
８桁コード 大学名      学部名      学科名 区分 場所

1 未定 未定 未定

10055501 旭川医大　医　医 国立 北海道
10055501 旭川医大　医　医 国立 北海道
10055502 旭川医大　医　看護 国立 北海道
10055502 旭川医大　医　看護 国立 北海道
10102000 小樽商大　商　 国立 北海道
10102000 小樽商大　商　 国立 北海道
10102400 小樽商大　商夜　 国立 北海道
10157405 帯広畜産大　畜産　畜産科学 国立 北海道
10157405 帯広畜産大　畜産　畜産科学 国立 北海道
10157406 帯広畜産大　畜産　共同獣医学 国立 北海道
10157406 帯広畜産大　畜産　共同獣医学 国立 北海道
10204610 北見工大　工　地球環境工 国立 北海道
10204610 北見工大　工　地球環境工 国立 北海道
10204611 北見工大　工　地域未来デザ 国立 北海道
10204611 北見工大　工　地域未来デザ 国立 北海道
10250101 北海道大　文　人文科学 国立 北海道
10250101 北海道大　文　人文科学 国立 北海道
10251201 北海道大　法　法学 国立 北海道
10251201 北海道大　法　法学 国立 北海道
10251800 北海道大　経済　 国立 北海道
10251800 北海道大　経済　 国立 北海道
10253001 北海道大　教育　教育 国立 北海道
10253001 北海道大　教育　教育 国立 北海道
10254201 北海道大　理　化学 国立 北海道
10254203 北海道大　理　数学 国立 北海道
10254207 北海道大　理　地球惑星科学 国立 北海道
10254208 北海道大　理　物理 国立 北海道
10254213 北海道大　理　生物／生物学 国立 北海道
10254214 北海道大　理　生物／高分子 国立 北海道
10254611 北海道大　工　環境社会工 国立 北海道
10254612 北海道大　工　情報エレクト 国立 北海道
10254618 北海道大　工　応用理工系 国立 北海道
10254619 北海道大　工　機械知能工 国立 北海道
10255501 北海道大　医　医 国立 北海道
10255503 北海道大　医　保健／看護学 国立 北海道
10255504 北海道大　医　保健／放射線 国立 北海道
10255504 北海道大　医　保健／放射線 国立 北海道
10255505 北海道大　医　保健／検査技 国立 北海道
10255505 北海道大　医　保健／検査技 国立 北海道
10255506 北海道大　医　保健／理学療 国立 北海道
10255506 北海道大　医　保健／理学療 国立 北海道
10255507 北海道大　医　保健／作業療 国立 北海道
10255801 北海道大　歯　歯 国立 北海道
10255801 北海道大　歯　歯 国立 北海道
10256100 北海道大　薬　 国立 北海道
10257200 北海道大　農　 国立 北海道
10257300 北海道大　水産　 国立 北海道
10257300 北海道大　水産　 国立 北海道
10257402 北海道大　獣医　共同獣医学 国立 北海道
10257402 北海道大　獣医　共同獣医学 国立 北海道
10259100 北海道大　総合文系　 国立 北海道
10259200 北海道大　総合理系　 国立 北海道
10259200 北海道大　総合理系　 国立 北海道
10259200 北海道大　総合理系　 国立 北海道
10259200 北海道大　総合理系　 国立 北海道
10259200 北海道大　総合理系　 国立 北海道



10303017 北教大旭川校　教育　教員／教育発 国立 北海道
10303017 北教大旭川校　教育　教員／教育発 国立 北海道
10303019 北教大旭川校　教育　教員／国語 国立 北海道
10303019 北教大旭川校　教育　教員／国語 国立 北海道
10303020 北教大旭川校　教育　教員／英語 国立 北海道
10303020 北教大旭川校　教育　教員／英語 国立 北海道
10303027 北教大旭川校　教育　教員／社会 国立 北海道
10303027 北教大旭川校　教育　教員／社会 国立 北海道
10303028 北教大旭川校　教育　教員／数学 国立 北海道
10303028 北教大旭川校　教育　教員／数学 国立 北海道
10303029 北教大旭川校　教育　教員／理科 国立 北海道
10303029 北教大旭川校　教育　教員／理科 国立 北海道
10303030 北教大旭川校　教育　教員／生活技 国立 北海道
10303030 北教大旭川校　教育　教員／生活技 国立 北海道
10303032 北教大旭川校　教育　教員／音楽 国立 北海道
10303033 北教大旭川校　教育　教員／美術 国立 北海道
10303034 北教大旭川校　教育　教員／保健体 国立 北海道
10353021 北教大岩見沢校　教育　芸術／芸術ス 国立 北海道
10353021 北教大岩見沢校　教育　芸術／芸術ス 国立 北海道
10353022 北教大岩見沢校　教育　芸術／声楽 国立 北海道
10353023 北教大岩見沢校　教育　芸術／鍵・作 国立 北海道
10353024 北教大岩見沢校　教育　芸術／管弦打 国立 北海道
10353025 北教大岩見沢校　教育　芸術／音楽教 国立 北海道
10353026 北教大岩見沢校　教育　芸術／美術デ 国立 北海道
10353026 北教大岩見沢校　教育　芸術／美術デ 国立 北海道
10353027 北教大岩見沢校　教育　芸術／書画工 国立 北海道
10353027 北教大岩見沢校　教育　芸術／書画工 国立 北海道
10353028 北教大岩見沢校　教育　芸術／メディ 国立 北海道
10353028 北教大岩見沢校　教育　芸術／メディ 国立 北海道
10353029 北教大岩見沢校　教育　芸術／美術文 国立 北海道
10353029 北教大岩見沢校　教育　芸術／美術文 国立 北海道
10353030 北教大岩見沢校　教育　芸術／スポー 国立 北海道
10353030 北教大岩見沢校　教育　芸術／スポー 国立 北海道
10353031 北教大岩見沢校　教育　芸術／アウト 国立 北海道
10353031 北教大岩見沢校　教育　芸術／アウト 国立 北海道
10353032 北教大岩見沢校　教育　芸術／音楽文 国立 北海道
10403029 北教大釧路校　教育　教員／地域学 国立 北海道
10403029 北教大釧路校　教育　教員／地域学 国立 北海道
10403030 北教大釧路校　教育　教員／地域環 国立 北海道
10403030 北教大釧路校　教育　教員／地域環 国立 北海道
10403031 北教大釧路校　教育　教員／学校カ 国立 北海道
10403031 北教大釧路校　教育　教員／学校カ 国立 北海道
10453020 北教大札幌校　教育　教員／特別支 国立 北海道
10453020 北教大札幌校　教育　教員／特別支 国立 北海道
10453021 北教大札幌校　教育　教員／養護教 国立 北海道
10453021 北教大札幌校　教育　教員／養護教 国立 北海道
10453024 北教大札幌校　教育　教員／学校教 国立 北海道
10453024 北教大札幌校　教育　教員／学校教 国立 北海道
10453025 北教大札幌校　教育　教員／言語社 国立 北海道
10453025 北教大札幌校　教育　教員／言語社 国立 北海道
10453026 北教大札幌校　教育　教員／理数教 国立 北海道
10453026 北教大札幌校　教育　教員／理数教 国立 北海道
10453027 北教大札幌校　教育　教員／生活創 国立 北海道
10453027 北教大札幌校　教育　教員／生活創 国立 北海道
10453028 北教大札幌校　教育　教員／図画工 国立 北海道
10453029 北教大札幌校　教育　教員／音楽 国立 北海道
10453030 北教大札幌校　教育　教員／保健体 国立 北海道
10503032 北教大函館校　教育　国際／国際協 国立 北海道



