　　　 2150 47 0320

名古屋市立大　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 2150 55 0110

名古屋市立大　 薬　　　 薬　　　　　 中 　　　 2150 61 0250

名古屋市立大　 薬　　　 生命薬科学　 中 　　　 2150 61 0350

名古屋市立大　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2150 64 0110

三重県立看護大 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2153 64 0111

三重県立看護大 看護　　 看護　　　　 前 地域枠 2153 64 0112

三重県立看護大 看護　　 看護　　　　 後 　　　 2153 64 0120

滋賀県立大　　 人間文化 地域文化　　 前 　　　 2160 37 0210

滋賀県立大　　 人間文化 地域文化　　 後 　　　 2160 37 0220

滋賀県立大　　 人間文化 生活デザイン 前 　　　 2160 37 0610

滋賀県立大　　 人間文化 生活デザイン 後 　　　 2160 37 0620

滋賀県立大　　 人間文化 生活栄養　　 前 　　　 2160 37 0710

滋賀県立大　　 人間文化 生活栄養　　 後 　　　 2160 37 0720

滋賀県立大　　 人間文化 人間関係　　 前 　　　 2160 37 0810

滋賀県立大　　 人間文化 人間関係　　 後 　　　 2160 37 0820

滋賀県立大　　 人間文化 国際コミュニ 前 　　　 2160 37 0910

滋賀県立大　　 人間文化 国際コミュニ 後 　　　 2160 37 0920



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

滋賀県立大　　 環境科学 環境生態　　 前 　　　 2160 38 0310

滋賀県立大　　 環境科学 環境生態　　 後 　　　 2160 38 0320

滋賀県立大　　 環境科学 生物資源管理 前 　　　 2160 38 0410

滋賀県立大　　 環境科学 生物資源管理 後 　　　 2160 38 0420

滋賀県立大　　 環境科学 環境政策・計 前 　　　 2160 38 0510

滋賀県立大　　 環境科学 環境政策・計 後 　　　 2160 38 0520

滋賀県立大　　 環境科学 環境建築デザ 前 　　　 2160 38 0610

滋賀県立大　　 環境科学 環境建築デザ 後 　　　 2160 38 0620

滋賀県立大　　 工　　　 機械シス工　 前 　　　 2160 46 0110

滋賀県立大　　 工　　　 機械シス工　 後 　　　 2160 46 0120

滋賀県立大　　 工　　　 材料科学　　 前 　　　 2160 46 0210

滋賀県立大　　 工　　　 材料科学　　 後 　　　 2160 46 0220

滋賀県立大　　 工　　　 電子シス工　 前 　　　 2160 46 0310

滋賀県立大　　 工　　　 電子シス工　 後 　　　 2160 46 0320

滋賀県立大　　 人間看護 人間看護　　 前 　　　 2160 64 0110

滋賀県立大　　 人間看護 人間看護　　 後 　　　 2160 64 0120

福知山公立大　 地域経営 地域経営　　 前 ５教科 2163 21 0111

福知山公立大　 地域経営 地域経営　　 前 ３教科 2163 21 0112

福知山公立大　 地域経営 地域経営　　 後 　　　 2163 21 0120

福知山公立大　 地域経営 医療福祉経営 前 ５教科 2163 21 0211

福知山公立大　 地域経営 医療福祉経営 前 ３教科 2163 21 0212

福知山公立大　 地域経営 医療福祉経営 後 　　　 2163 21 0220

福知山公立大　 情報　　 情報　　　　 前 ５教科 2163 37 0111

福知山公立大　 情報　　 情報　　　　 前 ３教科 2163 37 0112

福知山公立大　 情報　　 情報　　　　 後 　　　 2163 37 0120

京都市立芸大　 美術　　 工芸　　　　 前 　　　 2165 83 0110

京都市立芸大　 美術　　 デザイン　　 前 　　　 2165 83 0210

京都市立芸大　 美術　　 美術　　　　 前 　　　 2165 83 0310

京都市立芸大　 美術　　 総合芸術　　 前 　　　 2165 83 0410

京都市立芸大　 音楽　　 音楽／作曲　 後 　　　 2165 84 0220

京都市立芸大　 音楽　　 音楽／指揮　 後 　　　 2165 84 0320

京都市立芸大　 音楽　　 音楽／ピアノ 後 　　　 2165 84 0420

京都市立芸大　 音楽　　 音楽／弦楽　 後 　　　 2165 84 0520

京都市立芸大　 音楽　　 音楽／管・打 後 　　　 2165 84 0620

京都市立芸大　 音楽　　 音楽／声楽　 後 　　　 2165 84 0720

京都市立芸大　 音楽　　 音楽／音楽学 後 　　　 2165 84 0820

京都府立大　　 文　　　 日本・中国文 前 　　　 2170 01 0610

京都府立大　　 文　　　 日本・中国文 後 　　　 2170 01 0620



