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Successful Applicants

受験番号 *９月入学 指導教員

114001 今井公太郎

114002 野城 智也

114004 川口 健一

114010 千葉 学

114011 林 憲吾

114013 大岡 龍三

114014 権藤 智之

114016 大月 敏雄

114018 藤田 香織

114020 横山ゆりか

114021 川口 健一

114022 赤司 泰義

114024 横山 ゆりか

114027 赤司 泰義

114028 坂本 慎一

114029 前 真之

114034 川添 善行

114035 今井公太郎

114036 千葉 学

114037 塩原 等

114040 隈 研吾

114041 川添 善行

114042 藤田 香織

114051 野口 貴文

114055 今井公太郎

114058 村松 伸

114060 加藤 道夫

114064 平手 小太郎

114065 川添 善行

114066 千葉 学

114067 ○ 伊山 潤

114069 隈 研吾

114070 林 憲吾
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受験番号 *９月入学 指導教員

114077 川添 善行

114080 本間 裕大

114081 伊山 潤

114083 千葉 学

114085 腰原 幹雄

114087 加藤 耕一

114088 大月 敏雄

114089 大月 敏雄

114091 田尻 清太郎

114092 権藤 智之

114094 前 真之

114098 平手 小太郎

114099 本間 裕大

114100 纐纈 一起

114101 赤司 泰義

114102 松田 雄二

114103 隈 研吾

114104 腰原 幹雄

114106 今井公太郎

114107 平手 小太郎

114108 坂本 慎一

114110 田尻 清太郎

114111 隈 研吾

114112 野城 智也

114113 村松 伸

114114 加藤 道夫

114115 塩原 等

114116 加藤 耕一

114118 川口 健一

114119 高田 毅士

114120 坂本 慎一

114121 川添 善行

114124 加藤 耕一

114126 松田 雄二

114130 ○ 大月 敏雄

114131 ○ 横山 ゆりか

114133 ○ 前 真之

114136 ○ 大岡 龍三

114139 ○ 腰原 幹雄

114141 今井公太郎



受験番号 *９月入学 指導教員

114142 千葉 学

114143 川添 善行

114149 ○ 今井 公太郎

114152 隈 研吾

114153 ○ 中埜 良昭

114156 ○ 平手 小太郎

114164 ○ 赤司 泰義

114168 ○ 野口 貴文

114171 ○ 隈 研吾

114172 ○ 平手 小太郎

114173 ○ 今井公太郎

114178 野口 貴文

114180 ○ 千葉 学

114189 ○ 平手 小太郎

114192 藤田 香織

114194 千葉 学

114195 川口 健一

114197 隈 研吾

114203 ○ 川添 善行

114204 ○ 野口 貴文

114207 ○ 千葉 学

114208 ○ 大岡 龍三

114209 ○ 野口 貴文

114210 ○ 前 真之

114212 ○ 前 真之

114214 ○ 大岡 龍三