10503032 北教大函館校　教育　国際／国際協 国立 北海道
10503033 北教大函館校　教育　国際／地域政 国立 北海道
10503033 北教大函館校　教育　国際／地域政 国立 北海道
10503034 北教大函館校　教育　国際／地域環 国立 北海道
10503034 北教大函館校　教育　国際／地域環 国立 北海道
10503035 北教大函館校　教育　国際／地域教 国立 北海道
10554607 室蘭工大　工　建築社会基盤 国立 北海道
10554607 室蘭工大　工　建築社会基盤 国立 北海道
10554608 室蘭工大　工　機械航空創造 国立 北海道
10554608 室蘭工大　工　機械航空創造 国立 北海道
10554609 室蘭工大　工　応用理化学系 国立 北海道
10554609 室蘭工大　工　応用理化学系 国立 北海道
10554610 室蘭工大　工　情報電子工学 国立 北海道
10554610 室蘭工大　工　情報電子工学 国立 北海道
10555404 室蘭工大　工夜　機械航空創造 国立 北海道
10555404 室蘭工大　工夜　機械航空創造 国立 北海道
10555405 室蘭工大　工夜　情報電子工学 国立 北海道
10555405 室蘭工大　工夜　情報電子工学 国立 北海道
10602701 弘前大　人文社会　文化創生 国立 青森県
10602701 弘前大　人文社会　文化創生 国立 青森県
10602702 弘前大　人文社会　社会経営 国立 青森県
10602702 弘前大　人文社会　社会経営 国立 青森県
10602702 弘前大　人文社会　社会経営 国立 青森県
10603015 弘前大　教育　養護教諭 国立 青森県
10603048 弘前大　教育　学校／特別支 国立 青森県
10603049 弘前大　教育　学校／小学校 国立 青森県
10603049 弘前大　教育　学校／小学校 国立 青森県
10603050 弘前大　教育　学校／国語 国立 青森県
10603051 弘前大　教育　学校／社会 国立 青森県
10603052 弘前大　教育　学校／数学 国立 青森県
10603053 弘前大　教育　学校／理科 国立 青森県
10603054 弘前大　教育　学校／音楽 国立 青森県
10603055 弘前大　教育　学校／美術 国立 青森県
10603056 弘前大　教育　学校／保体 国立 青森県
10603057 弘前大　教育　学校／技術 国立 青森県
10603058 弘前大　教育　学校／家庭 国立 青森県
10603059 弘前大　教育　学校／英語 国立 青森県
10604707 弘前大　理工　物質創成化 国立 青森県
10604707 弘前大　理工　物質創成化 国立 青森県
10604708 弘前大　理工　電子情報工 国立 青森県
10604708 弘前大　理工　電子情報工 国立 青森県
10604709 弘前大　理工　数物科学 国立 青森県
10604709 弘前大　理工　数物科学 国立 青森県
10604709 弘前大　理工　数物科学 国立 青森県
10604709 弘前大　理工　数物科学 国立 青森県
10604710 弘前大　理工　地球環境防災 国立 青森県
10604710 弘前大　理工　地球環境防災 国立 青森県
10604711 弘前大　理工　機械科学 国立 青森県
10604711 弘前大　理工　機械科学 国立 青森県
10604712 弘前大　理工　自然エネルギ 国立 青森県
10604712 弘前大　理工　自然エネルギ 国立 青森県
10605501 弘前大　医　医 国立 青森県
10605501 弘前大　医　医 国立 青森県
10605503 弘前大　医　保健／看護学 国立 青森県
10605504 弘前大　医　保健／放射線 国立 青森県
10605505 弘前大　医　保健／検査技 国立 青森県
10605506 弘前大　医　保健／理学療 国立 青森県
10605507 弘前大　医　保健／作業療 国立 青森県



10607405 弘前大　農学生命　生物 国立 青森県
10607405 弘前大　農学生命　生物 国立 青森県
10607406 弘前大　農学生命　分子生命科学 国立 青森県
10607406 弘前大　農学生命　分子生命科学 国立 青森県
10607407 弘前大　農学生命　食料資源 国立 青森県
10607407 弘前大　農学生命　食料資源 国立 青森県
10607408 弘前大　農学生命　国際園芸農 国立 青森県
10607408 弘前大　農学生命　国際園芸農 国立 青森県
10607409 弘前大　農学生命　地域環境工 国立 青森県
10607409 弘前大　農学生命　地域環境工 国立 青森県
10652706 岩手大　人文社会　人間文化 国立 青森県
10652706 岩手大　人文社会　人間文化 国立 青森県
10652707 岩手大　人文社会　地域政策 国立 青森県
10652707 岩手大　人文社会　地域政策 国立 青森県
10653015 岩手大　教育　学校／小学校 国立 青森県
10653015 岩手大　教育　学校／小学校 国立 岩手県
10653027 岩手大　教育　学校／特別支 国立 岩手県
10653027 岩手大　教育　学校／特別支 国立 岩手県
10653040 岩手大　教育　学校／国語 国立 岩手県
10653041 岩手大　教育　学校／社会 国立 岩手県
10653042 岩手大　教育　学校／技術 国立 岩手県
10653043 岩手大　教育　学校／家庭 国立 岩手県
10653044 岩手大　教育　学校／英語 国立 岩手県
10653045 岩手大　教育　学校／音楽 国立 岩手県
10653046 岩手大　教育　学校／美術 国立 岩手県
10653047 岩手大　教育　学校／保健体 国立 岩手県
10653048 岩手大　教育　学校／数学 国立 岩手県
10653049 岩手大　教育　学校／理科 国立 岩手県
10654704 岩手大　理工　化学／化学 国立 岩手県
10654704 岩手大　理工　化学／化学 国立 岩手県
10654705 岩手大　理工　化学／生命 国立 岩手県
10654705 岩手大　理工　化学／生命 国立 岩手県
10654706 岩手大　理工　物理／数理物 国立 岩手県
10654706 岩手大　理工　物理／数理物 国立 岩手県
10654707 岩手大　理工　物理／マテリ 国立 岩手県
10654707 岩手大　理工　物理／マテリ 国立 岩手県
10654708 岩手大　理工　シス／電気電 国立 岩手県
10654708 岩手大　理工　シス／電気電 国立 岩手県
10654709 岩手大　理工　シス／知能メ 国立 岩手県
10654709 岩手大　理工　シス／知能メ 国立 岩手県
10654710 岩手大　理工　シス／機械科 国立 岩手県
10654710 岩手大　理工　シス／機械科 国立 岩手県
10654711 岩手大　理工　シス／社会基 国立 岩手県
10654711 岩手大　理工　シス／社会基 国立 岩手県
10657211 岩手大　農　共同獣医 国立 岩手県
10657211 岩手大　農　共同獣医 国立 岩手県
10657212 岩手大　農　植物生命科学 国立 岩手県
10657212 岩手大　農　植物生命科学 国立 岩手県
10657213 岩手大　農　応用生物化 国立 岩手県
10657213 岩手大　農　応用生物化 国立 岩手県
10657214 岩手大　農　森林科学 国立 岩手県
10657214 岩手大　農　森林科学 国立 岩手県
10657216 岩手大　農　動物科学 国立 岩手県
10657216 岩手大　農　動物科学 国立 岩手県
10657217 岩手大　農　食料／農・食 国立 岩手県
10657217 岩手大　農　食料／農・食 国立 岩手県
10657218 岩手大　農　食料／水産シ 国立 岩手県
10657218 岩手大　農　食料／水産シ 国立 岩手県