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

京都府立大　　 文　　　 欧米言語文化 前 　　　 2170 01 0710

京都府立大　　 文　　　 欧米言語文化 後 　　　 2170 01 0720

京都府立大　　 文　　　 歴史　　　　 前 　　　 2170 01 0810

京都府立大　　 文　　　 歴史　　　　 後 　　　 2170 01 0820

京都府立大　　 文　　　 和食文化　　 前 　　　 2170 01 0910

京都府立大　　 文　　　 和食文化　　 後 　　　 2170 01 0920

京都府立大　　 公共政策 公共政策　　 前 　　　 2170 13 0110

京都府立大　　 公共政策 公共政策　　 後 　　　 2170 13 0120

京都府立大　　 公共政策 福祉社会　　 前 　　　 2170 13 0210

京都府立大　　 公共政策 福祉社会　　 後 　　　 2170 13 0220

京都府立大　　 生命環境 食保健　　　 前 　　　 2170 38 0110

京都府立大　　 生命環境 環境デザイン 前 　　　 2170 38 0210

京都府立大　　 生命環境 環境・情報科 前 　　　 2170 38 0310

京都府立大　　 生命環境 農学生命科学 前 　　　 2170 38 0410

京都府立大　　 生命環境 農学生命科学 後 　　　 2170 38 0420

京都府立大　　 生命環境 森林科学　　 前 　　　 2170 38 0510

京都府立大　　 生命環境 森林科学　　 後 　　　 2170 38 0520

京都府立大　　 生命環境 生命分子化　 前 　　　 2170 38 0610

京都府立大　　 生命環境 生命分子化　 後 　　　 2170 38 0620

京都府立医大　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 2175 55 0110

京都府立医大　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 2175 55 0210

大阪公立大　　 文　　　 　　　　　　 前 　　　 2178 01 0010

大阪公立大　　 文　　　 　　　　　　 後 　　　 2178 01 0020

大阪公立大　　 法　　　 法　　　　　 前 　　　 2178 12 0110

大阪公立大　　 法　　　 法　　　　　 後 　　　 2178 12 0120

大阪公立大　　 経済　　 経済　　　　 前 　　　 2178 18 0110

大阪公立大　　 経済　　 経済　　　　 後 高得点 2178 18 0121

大阪公立大　　 経済　　 経済　　　　 後 ユニー 2178 18 0122

大阪公立大　　 商　　　 　　　　　　 前 　　　 2178 20 0010

大阪公立大　　 商　　　 　　　　　　 後 　　　 2178 20 0020

大阪公立大　　 理　　　 数学　　　　 前 　　　 2178 42 0110

大阪公立大　　 理　　　 数学　　　　 後 　　　 2178 42 0120

大阪公立大　　 理　　　 物理　　　　 前 　　　 2178 42 0210

大阪公立大　　 理　　　 物理　　　　 後 　　　 2178 42 0220

大阪公立大　　 理　　　 化学　　　　 前 　　　 2178 42 0310

大阪公立大　　 理　　　 化学　　　　 後 　　　 2178 42 0320

大阪公立大　　 理　　　 生物　　　　 前 　　　 2178 42 0410

大阪公立大　　 理　　　 生物　　　　 後 　　　 2178 42 0420



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

大阪公立大　　 理　　　 地球　　　　 前 　　　 2178 42 0510

大阪公立大　　 理　　　 地球　　　　 後 　　　 2178 42 0520

大阪公立大　　 理　　　 生物化　　　 前 　　　 2178 42 0610

大阪公立大　　 理　　　 生物化　　　 後 　　　 2178 42 0620

大阪公立大　　 工　　　 航空宇宙工　 前 　　　 2178 46 0110

大阪公立大　　 工　　　 航空宇宙工　 中 　　　 2178 46 0150

大阪公立大　　 工　　　 海洋シス工　 前 　　　 2178 46 0210

大阪公立大　　 工　　　 海洋シス工　 中 　　　 2178 46 0250

大阪公立大　　 工　　　 機械工　　　 前 　　　 2178 46 0310

大阪公立大　　 工　　　 機械工　　　 中 　　　 2178 46 0350

大阪公立大　　 工　　　 建築　　　　 前 　　　 2178 46 0410

大阪公立大　　 工　　　 建築　　　　 中 　　　 2178 46 0450

大阪公立大　　 工　　　 都市　　　　 前 　　　 2178 46 0510

大阪公立大　　 工　　　 都市　　　　 中 　　　 2178 46 0550

大阪公立大　　 工　　　 電子物理工　 前 　　　 2178 46 0610

大阪公立大　　 工　　　 電子物理工　 中 　　　 2178 46 0650

大阪公立大　　 工　　　 情報工　　　 前 　　　 2178 46 0710

大阪公立大　　 工　　　 情報工　　　 中 　　　 2178 46 0750

大阪公立大　　 工　　　 電気電子シス 前 　　　 2178 46 0810

大阪公立大　　 工　　　 電気電子シス 中 　　　 2178 46 0850

大阪公立大　　 工　　　 応用化　　　 前 　　　 2178 46 0910

大阪公立大　　 工　　　 応用化　　　 中 　　　 2178 46 0950

大阪公立大　　 工　　　 化学工　　　 前 　　　 2178 46 1010

大阪公立大　　 工　　　 化学工　　　 中 　　　 2178 46 1050

大阪公立大　　 工　　　 マテリアル工 前 　　　 2178 46 1110

大阪公立大　　 工　　　 マテリアル工 中 　　　 2178 46 1150

大阪公立大　　 工　　　 化学バイオ工 前 　　　 2178 46 1210

大阪公立大　　 工　　　 化学バイオ工 中 　　　 2178 46 1250

大阪公立大　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 2178 55 0110

大阪公立大　　 医　　　 リハ／理学療 前 　　　 2178 55 0210

大阪公立大　　 医　　　 リハ／理学療 後 　　　 2178 55 0220

大阪公立大　　 医　　　 リハ／作業療 前 　　　 2178 55 0310

大阪公立大　　 医　　　 リハ／作業療 後 　　　 2178 55 0320

大阪公立大　　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2178 64 0110

大阪公立大　　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 2178 64 0120

大阪公立大　　 農　　　 応用生物科学 前 　　　 2178 72 0110

大阪公立大　　 農　　　 応用生物科学 後 　　　 2178 72 0120

大阪公立大　　 農　　　 生命機能化　 前 　　　 2178 72 0210



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

大阪公立大　　 農　　　 生命機能化　 後 　　　 2178 72 0220

大阪公立大　　 農　　　 緑地環境科学 前 　　　 2178 72 0310

大阪公立大　　 農　　　 緑地環境科学 後 　　　 2178 72 0320

大阪公立大　　 獣医　　 獣医　　　　 前 　　　 2178 74 0110

大阪公立大　　 生活科学 食栄養　　　 前 均等型 2178 79 0111

大阪公立大　　 生活科学 食栄養　　　 前 理数型 2178 79 0112

大阪公立大　　 生活科学 居住環境　　 前 　　　 2178 79 0210

大阪公立大　　 生活科学 人間福祉　　 前 　　　 2178 79 0310

大阪公立大　　 現代シス 知識情報シス 前 　　　 2178 88 0110

大阪公立大　　 現代シス 環境社会シス 前 英・国 2178 88 0211

大阪公立大　　 現代シス 環境社会シス 前 理・数 2178 88 0212

大阪公立大　　 現代シス 教育福祉学類 前 　　　 2178 88 0310

大阪公立大　　 現代シス 心理学類　　 前 英・国 2178 88 0411

大阪公立大　　 現代シス 心理学類　　 前 理・数 2178 88 0412

大阪公立大　　 現代シス 学域一括　　 前 英・数 2178 88 0511

大阪公立大　　 現代シス 学域一括　　 前 英・国 2178 88 0512

大阪公立大　　 現代シス 学域一括　　 前 英・小 2178 88 0513

大阪公立大　　 現代シス 学域一括　　 前 理・数 2178 88 0514

大阪公立大　　 現代シス 学域一括　　 後 　　　 2178 88 0520

神戸市看護大　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2198 64 0110

神戸市看護大　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 2198 64 0120

兵庫県立大　　 国際商経 国際／経済学 前 　　　 2199 21 0210

兵庫県立大　　 国際商経 国際／経済学 後 　　　 2199 21 0220

兵庫県立大　　 国際商経 国際／グロー 前 　　　 2199 21 0310

兵庫県立大　　 環境人間 環境人間　　 前 　　　 2199 37 0110

兵庫県立大　　 環境人間 環境人間　　 後 　　　 2199 37 0120

兵庫県立大　　 環境人間 環境／食環境 前 　　　 2199 37 0210

兵庫県立大　　 社会情報 社会情報科学 前 　　　 2199 38 0110

兵庫県立大　　 社会情報 社会情報科学 中 　　　 2199 38 0150

兵庫県立大　　 理　　　 生命科学　　 中 　　　 2199 42 0150

兵庫県立大　　 理　　　 物質科学　　 中 　　　 2199 42 0250

兵庫県立大　　 工　　　 電気電子情報 前 　　　 2199 46 0110

兵庫県立大　　 工　　　 電気電子情報 後 　　　 2199 46 0120