10700106 東北大　文　人文社会 国立 宮城県
10701201 東北大　法　法 国立 宮城県
10701800 東北大　経済　 国立 宮城県
10701800 東北大　経済　 国立 宮城県
10703003 東北大　教育　教育科学 国立 宮城県
10704203 東北大　理　化学系 国立 宮城県
10704203 東北大　理　化学系 国立 宮城県
10704205 東北大　理　数学系 国立 宮城県
10704205 東北大　理　数学系 国立 宮城県
10704207 東北大　理　生物系 国立 宮城県
10704207 東北大　理　生物系 国立 宮城県
10704208 東北大　理　地球科学系 国立 宮城県
10704208 東北大　理　地球科学系 国立 宮城県
10704212 東北大　理　物理系 国立 宮城県
10704212 東北大　理　物理系 国立 宮城県
10704618 東北大　工　機械知能・航 国立 宮城県
10704619 東北大　工　電気情報物理 国立 宮城県
10704620 東北大　工　化学・バイオ 国立 宮城県
10704621 東北大　工　材料科学総合 国立 宮城県
10704622 東北大　工　建築・社会環 国立 宮城県
10705501 東北大　医　医 国立 宮城県
10705503 東北大　医　保健／看護学 国立 宮城県
10705504 東北大　医　保健／放射線 国立 宮城県
10705505 東北大　医　保健／検査技 国立 宮城県
10705801 東北大　歯　歯 国立 宮城県
10706100 東北大　薬　 国立 宮城県
10707200 東北大　農　 国立 宮城県
10753049 宮城教育大　教育　中等／国語 国立 宮城県
10753049 宮城教育大　教育　中等／国語 国立 宮城県
10753050 宮城教育大　教育　中等／社会 国立 宮城県
10753050 宮城教育大　教育　中等／社会 国立 宮城県
10753051 宮城教育大　教育　中等／数学 国立 宮城県
10753051 宮城教育大　教育　中等／数学 国立 宮城県
10753052 宮城教育大　教育　中等／理科 国立 宮城県
10753052 宮城教育大　教育　中等／理科 国立 宮城県
10753053 宮城教育大　教育　中等／音楽 国立 宮城県
10753054 宮城教育大　教育　中等／美術 国立 宮城県
10753055 宮城教育大　教育　中等／保健体 国立 宮城県
10753056 宮城教育大　教育　中等／技術 国立 宮城県
10753057 宮城教育大　教育　中等／家庭 国立 宮城県
10753058 宮城教育大　教育　中等／英語 国立 宮城県
10753058 宮城教育大　教育　中等／英語 国立 宮城県
10753060 宮城教育大　教育　初等／幼児教 国立 宮城県
10753060 宮城教育大　教育　初等／幼児教 国立 宮城県
10753061 宮城教育大　教育　初等／子ども 国立 宮城県
10753061 宮城教育大　教育　初等／子ども 国立 宮城県
10753062 宮城教育大　教育　初等／教育学 国立 宮城県
10753062 宮城教育大　教育　初等／教育学 国立 宮城県
10753063 宮城教育大　教育　初等／教育心 国立 宮城県
10753063 宮城教育大　教育　初等／教育心 国立 宮城県
10753064 宮城教育大　教育　初等／国語 国立 宮城県
10753064 宮城教育大　教育　初等／国語 国立 宮城県
10753065 宮城教育大　教育　初等／社会 国立 宮城県
10753065 宮城教育大　教育　初等／社会 国立 宮城県
10753066 宮城教育大　教育　初等／英語コ 国立 宮城県
10753066 宮城教育大　教育　初等／英語コ 国立 宮城県
10753067 宮城教育大　教育　初等／数学 国立 宮城県
10753067 宮城教育大　教育　初等／数学 国立 宮城県