兵庫県立大　　 工　　　 機械・材料工 前 　　　 2199 46 0210

兵庫県立大　　 工　　　 機械・材料工 後 　　　 2199 46 0220

兵庫県立大　　 工　　　 応用化学工　 前 　　　 2199 46 0310

兵庫県立大　　 工　　　 応用化学工　 後 　　　 2199 46 0320

兵庫県立大　　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2199 64 0110



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

兵庫県立大　　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 2199 64 0120

神戸市外大　　 外国語　 イスパニア　 前 　　　 2200 08 0110

神戸市外大　　 外国語　 イスパニア　 後 　　　 2200 08 0120

神戸市外大　　 外国語　 英米　　　　 前 　　　 2200 08 0210

神戸市外大　　 外国語　 英米　　　　 後 　　　 2200 08 0220

神戸市外大　　 外国語　 国際関係　　 前 　　　 2200 08 0310

神戸市外大　　 外国語　 国際関係　　 後 　　　 2200 08 0320

神戸市外大　　 外国語　 中国　　　　 前 　　　 2200 08 0410

神戸市外大　　 外国語　 中国　　　　 後 　　　 2200 08 0420

神戸市外大　　 外国語　 ロシア　　　 前 　　　 2200 08 0510

神戸市外大　　 外国語　 ロシア　　　 後 　　　 2200 08 0520

神戸市外大　　 外国語２ 英米　　　　 前 　　　 2200 11 0110

神戸市外大　　 外国語２ 英米　　　　 後 　　　 2200 11 0120

芸術文観光職大 芸文観光 芸術文化観光 独 Ａ　　 2201 83 0161

芸術文観光職大 芸文観光 芸術文化観光 独 Ｂ　　 2201 83 0162

奈良県立医大　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 2220 55 0110

奈良県立医大　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 2220 55 0120

奈良県立医大　 医　　　 看護　　　　 前 一般枠 2220 55 0311

奈良県立医大　 医　　　 看護　　　　 前 地域枠 2220 55 0312

奈良県立大　　 地域創造 地域創造　　 前 　　　 2225 23 0310

奈良県立大　　 地域創造 地域創造　　 中 　　　 2225 23 0350

和歌山県立医大 医　　　 医　　　　　 前 　　　 2230 55 0111

和歌山県立医大 医　　　 医　　　　　 前 医療枠 2230 55 0112

和歌山県立医大 薬　　　 薬　　　　　 前 　　　 2230 61 0110

和歌山県立医大 保健看護 保健看護　　 前 　　　 2230 64 0110

和歌山県立医大 保健看護 保健看護　　 後 　　　 2230 64 0120

公立鳥取環境大 経営　　 経営　　　　 前 Ａ　　 2235 19 0111

公立鳥取環境大 経営　　 経営　　　　 前 Ｂ　　 2235 19 0112

公立鳥取環境大 経営　　 経営　　　　 後 　　　 2235 19 0120

公立鳥取環境大 環境　　 環境　　　　 前 Ａ　　 2235 47 0111

公立鳥取環境大 環境　　 環境　　　　 前 Ｂ　　 2235 47 0112

公立鳥取環境大 環境　　 環境　　　　 後 　　　 2235 47 0120

島根県立大　　 地域政策 地域／地域経 前 　　　 2240 14 0110

島根県立大　　 地域政策 地域／地域経 後 　　　 2240 14 0120

島根県立大　　 地域政策 地域／地域公 前 　　　 2240 14 0210

島根県立大　　 地域政策 地域／地域公 後 　　　 2240 14 0220

島根県立大　　 地域政策 地域／地域づ 前 　　　 2240 14 0310

島根県立大　　 地域政策 地域／地域づ 後 　　　 2240 14 0320



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

島根県立大　　 国際関係 国際／国際関 前 　　　 2240 33 0110

島根県立大　　 国際関係 国際／国際関 後 　　　 2240 33 0120

島根県立大　　 国際関係 国際／国際コ 前 　　　 2240 33 0210

島根県立大　　 国際関係 国際／国際コ 後 　　　 2240 33 0220

島根県立大　　 人間文化 保育教育　　 前 　　　 2240 37 0110

島根県立大　　 人間文化 地域文化　　 前 　　　 2240 37 0210

島根県立大　　 看護栄養 看護　　　　 前 　　　 2240 64 0111

島根県立大　　 看護栄養 看護　　　　 前 地域枠 2240 64 0112

島根県立大　　 看護栄養 健康栄養　　 前 　　　 2240 64 0210

新見公立大　　 健康科学 看護　　　　 前 　　　 2243 64 0110

新見公立大　　 健康科学 看護　　　　 後 　　　 2243 64 0120

新見公立大　　 健康科学 地域福祉　　 前 　　　 2243 64 0210

新見公立大　　 健康科学 地域福祉　　 中 　　　 2243 64 0250

新見公立大　　 健康科学 健康保育　　 前 　　　 2243 64 0310

新見公立大　　 健康科学 健康保育　　 後 　　　 2243 64 0320

岡山県立大　　 情報工　 情報シス工　 前 　　　 2245 47 0110

岡山県立大　　 情報工　 情報シス工　 中 　　　 2245 47 0150

岡山県立大　　 情報工　 情報通信工　 前 　　　 2245 47 0210

岡山県立大　　 情報工　 情報通信工　 中 　　　 2245 47 0250

岡山県立大　　 情報工　 人間情報工　 前 　　　 2245 47 0310

岡山県立大　　 情報工　 人間情報工　 中 　　　 2245 47 0350

岡山県立大　　 保健福祉 栄養　　　　 前 　　　 2245 64 0110

岡山県立大　　 保健福祉 栄養　　　　 後 　　　 2245 64 0120

岡山県立大　　 保健福祉 看護　　　　 前 　　　 2245 64 0210

岡山県立大　　 保健福祉 看護　　　　 後 　　　 2245 64 0220

岡山県立大　　 保健福祉 現代福祉　　 前 　　　 2245 64 0610

岡山県立大　　 保健福祉 現代福祉　　 後 　　　 2245 64 0620

岡山県立大　　 保健福祉 子ども　　　 前 　　　 2245 64 0710

岡山県立大　　 保健福祉 子ども　　　 後 　　　 2245 64 0720

岡山県立大　　 デザイン 工芸工業デザ 前 　　　 2245 83 0110

岡山県立大　　 デザイン ビジュアルデ 前 　　　 2245 83 0210

岡山県立大　　 デザイン 建築　　　　 前 　　　 2245 83 0510

尾道市立大　　 経済情報 経済情報　　 前 　　　 2249 21 0110

尾道市立大　　 経済情報 経済情報　　 後 Ａ　　 2249 21 0121

尾道市立大　　 経済情報 経済情報　　 後 Ｂ　　 2249 21 0122

尾道市立大　　 芸術文化 日本文　　　 前 　　　 2249 83 0110

尾道市立大　　 芸術文化 日本文　　　 後 　　　 2249 83 0120

尾道市立大　　 芸術文化 美術　　　　 前 　　　 2249 83 0210



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

尾道市立大　　 芸術文化 美術　　　　 後 　　　 2249 83 0220

県立広島大　　 地域創生 地域／地域文 前 　　　 2251 39 0110

県立広島大　　 地域創生 地域／地域産 前 経営志 2251 39 0211

県立広島大　　 地域創生 地域／地域産 前 応用情 2251 39 0212

県立広島大　　 地域創生 地域／健康科 前 　　　 2251 39 0310

県立広島大　　 地域創生 地域創生　　 後 経過選 2251 39 0420

県立広島大　　 保健福祉 保健／看護学 前 　　　 2251 64 0610

県立広島大　　 保健福祉 保健／看護学 後 　　　 2251 64 0620

県立広島大　　 保健福祉 保健／理学療 前 　　　 2251 64 0710

県立広島大　　 保健福祉 保健／理学療 後 　　　 2251 64 0720

県立広島大　　 保健福祉 保健／作業療 前 　　　 2251 64 0810

県立広島大　　 保健福祉 保健／作業療 後 　　　 2251 64 0820

県立広島大　　 保健福祉 保健／コミュ 前 　　　 2251 64 0910

県立広島大　　 保健福祉 保健／コミュ 後 　　　 2251 64 0920

県立広島大　　 保健福祉 保健／人間福 前 　　　 2251 64 1010

県立広島大　　 保健福祉 保健／人間福 後 　　　 2251 64 1020

県立広島大　　 保健福祉 保健福祉　　 前 コース 2251 64 1110

県立広島大　　 生物資源 地域資源開発 前 　　　 2251 74 0110

県立広島大　　 生物資源 生命環境　　 後 経過選 2251 74 0220

県立広島大　　 生物資源 生命／生命科 前 　　　 2251 74 0310

県立広島大　　 生物資源 生命／環境科 前 　　　 2251 74 0410

福山市立大　　 都市経営 都市経営　　 前 　　　 2252 21 0110

福山市立大　　 都市経営 都市経営　　 後 　　　 2252 21 0120

福山市立大　　 教育　　 児童／教育　 前 　　　 2252 30 0110

福山市立大　　 教育　　 児童／教育　 後 　　　 2252 30 0120

福山市立大　　 教育　　 児童／保育　 前 　　　 2252 30 0210

福山市立大　　 教育　　 児童／保育　 後 　　　 2252 30 0220

叡啓大　　　　 ソーシャ ソーシャルシ 独 　　　 2253 27 0160

広島市立大　　 国際　　 国際　　　　 前 　　　 2260 33 0110

広島市立大　　 国際　　 国際　　　　 後 　　　 2260 33 0120

広島市立大　　 情報科学 　　　　　　 前 　　　 2260 37 0010