10753068 宮城教育大　教育　初等／理科 国立 宮城県
10753068 宮城教育大　教育　初等／理科 国立 宮城県
10753069 宮城教育大　教育　初等／情報も 国立 宮城県
10753069 宮城教育大　教育　初等／情報も 国立 宮城県
10753070 宮城教育大　教育　初等／家庭 国立 宮城県
10753070 宮城教育大　教育　初等／家庭 国立 宮城県
10753071 宮城教育大　教育　初等／音楽 国立 宮城県
10753071 宮城教育大　教育　初等／音楽 国立 宮城県
10753072 宮城教育大　教育　初等／美術 国立 宮城県
10753072 宮城教育大　教育　初等／美術 国立 宮城県
10753073 宮城教育大　教育　初等／体育健 国立 宮城県
10753073 宮城教育大　教育　初等／体育健 国立 宮城県
10753074 宮城教育大　教育　特別／視覚障 国立 宮城県
10753074 宮城教育大　教育　特別／視覚障 国立 宮城県
10753075 宮城教育大　教育　特別／聴覚言 国立 宮城県
10753075 宮城教育大　教育　特別／聴覚言 国立 宮城県
10753076 宮城教育大　教育　特別／発達障 国立 宮城県
10753076 宮城教育大　教育　特別／発達障 国立 宮城県
10753077 宮城教育大　教育　特別／健康運 国立 宮城県
10753077 宮城教育大　教育　特別／健康運 国立 宮城県
10803107 秋田大　教育文化　学校／教育実 国立 秋田県
10803107 秋田大　教育文化　学校／教育実 国立 秋田県
10803107 秋田大　教育文化　学校／教育実 国立 秋田県
10803107 秋田大　教育文化　学校／教育実 国立 秋田県
10803107 秋田大　教育文化　学校／教育実 国立 秋田県
10803107 秋田大　教育文化　学校／教育実 国立 秋田県
10803107 秋田大　教育文化　学校／教育実 国立 秋田県
10803107 秋田大　教育文化　学校／教育実 国立 秋田県
10803108 秋田大　教育文化　学校／理数教 国立 秋田県
10803108 秋田大　教育文化　学校／理数教 国立 秋田県
10803109 秋田大　教育文化　学校／英語 国立 秋田県
10803109 秋田大　教育文化　学校／英語 国立 秋田県
10803110 秋田大　教育文化　学校／特別支 国立 秋田県
10803110 秋田大　教育文化　学校／特別支 国立 秋田県
10803111 秋田大　教育文化　学校／こども 国立 秋田県
10803111 秋田大　教育文化　学校／こども 国立 秋田県
10803112 秋田大　教育文化　地域文化 国立 秋田県
10803112 秋田大　教育文化　地域文化 国立 秋田県
10803702 秋田大　国際資源　国際／資源政 国立 秋田県
10803702 秋田大　国際資源　国際／資源政 国立 秋田県
10803703 秋田大　国際資源　国際／資源地 国立 秋田県
10803703 秋田大　国際資源　国際／資源地 国立 秋田県
10803704 秋田大　国際資源　国際／資源開 国立 秋田県
10803704 秋田大　国際資源　国際／資源開 国立 秋田県
10804712 秋田大　理工　生命科学 国立 秋田県
10804712 秋田大　理工　生命科学 国立 秋田県
10804716 秋田大　理工　物質／応用化 国立 秋田県
10804716 秋田大　理工　物質／応用化 国立 秋田県
10804717 秋田大　理工　物質／材料理 国立 秋田県
10804717 秋田大　理工　物質／材料理 国立 秋田県
10804718 秋田大　理工　数理／数理科 国立 秋田県
10804718 秋田大　理工　数理／数理科 国立 秋田県
10804719 秋田大　理工　数理／電気電 国立 秋田県
10804719 秋田大　理工　数理／電気電 国立 秋田県
10804720 秋田大　理工　数理／人間情 国立 秋田県
10804720 秋田大　理工　数理／人間情 国立 秋田県
10804721 秋田大　理工　シス／機械工 国立 秋田県
10804721 秋田大　理工　シス／機械工 国立 秋田県



10804722 秋田大　理工　シス／創造生 国立 秋田県
10804722 秋田大　理工　シス／創造生 国立 秋田県
10804723 秋田大　理工　シス／土木環 国立 秋田県
10804723 秋田大　理工　シス／土木環 国立 秋田県
10805501 秋田大　医　医 国立 秋田県
10805501 秋田大　医　医 国立 秋田県
10805503 秋田大　医　保健／看護学 国立 秋田県
10805503 秋田大　医　保健／看護学 国立 秋田県
10805504 秋田大　医　保健／理学療 国立 秋田県
10805504 秋田大　医　保健／理学療 国立 秋田県
10805505 秋田大　医　保健／作業療 国立 秋田県
10805505 秋田大　医　保健／作業療 国立 秋田県
10852701 山形大　人文社会　人文／人間文 国立 山形県
10852701 山形大　人文社会　人文／人間文 国立 山形県
10852702 山形大　人文社会　人文／グロー 国立 山形県
10852703 山形大　人文社会　人文／法政経 国立 山形県
10852703 山形大　人文社会　人文／法政経 国立 山形県
10853111 山形大　地域教育　地域／児童教 国立 山形県
10853111 山形大　地域教育　地域／児童教 国立 山形県
10853119 山形大　地域教育　地域／文化創 国立 山形県
10853119 山形大　地域教育　地域／文化創 国立 山形県
10853119 山形大　地域教育　地域／文化創 国立 山形県
10853119 山形大　地域教育　地域／文化創 国立 山形県
10853119 山形大　地域教育　地域／文化創 国立 山形県
10854206 山形大　理　理 国立 山形県
10854206 山形大　理　理 国立 山形県
10854206 山形大　理　理 国立 山形県
10854206 山形大　理　理 国立 山形県
10854206 山形大　理　理 国立 山形県
10854206 山形大　理　理 国立 山形県
10854601 山形大　工　機械シス工 国立 山形県
10854601 山形大　工　機械シス工 国立 山形県
10854610 山形大　工　高分子・有機 国立 山形県
10854610 山形大　工　高分子・有機 国立 山形県
10854613 山形大　工　建築・デザイ 国立 山形県
10854613 山形大　工　建築・デザイ 国立 山形県
10854614 山形大　工　化学／応用化 国立 山形県
10854614 山形大　工　化学／応用化 国立 山形県
10854615 山形大　工　化学／バイオ 国立 山形県
10854615 山形大　工　化学／バイオ 国立 山形県
10854616 山形大　工　情報／情報知 国立 山形県
10854616 山形大　工　情報／情報知 国立 山形県
10854617 山形大　工　情報／電気電 国立 山形県
10854617 山形大　工　情報／電気電 国立 山形県
10855409 山形大　工フレ　システム創成 国立 山形県
10855409 山形大　工フレ　システム創成 国立 山形県
10855501 山形大　医　医 国立 山形県
10855501 山形大　医　医 国立 山形県
10855501 山形大　医　医 国立 山形県
10855502 山形大　医　看護 国立 山形県
10855502 山形大　医　看護 国立 山形県
10857204 山形大　農　食料生命環境 国立 山形県
10857204 山形大　農　食料生命環境 国立 山形県
10902701 福島大　人文社会　人間／人間発 国立 福島県
10902701 福島大　人文社会　人間／人間発 国立 福島県
10902702 福島大　人文社会　人間／文化探 国立 福島県
10902703 福島大　人文社会　人間／スポー 国立 福島県
10902704 福島大　人文社会　行政政策学類 国立 福島県



10902704 福島大　人文社会　行政政策学類 国立 福島県
10902705 福島大　人文社会　経済経営学類 国立 福島県
10902705 福島大　人文社会　経済経営学類 国立 福島県
10902707 福島大　人文社会　人間／言語文 国立 福島県
10902707 福島大　人文社会　人間／言語文 国立 福島県
10902708 福島大　人文社会　人間／地域生 国立 福島県
10902708 福島大　人文社会　人間／地域生 国立 福島県
10902709 福島大　人文社会　人間／数理科 国立 福島県
10902710 福島大　人文社会　人間／スポ生 国立 福島県
10902711 福島大　人文社会　人間／芸術文 国立 福島県
10902711 福島大　人文社会　人間／芸術文 国立 福島県
10904701 福島大　理工学群　共生システム 国立 福島県
10904701 福島大　理工学群　共生システム 国立 福島県
10934702 筑波技大　産業技術　総合デザイン 国立 茨城県
10934703 筑波技大　産業技術　産業／情報科 国立 茨城県
10934704 筑波技大　産業技術　産業／システ 国立 茨城県
10936401 筑波技大　保健科学　保健／鍼灸学 国立 茨城県
10936402 筑波技大　保健科学　保健／理学療 国立 茨城県
10936403 筑波技大　保健科学　情報システム 国立 茨城県
10952701 茨城大　人文社会　現代社会 国立 茨城県
10952701 茨城大　人文社会　現代社会 国立 茨城県
10952702 茨城大　人文社会　法律経済 国立 茨城県
10952702 茨城大　人文社会　法律経済 国立 茨城県
10952703 茨城大　人文社会　人間文化 国立 茨城県
10952703 茨城大　人文社会　人間文化 国立 茨城県
10953020 茨城大　教育　養護教諭 国立 茨城県
10953020 茨城大　教育　養護教諭 国立 茨城県
10953049 茨城大　教育　学校／国語 国立 茨城県
10953049 茨城大　教育　学校／国語 国立 茨城県
10953050 茨城大　教育　学校／社会 国立 茨城県
10953050 茨城大　教育　学校／社会 国立 茨城県
10953051 茨城大　教育　学校／英語 国立 茨城県
10953051 茨城大　教育　学校／英語 国立 茨城県
10953052 茨城大　教育　学校／数学 国立 茨城県
10953052 茨城大　教育　学校／数学 国立 茨城県
10953053 茨城大　教育　学校／理科 国立 茨城県
10953053 茨城大　教育　学校／理科 国立 茨城県
10953054 茨城大　教育　学校／音楽 国立 茨城県
10953054 茨城大　教育　学校／音楽 国立 茨城県
10953055 茨城大　教育　学校／美術 国立 茨城県
10953055 茨城大　教育　学校／美術 国立 茨城県
10953056 茨城大　教育　学校／保健体 国立 茨城県
10953056 茨城大　教育　学校／保健体 国立 茨城県
10953057 茨城大　教育　学校／技術 国立 茨城県
10953057 茨城大　教育　学校／技術 国立 茨城県
10953058 茨城大　教育　学校／家庭 国立 茨城県
10953058 茨城大　教育　学校／家庭 国立 茨城県
10953060 茨城大　教育　学校／特別支 国立 茨城県
10953060 茨城大　教育　学校／特別支 国立 茨城県
10953066 茨城大　教育　学校／教育実 国立 茨城県
10953066 茨城大　教育　学校／教育実 国立 茨城県
10954206 茨城大　理　理／数学・情 国立 茨城県
10954206 茨城大　理　理／数学・情 国立 茨城県
10954207 茨城大　理　理／物理学 国立 茨城県
10954208 茨城大　理　理／化学 国立 茨城県
10954209 茨城大　理　理／生物科学 国立 茨城県
10954210 茨城大　理　理／地球環境 国立 茨城県
10954211 茨城大　理　理／学際理学 国立 茨城県



10954212 茨城大　理　理／除数学情 国立 茨城県
10954601 茨城大　工　機械工 国立 茨城県
10954601 茨城大　工　機械工 国立 茨城県
10954602 茨城大　工　知能シス工 国立 茨城県
10954602 茨城大　工　知能シス工 国立 茨城県
10954603 茨城大　工　情報工 国立 茨城県
10954603 茨城大　工　情報工 国立 茨城県
10954604 茨城大　工　電気電子工 国立 茨城県
10954604 茨城大　工　電気電子工 国立 茨城県
10954605 茨城大　工　都市シス工 国立 茨城県
10954605 茨城大　工　都市シス工 国立 茨城県
10954607 茨城大　工　メディア通信 国立 茨城県
10954607 茨城大　工　メディア通信 国立 茨城県
10954608 茨城大　工　生体分子機能 国立 茨城県
10954608 茨城大　工　生体分子機能 国立 茨城県
10954609 茨城大　工　マテリアル工 国立 茨城県
10954609 茨城大　工　マテリアル工 国立 茨城県
10955401 茨城大　工Ｂ　知能シス工 国立 茨城県
10955401 茨城大　工Ｂ　知能シス工 国立 茨城県
10957204 茨城大　農　食生命科学 国立 茨城県
10957204 茨城大　農　食生命科学 国立 茨城県
10957205 茨城大　農　地域／農業科 国立 茨城県
10957206 茨城大　農　地域／地域共 国立 茨城県
10957207 茨城大　農　地域総合農 国立 茨城県
11000301 筑波大　人文文化　人文学類 国立 茨城県
11000301 筑波大　人文文化　人文学類 国立 茨城県
11000302 筑波大　人文文化　比較文化学類 国立 茨城県
11000302 筑波大　人文文化　比較文化学類 国立 茨城県
11000303 筑波大　人文文化　日本語・日本 国立 茨城県
11002701 筑波大　社会国際　社会学類 国立 茨城県
11002702 筑波大　社会国際　国際総合学類 国立 茨城県
11003801 筑波大　人間　教育学類 国立 茨城県
11003802 筑波大　人間　心理学類 国立 茨城県
11003803 筑波大　人間　障害科学類 国立 茨城県
11003901 筑波大　情報　情報科学類 国立 茨城県
11003901 筑波大　情報　情報科学類 国立 茨城県
11003902 筑波大　情報　メディア創成 国立 茨城県
11003902 筑波大　情報　メディア創成 国立 茨城県
11003903 筑波大　情報　知識情報・図 国立 茨城県
11003903 筑波大　情報　知識情報・図 国立 茨城県
11004701 筑波大　理工　数学類 国立 茨城県
11004702 筑波大　理工　物理学類 国立 茨城県
11004703 筑波大　理工　化学類 国立 茨城県
11004704 筑波大　理工　応用理工学類 国立 茨城県
11004704 筑波大　理工　応用理工学類 国立 茨城県
11004705 筑波大　理工　工学システム 国立 茨城県
11004705 筑波大　理工　工学システム 国立 茨城県
11004706 筑波大　理工　社会工学類 国立 茨城県
11004706 筑波大　理工　社会工学類 国立 茨城県
11005501 筑波大　医　医学類 国立 茨城県
11005501 筑波大　医　医学類 国立 茨城県
11005501 筑波大　医　医学類 国立 茨城県
11005505 筑波大　医　看護学類 国立 茨城県
11005506 筑波大　医　医療科学類 国立 茨城県
11005506 筑波大　医　医療科学類 国立 茨城県
11006400 筑波大　体育　 国立 茨城県
11007401 筑波大　生命環境　生物学類 国立 茨城県
11007401 筑波大　生命環境　生物学類 国立 茨城県