広島市立大　　 情報科学 　　　　　　 後 　　　 2260 37 0020

広島市立大　　 芸術　　 デザイン工芸 前 　　　 2260 83 0110

広島市立大　　 芸術　　 デザイン工芸 後 　　　 2260 83 0120

広島市立大　　 芸術　　 美術／油絵　 前 　　　 2260 83 0210

広島市立大　　 芸術　　 美術／彫刻　 後 　　　 2260 83 0320

広島市立大　　 芸術　　 美術／日本画 前 　　　 2260 83 0410

山口東京理科大 工　　　 機械工　　　 前 Ａ　　 2263 46 0111



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

山口東京理科大 工　　　 機械工　　　 前 Ｂ　　 2263 46 0112

山口東京理科大 工　　　 機械工　　　 中 　　　 2263 46 0150

山口東京理科大 工　　　 電気工　　　 前 Ａ　　 2263 46 0211

山口東京理科大 工　　　 電気工　　　 前 Ｂ　　 2263 46 0212

山口東京理科大 工　　　 電気工　　　 中 　　　 2263 46 0250

山口東京理科大 工　　　 応用化　　　 前 Ａ　　 2263 46 0311

山口東京理科大 工　　　 応用化　　　 前 Ｂ　　 2263 46 0312

山口東京理科大 工　　　 応用化　　　 中 　　　 2263 46 0350

山口東京理科大 薬　　　 薬　　　　　 中 　　　 2263 61 0150

下関市立大　　 経済　　 経済　　　　 前 Ａ　　 2265 18 0111

下関市立大　　 経済　　 経済　　　　 前 Ｂ　　 2265 18 0112

下関市立大　　 経済　　 経済　　　　 中 　　　 2265 18 0150

下関市立大　　 経済　　 国際商　　　 前 Ａ　　 2265 18 0211

下関市立大　　 経済　　 国際商　　　 前 Ｂ　　 2265 18 0212

下関市立大　　 経済　　 国際商　　　 中 　　　 2265 18 0250

下関市立大　　 経済　　 公共マネジメ 前 Ａ　　 2265 18 0311

下関市立大　　 経済　　 公共マネジメ 前 Ｂ　　 2265 18 0312

下関市立大　　 経済　　 公共マネジメ 中 　　　 2265 18 0350

山口県立大　　 社会福祉 社会福祉　　 前 　　　 2270 26 0110

山口県立大　　 社会福祉 社会福祉　　 後 　　　 2270 26 0120

山口県立大　　 国際文化 国際文化　　 前 　　　 2270 33 0110

山口県立大　　 国際文化 国際文化　　 後 　　　 2270 33 0120

山口県立大　　 国際文化 文化創造　　 前 　　　 2270 33 0210

山口県立大　　 国際文化 文化創造　　 後 　　　 2270 33 0220

山口県立大　　 看護栄養 看護　　　　 前 　　　 2270 65 0110

山口県立大　　 看護栄養 看護　　　　 後 　　　 2270 65 0120

山口県立大　　 看護栄養 栄養　　　　 前 　　　 2270 65 0210

山口県立大　　 看護栄養 栄養　　　　 後 　　　 2270 65 0220

香川保健医療大 保健医療 看護　　　　 前 　　　 2280 64 0110

香川保健医療大 保健医療 看護　　　　 後 　　　 2280 64 0120

香川保健医療大 保健医療 臨床検査　　 前 　　　 2280 64 0210

愛媛医療技術大 保健科学 看護　　　　 前 　　　 2285 64 0110

愛媛医療技術大 保健科学 看護　　　　 後 　　　 2285 64 0120

愛媛医療技術大 保健科学 臨床検査　　 前 　　　 2285 64 0210

高知工科大　　 経済マネ 　　　　　　 前 Ａ　　 2288 22 0011

高知工科大　　 経済マネ 　　　　　　 前 Ｂ　　 2288 22 0012

高知工科大　　 経済マネ 　　　　　　 前 Ｃ　　 2288 22 0013

高知工科大　　 経済マネ 　　　　　　 後 　　　 2288 22 0020



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

高知工科大　　 情報　　 　　　　　　 前 Ａ　　 2288 37 0011

高知工科大　　 情報　　 　　　　　　 前 Ｂ　　 2288 37 0012

高知工科大　　 情報　　 　　　　　　 後 　　　 2288 37 0020

高知工科大　　 シス工　 　　　　　　 前 Ａ　　 2288 47 0011

高知工科大　　 シス工　 　　　　　　 前 Ｂ　　 2288 47 0012

高知工科大　　 シス工　 　　　　　　 後 　　　 2288 47 0020

高知工科大　　 環境理工 　　　　　　 前 Ａ　　 2288 48 0010

高知工科大　　 環境理工 　　　　　　 後 　　　 2288 48 0021

高知県立大　　 文化　　 文化　　　　 前 　　　 2290 03 0110

高知県立大　　 文化　　 文化　　　　 後 　　　 2290 03 0120

高知県立大　　 社会福祉 社会福祉　　 前 　　　 2290 26 0110