11007402 筑波大　生命環境　生物資源学類 国立 茨城県
11007402 筑波大　生命環境　生物資源学類 国立 茨城県
11007402 筑波大　生命環境　生物資源学類 国立 茨城県
11007402 筑波大　生命環境　生物資源学類 国立 茨城県
11007403 筑波大　生命環境　地球学類 国立 茨城県
11007403 筑波大　生命環境　地球学類 国立 茨城県
11008300 筑波大　芸術　 国立 茨城県
11008300 筑波大　芸術　 国立 茨城県
11103045 宇都宮大　教育　学校教育 国立 栃木県
11103045 宇都宮大　教育　学校教育 国立 栃木県
11103045 宇都宮大　教育　学校教育 国立 栃木県
11103045 宇都宮大　教育　学校教育 国立 栃木県
11103045 宇都宮大　教育　学校教育 国立 栃木県
11103045 宇都宮大　教育　学校教育 国立 栃木県
11103045 宇都宮大　教育　学校教育 国立 栃木県
11103303 宇都宮大　国際　国際 国立 栃木県
11103701 宇都宮大　地域デザ　コミュニティ 国立 栃木県
11103701 宇都宮大　地域デザ　コミュニティ 国立 栃木県
11103702 宇都宮大　地域デザ　建築都市デザ 国立 栃木県
11103702 宇都宮大　地域デザ　建築都市デザ 国立 栃木県
11103703 宇都宮大　地域デザ　社会基盤デザ 国立 栃木県
11103703 宇都宮大　地域デザ　社会基盤デザ 国立 栃木県
11104601 宇都宮大　工　応用化 国立 栃木県
11104601 宇都宮大　工　応用化 国立 栃木県
11104602 宇都宮大　工　機械シス工 国立 栃木県
11104602 宇都宮大　工　機械シス工 国立 栃木県
11104605 宇都宮大　工　情報工 国立 栃木県
11104605 宇都宮大　工　情報工 国立 栃木県
11104606 宇都宮大　工　電気電子工 国立 栃木県
11104606 宇都宮大　工　電気電子工 国立 栃木県
11107201 宇都宮大　農　森林科学 国立 栃木県
11107203 宇都宮大　農　農業環境工 国立 栃木県
11107203 宇都宮大　農　農業環境工 国立 栃木県
11107204 宇都宮大　農　農業経済 国立 栃木県
11107204 宇都宮大　農　農業経済 国立 栃木県
11107205 宇都宮大　農　生物資源科学 国立 栃木県
11107205 宇都宮大　農　生物資源科学 国立 栃木県
11107206 宇都宮大　農　応用生命化 国立 栃木県
11107206 宇都宮大　農　応用生命化 国立 栃木県
11152701 群馬大　社会情報　社会情報 国立 群馬県
11152701 群馬大　社会情報　社会情報 国立 群馬県
11153027 群馬大　教育　学校／国語 国立 群馬県
11153027 群馬大　教育　学校／国語 国立 群馬県
11153028 群馬大　教育　学校／社会 国立 群馬県
11153028 群馬大　教育　学校／社会 国立 群馬県
11153029 群馬大　教育　学校／英語 国立 群馬県
11153029 群馬大　教育　学校／英語 国立 群馬県
11153030 群馬大　教育　学校／数学 国立 群馬県
11153030 群馬大　教育　学校／数学 国立 群馬県
11153031 群馬大　教育　学校／理科 国立 群馬県
11153031 群馬大　教育　学校／理科 国立 群馬県
11153032 群馬大　教育　学校／技術 国立 群馬県
11153032 群馬大　教育　学校／技術 国立 群馬県
11153033 群馬大　教育　学校／音楽 国立 群馬県
11153033 群馬大　教育　学校／音楽 国立 群馬県
11153034 群馬大　教育　学校／美術 国立 群馬県
11153034 群馬大　教育　学校／美術 国立 群馬県
11153035 群馬大　教育　学校／家政 国立 群馬県



11153035 群馬大　教育　学校／家政 国立 群馬県
11153036 群馬大　教育　学校／保健体 国立 群馬県
11153036 群馬大　教育　学校／保健体 国立 群馬県
11153037 群馬大　教育　学校／教育 国立 群馬県
11153037 群馬大　教育　学校／教育 国立 群馬県
11153038 群馬大　教育　学校／教育心 国立 群馬県
11153038 群馬大　教育　学校／教育心 国立 群馬県
11153039 群馬大　教育　学校／障害児 国立 群馬県
11153039 群馬大　教育　学校／障害児 国立 群馬県
11154701 群馬大　理工　化学・生物化 国立 群馬県
11154701 群馬大　理工　化学・生物化 国立 群馬県
11154702 群馬大　理工　機械知能シス 国立 群馬県
11154702 群馬大　理工　機械知能シス 国立 群馬県
11154703 群馬大　理工　環境創生理工 国立 群馬県
11154703 群馬大　理工　環境創生理工 国立 群馬県
11154704 群馬大　理工　電子情報理工 国立 群馬県
11154704 群馬大　理工　電子情報理工 国立 群馬県
11154705 群馬大　理工　総合理工 国立 群馬県
11154705 群馬大　理工　総合理工 国立 群馬県
11155501 群馬大　医　医 国立 群馬県
11155501 群馬大　医　医 国立 群馬県
11155503 群馬大　医　保健／看護学 国立 群馬県
11155503 群馬大　医　保健／看護学 国立 群馬県
11155504 群馬大　医　保健／検査技 国立 群馬県
11155504 群馬大　医　保健／検査技 国立 群馬県
11155505 群馬大　医　保健／理学療 国立 群馬県
11155505 群馬大　医　保健／理学療 国立 群馬県
11155506 群馬大　医　保健／作業療 国立 群馬県
11155506 群馬大　医　保健／作業療 国立 群馬県
11201802 埼玉大　経済　経済 国立 埼玉県
11201802 埼玉大　経済　経済 国立 埼玉県
11201802 埼玉大　経済　経済 国立 埼玉県
11203006 埼玉大　教育　養護教諭 国立 埼玉県
11203048 埼玉大　教育　学校／小学校 国立 埼玉県
11203048 埼玉大　教育　学校／小学校 国立 埼玉県
11203048 埼玉大　教育　学校／小学校 国立 埼玉県
11203048 埼玉大　教育　学校／小学校 国立 埼玉県
11203048 埼玉大　教育　学校／小学校 国立 埼玉県
11203049 埼玉大　教育　学校／言語文 国立 埼玉県
11203049 埼玉大　教育　学校／言語文 国立 埼玉県
11203050 埼玉大　教育　学校／自然科 国立 埼玉県
11203050 埼玉大　教育　学校／自然科 国立 埼玉県
11203051 埼玉大　教育　学校／芸術 国立 埼玉県
11203051 埼玉大　教育　学校／芸術 国立 埼玉県
11203052 埼玉大　教育　学校／生活創 国立 埼玉県
11203052 埼玉大　教育　学校／生活創 国立 埼玉県
11203053 埼玉大　教育　学校／社会 国立 埼玉県
11203054 埼玉大　教育　学校／身体文 国立 埼玉県
11203055 埼玉大　教育　学校／乳幼児 国立 埼玉県
11203056 埼玉大　教育　学校／特別支 国立 埼玉県
11203701 埼玉大　教養　教養 国立 埼玉県
11203701 埼玉大　教養　教養 国立 埼玉県
11204201 埼玉大　理　基礎化 国立 埼玉県
11204201 埼玉大　理　基礎化 国立 埼玉県
11204202 埼玉大　理　数学 国立 埼玉県
11204202 埼玉大　理　数学 国立 埼玉県
11204203 埼玉大　理　分子生物 国立 埼玉県
11204203 埼玉大　理　分子生物 国立 埼玉県



11204204 埼玉大　理　生体制御 国立 埼玉県
11204204 埼玉大　理　生体制御 国立 埼玉県
11204205 埼玉大　理　物理 国立 埼玉県
11204205 埼玉大　理　物理 国立 埼玉県
11204601 埼玉大　工　応用化 国立 埼玉県
11204601 埼玉大　工　応用化 国立 埼玉県
11204602 埼玉大　工　機械工 国立 埼玉県
11204602 埼玉大　工　機械工 国立 埼玉県
11204603 埼玉大　工　機能材料工 国立 埼玉県
11204603 埼玉大　工　機能材料工 国立 埼玉県
11204604 埼玉大　工　建設工 国立 埼玉県
11204604 埼玉大　工　建設工 国立 埼玉県
11204605 埼玉大　工　情報シス工 国立 埼玉県
11204605 埼玉大　工　情報シス工 国立 埼玉県
11204606 埼玉大　工　電気電子シス 国立 埼玉県
11204606 埼玉大　工　電気電子シス 国立 埼玉県
11204607 埼玉大　工　環境共生 国立 埼玉県
11204607 埼玉大　工　環境共生 国立 埼玉県
11250105 千葉大　文　人文／行動科 国立 千葉県
11250105 千葉大　文　人文／行動科 国立 千葉県
11250106 千葉大　文　人文／歴史学 国立 千葉県
11250106 千葉大　文　人文／歴史学 国立 千葉県
11250107 千葉大　文　人文／日本ユ 国立 千葉県
11250107 千葉大　文　人文／日本ユ 国立 千葉県
11250108 千葉大　文　人文／国際言 国立 千葉県
11251401 千葉大　法政経　法政経 国立 千葉県
11251401 千葉大　法政経　法政経 国立 千葉県
11253001 千葉大　教育　小学校 国立 千葉県
11253001 千葉大　教育　小学校 国立 千葉県
11253001 千葉大　教育　小学校 国立 千葉県
11253001 千葉大　教育　小学校 国立 千葉県
11253013 千葉大　教育　特別支援教育 国立 千葉県
11253014 千葉大　教育　養護教諭 国立 千葉県
11253015 千葉大　教育　幼稚園 国立 千葉県
11253041 千葉大　教育　中学／国語 国立 千葉県
11253042 千葉大　教育　中学／社会 国立 千葉県
11253043 千葉大　教育　中学／数学 国立 千葉県
11253044 千葉大　教育　中学／理科 国立 千葉県
11253045 千葉大　教育　中学／音楽 国立 千葉県
11253046 千葉大　教育　中学／美術 国立 千葉県
11253047 千葉大　教育　中学／保健体 国立 千葉県
11253048 千葉大　教育　中学／技術 国立 千葉県
11253049 千葉大　教育　中学／家庭 国立 千葉県
11253050 千葉大　教育　中学／英語 国立 千葉県
11253701 千葉大　国際教養　国際教養 国立 千葉県
11253701 千葉大　国際教養　国際教養 国立 千葉県
11254201 千葉大　理　化学 国立 千葉県
11254201 千葉大　理　化学 国立 千葉県
11254202 千葉大　理　数学・情報数 国立 千葉県
11254202 千葉大　理　数学・情報数 国立 千葉県
11254203 千葉大　理　生物 国立 千葉県
11254203 千葉大　理　生物 国立 千葉県
11254204 千葉大　理　地球科学 国立 千葉県
11254204 千葉大　理　地球科学 国立 千葉県
11254205 千葉大　理　物理 国立 千葉県
11254205 千葉大　理　物理 国立 千葉県
11254624 千葉大　工　総合／建築学 国立 千葉県
11254624 千葉大　工　総合／建築学 国立 千葉県