高知県立大　　 社会福祉 社会福祉　　 後 　　　 2290 26 0120

高知県立大　　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2290 64 0110

高知県立大　　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 2290 64 0120

高知県立大　　 健康栄養 健康栄養　　 前 　　　 2290 65 0110

北九州市立大　 文　　　 人間関係　　 前 　　　 2295 01 0110

北九州市立大　 文　　　 人間関係　　 後 　　　 2295 01 0120

北九州市立大　 文　　　 比較文化　　 前 　　　 2295 01 0210

北九州市立大　 文　　　 比較文化　　 後 　　　 2295 01 0220

北九州市立大　 外国語　 国際関係　　 前 　　　 2295 08 0310

北九州市立大　 外国語　 国際関係　　 後 　　　 2295 08 0320

北九州市立大　 外国語　 英米　　　　 前 　　　 2295 08 0410

北九州市立大　 外国語　 英米　　　　 後 　　　 2295 08 0420

北九州市立大　 外国語　 中国　　　　 前 　　　 2295 08 0510

北九州市立大　 外国語　 中国　　　　 後 　　　 2295 08 0520

北九州市立大　 法　　　 政策科学　　 前 　　　 2295 12 0110

北九州市立大　 法　　　 政策科学　　 後 　　　 2295 12 0120

北九州市立大　 法　　　 法律　　　　 前 　　　 2295 12 0210

北九州市立大　 法　　　 法律　　　　 後 　　　 2295 12 0220

北九州市立大　 経済　　 経営情報　　 前 英語　 2295 18 0113

北九州市立大　 経済　　 経営情報　　 前 数学　 2295 18 0114

北九州市立大　 経済　　 経営情報　　 後 　　　 2295 18 0120

北九州市立大　 経済　　 経済　　　　 前 英語　 2295 18 0213

北九州市立大　 経済　　 経済　　　　 前 数学　 2295 18 0214

北九州市立大　 経済　　 経済　　　　 後 　　　 2295 18 0220

北九州市立大　 国際環境 機械シス工　 前 　　　 2295 37 0210

北九州市立大　 国際環境 機械シス工　 後 　　　 2295 37 0220

北九州市立大　 国際環境 情報シス工　 前 　　　 2295 37 0310



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

北九州市立大　 国際環境 情報シス工　 後 　　　 2295 37 0320

北九州市立大　 国際環境 建築デザイン 前 　　　 2295 37 0410

北九州市立大　 国際環境 建築デザイン 後 　　　 2295 37 0420

北九州市立大　 国際環境 エネルギー循 前 　　　 2295 37 0510

北九州市立大　 国際環境 エネルギー循 後 　　　 2295 37 0520

北九州市立大　 国際環境 環境生命工　 前 　　　 2295 37 0610

北九州市立大　 国際環境 環境生命工　 後 　　　 2295 37 0620

北九州市立大　 地域創生 地域創生学類 前 　　　 2295 38 0110

九州歯大　　　 歯　　　 歯　　　　　 前 　　　 2300 58 0110

九州歯大　　　 歯　　　 口腔保健　　 前 　　　 2300 58 0210

福岡県立大　　 人間社会 公共社会　　 前 　　　 2305 27 0110

福岡県立大　　 人間社会 公共社会　　 後 　　　 2305 27 0120

福岡県立大　　 人間社会 社会福祉　　 前 　　　 2305 27 0210

福岡県立大　　 人間社会 社会福祉　　 後 　　　 2305 27 0220

福岡県立大　　 人間社会 人間形成　　 前 　　　 2305 27 0310

福岡県立大　　 人間社会 人間形成　　 後 　　　 2305 27 0320

福岡県立大　　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2305 64 0110

福岡県立大　　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 2305 64 0120

福岡女子大　　 国際文理 国際教養　　 前 　　　 2310 38 0110

福岡女子大　　 国際文理 国際教養　　 後 　　　 2310 38 0120

福岡女子大　　 国際文理 環境科学　　 前 　　　 2310 38 0210

福岡女子大　　 国際文理 環境科学　　 後 　　　 2310 38 0220

福岡女子大　　 国際文理 食・健康　　 前 　　　 2310 38 0310

福岡女子大　　 国際文理 食・健康　　 後 　　　 2310 38 0320

長崎県立大　　 経営　　 経営　　　　 前 　　　 2320 19 0110

長崎県立大　　 経営　　 経営　　　　 後 　　　 2320 19 0120

長崎県立大　　 経営　　 国際経営　　 前 　　　 2320 19 0310

長崎県立大　　 経営　　 国際経営　　 後 　　　 2320 19 0320

長崎県立大　　 地域創造 公共政策　　 前 英語　 2320 21 0111

長崎県立大　　 地域創造 公共政策　　 前 数学　 2320 21 0112

長崎県立大　　 地域創造 公共政策　　 後 　　　 2320 21 0120

長崎県立大　　 地域創造 実践経済　　 前 英語　 2320 21 0211

長崎県立大　　 地域創造 実践経済　　 前 数学　 2320 21 0212

長崎県立大　　 地域創造 実践経済　　 後 　　　 2320 21 0220

長崎県立大　　 国際社会 国際社会　　 前 　　　 2320 27 0110

長崎県立大　　 国際社会 国際社会　　 後 　　　 2320 27 0120

長崎県立大　　 情報シス 情報システム 前 　　　 2320 47 0110

長崎県立大　　 情報シス 情報システム 後 　　　 2320 47 0120



大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 コード番号

長崎県立大　　 情報シス 情報セキュリ 前 　　　 2320 47 0210

長崎県立大　　 情報シス 情報セキュリ 後 　　　 2320 47 0220

長崎県立大　　 看護栄養 看護　　　　 前 　　　 2320 64 0110

長崎県立大　　 看護栄養 看護　　　　 後 　　　 2320 64 0120

長崎県立大　　 看護栄養 栄養健康　　 前 　　　 2320 64 0210

長崎県立大　　 看護栄養 栄養健康　　 後 　　　 2320 64 0220

熊本県立大　　 文　　　 英語英米文　 前 　　　 2325 01 0110

熊本県立大　　 文　　　 英語英米文　 後 　　　 2325 01 0120

熊本県立大　　 文　　　 日本語日本文 前 　　　 2325 01 0210

熊本県立大　　 文　　　 日本語日本文 後 　　　 2325 01 0220

熊本県立大　　 総合管理 総合管理　　 前 Ａ　　 2325 37 0111

熊本県立大　　 総合管理 総合管理　　 前 Ｂ　　 2325 37 0112

熊本県立大　　 総合管理 総合管理　　 後 Ａ　　 2325 37 0121

熊本県立大　　 総合管理 総合管理　　 後 Ｂ　　 2325 37 0122

熊本県立大　　 環境共生 環境／居住環 前 　　　 2325 80 0210

熊本県立大　　 環境共生 環境／居住環 後 　　　 2325 80 0220

熊本県立大　　 環境共生 環境／環境資 前 　　　 2325 80 0710

熊本県立大　　 環境共生 環境／環境資 後 　　　 2325 80 0720

熊本県立大　　 環境共生 環境／食健康 前 　　　 2325 80 0810

熊本県立大　　 環境共生 環境／食健康 後 　　　 2325 80 0820

大分看護科学大 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2328 64 0110

大分看護科学大 看護　　 看護　　　　 後 　　　 2328 64 0120

宮崎県立看護大 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2333 64 0110

宮崎県立看護大 看護　　 看護　　　　 後 　　　 2333 64 0120

宮崎公立大　　 人文　　 国際文化　　 前 　　　 2335 02 0110

宮崎公立大　　 人文　　 国際文化　　 後 　　　 2335 02 0120

沖縄県立看護大 看護　　 看護　　　　 前 　　　 2343 64 0110

沖縄県立看護大 看護　　 看護　　　　 後 　　　 2343 64 0120

名桜大　　　　 国際　　 国際学類　　 前 Ａ　　 2344 33 0111

名桜大　　　　 国際　　 国際学類　　 前 Ｂ　　 2344 33 0112

名桜大　　　　 国際　　 国際学類　　 後 　　　 2344 33 0120

名桜大　　　　 人間健康 スポーツ健康 前 　　　 2344 64 0110

名桜大　　　　 人間健康 スポーツ健康 後 　　　 2344 64 0120

名桜大　　　　 人間健康 看護　　　　 前 　　　 2344 64 0210

沖縄県立芸大　 美術工芸 デザ／工芸　 前 　　　 2345 83 0110

沖縄県立芸大　 美術工芸 デザ／工芸　 後 　　　 2345 83 0120

沖縄県立芸大　 美術工芸 デザ／デザイ 前 　　　 2345 83 0210

沖縄県立芸大　 美術工芸 美術／絵画　 前 　　　 2345 83 0310
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沖縄県立芸大　 美術工芸 美術／絵画　 後 　　　 2345 83 0320

沖縄県立芸大　 美術工芸 美術／彫刻　 前 　　　 2345 83 0410

沖縄県立芸大　 美術工芸 美術／彫刻　 後 　　　 2345 83 0420

沖縄県立芸大　 美術工芸 美術／芸術学 前 　　　 2345 83 0510

沖縄県立芸大　 音楽　　 音楽／琉球芸 前 　　　 2345 84 0410

沖縄県立芸大　 音楽　　 音楽／音楽表 前 　　　 2345 84 0710

沖縄県立芸大　 音楽　　 音楽／音楽文 前 　　　 2345 84 0810