11254625 千葉大　工　総合／都市環 国立 千葉県
11254625 千葉大　工　総合／都市環 国立 千葉県
11254626 千葉大　工　総合／デザイ 国立 千葉県
11254626 千葉大　工　総合／デザイ 国立 千葉県
11254627 千葉大　工　総合／機械工 国立 千葉県
11254627 千葉大　工　総合／機械工 国立 千葉県
11254628 千葉大　工　総合／医工学 国立 千葉県
11254628 千葉大　工　総合／医工学 国立 千葉県
11254629 千葉大　工　総合／電気電 国立 千葉県
11254629 千葉大　工　総合／電気電 国立 千葉県
11254630 千葉大　工　総合／物質科 国立 千葉県
11254630 千葉大　工　総合／物質科 国立 千葉県
11254630 千葉大　工　総合／物質科 国立 千葉県
11254630 千葉大　工　総合／物質科 国立 千葉県
11254631 千葉大　工　総合／共生応 国立 千葉県
11254631 千葉大　工　総合／共生応 国立 千葉県
11254632 千葉大　工　総合／情報工 国立 千葉県
11254632 千葉大　工　総合／情報工 国立 千葉県
11255501 千葉大　医　医 国立 千葉県
11255501 千葉大　医　医 国立 千葉県
11256100 千葉大　薬　 国立 千葉県
11256100 千葉大　薬　 国立 千葉県
11256401 千葉大　看護　看護 国立 千葉県
11257403 千葉大　園芸　緑地環境 国立 千葉県
11257403 千葉大　園芸　緑地環境 国立 千葉県
11257404 千葉大　園芸　園芸 国立 千葉県
11257404 千葉大　園芸　園芸 国立 千葉県
11257405 千葉大　園芸　応用生命化 国立 千葉県
11257405 千葉大　園芸　応用生命化 国立 千葉県
11257406 千葉大　園芸　食料資源経済 国立 千葉県
11257406 千葉大　園芸　食料資源経済 国立 千葉県
11284701 東京海洋大　海洋工　海洋電子機械 国立 東京都
11284701 東京海洋大　海洋工　海洋電子機械 国立 東京都
11284702 東京海洋大　海洋工　海事シス工 国立 東京都
11284702 東京海洋大　海洋工　海事シス工 国立 東京都
11284703 東京海洋大　海洋工　流通情報工 国立 東京都
11284703 東京海洋大　海洋工　流通情報工 国立 東京都
11287501 東京海洋大　海洋生命　海洋生物資源 国立 東京都
11287501 東京海洋大　海洋生命　海洋生物資源 国立 東京都
11287502 東京海洋大　海洋生命　食品生産科学 国立 東京都
11287502 東京海洋大　海洋生命　食品生産科学 国立 東京都
11287503 東京海洋大　海洋生命　海洋政策文化 国立 東京都
11287503 東京海洋大　海洋生命　海洋政策文化 国立 東京都
11287601 東京海洋大　海洋資源　海洋環境科学 国立 東京都
11287601 東京海洋大　海洋資源　海洋環境科学 国立 東京都
11287602 東京海洋大　海洋資源　海洋資源エネ 国立 東京都
11287602 東京海洋大　海洋資源　海洋資源エネ 国立 東京都
11300312 お茶の水女子大　文教育　人文科学 国立 東京都
11300312 お茶の水女子大　文教育　人文科学 国立 東京都
11300313 お茶の水女子大　文教育　言語文化 国立 東京都
11300314 お茶の水女子大　文教育　人間社会科学国立 東京都
11300314 お茶の水女子大　文教育　人間社会科学国立 東京都
11300316 お茶の水女子大　文教育　芸術／舞踊教国立 東京都
11300317 お茶の水女子大　文教育　芸術／音楽表国立 東京都
11300317 お茶の水女子大　文教育　芸術／音楽表国立 東京都
11304201 お茶の水女子大　理　化学 国立 東京都
11304201 お茶の水女子大　理　化学 国立 東京都
11304202 お茶の水女子大　理　情報科学 国立 東京都



11304202 お茶の水女子大　理　情報科学 国立 東京都
11304203 お茶の水女子大　理　数学 国立 東京都
11304203 お茶の水女子大　理　数学 国立 東京都
11304204 お茶の水女子大　理　生物 国立 東京都
11304204 お茶の水女子大　理　生物 国立 東京都
11304205 お茶の水女子大　理　物理 国立 東京都
11304205 お茶の水女子大　理　物理 国立 東京都
11307902 お茶の水女子大　生活科学　人間生活 国立 東京都
11307903 お茶の水女子大　生活科学　食物栄養 国立 東京都
11307903 お茶の水女子大　生活科学　食物栄養 国立 東京都
11307904 お茶の水女子大　生活科学　人間・環境科国立 東京都
11307904 お茶の水女子大　生活科学　人間・環境科国立 東京都
11354700 電気通信大　情報理工　 国立 東京都
11354714 電気通信大　情報理工　Ⅰ類・情報系 国立 東京都
11354715 電気通信大　情報理工　Ⅱ類・融合系 国立 東京都
11354716 電気通信大　情報理工　Ⅲ類・理工系 国立 東京都
11409100 東京大　文科一類　 国立 東京都
11409200 東京大　文科二類　 国立 東京都
11409300 東京大　文科三類　 国立 東京都
11409400 東京大　理科一類　 国立 東京都
11409500 東京大　理科二類　 国立 東京都
11409600 東京大　理科三類　 国立 東京都
11455501 東京医歯大　医　医 国立 東京都
11455501 東京医歯大　医　医 国立 東京都
11455502 東京医歯大　医　保健／看護学 国立 東京都
11455503 東京医歯大　医　保健／検査技 国立 東京都
11455801 東京医歯大　歯　歯 国立 東京都
11455801 東京医歯大　歯　歯 国立 東京都
11455803 東京医歯大　歯　口腔／保健衛 国立 東京都
11455804 東京医歯大　歯　口腔／保健工 国立 東京都
11500301 東京外大　言語文化　言文／英語 国立 東京都
11500302 東京外大　言語文化　言文／ドイツ 国立 東京都
11500303 東京外大　言語文化　言文／ポーラ 国立 東京都
11500304 東京外大　言語文化　言文／チェコ 国立 東京都
11500305 東京外大　言語文化　言文／フラン 国立 東京都
11500306 東京外大　言語文化　言文／イタリ 国立 東京都
11500307 東京外大　言語文化　言文／スペイ 国立 東京都
11500308 東京外大　言語文化　言文／ポルト 国立 東京都
11500309 東京外大　言語文化　言文／ロシア 国立 東京都
11500310 東京外大　言語文化　言文／モンゴ 国立 東京都
11500311 東京外大　言語文化　言文／日本語 国立 東京都
11500312 東京外大　言語文化　言文／中国語 国立 東京都
11500313 東京外大　言語文化　言文／朝鮮語 国立 東京都
11500314 東京外大　言語文化　言文／インド 国立 東京都
11500315 東京外大　言語文化　言文／マレー 国立 東京都
11500316 東京外大　言語文化　言文／フィリ 国立 東京都
11500317 東京外大　言語文化　言文／タイ語 国立 東京都
11500318 東京外大　言語文化　言文／ラオス 国立 東京都
11500319 東京外大　言語文化　言文／ベトナ 国立 東京都
11500320 東京外大　言語文化　言文／カンボ 国立 東京都
11500321 東京外大　言語文化　言文／ビルマ 国立 東京都
11500322 東京外大　言語文化　言文／ウルド 国立 東京都
11500323 東京外大　言語文化　言文／ヒンデ 国立 東京都
11500324 東京外大　言語文化　言文／ベンガ 国立 東京都
11500325 東京外大　言語文化　言文／アラビ 国立 東京都
11500326 東京外大　言語文化　言文／ペルシ 国立 東京都
11500327 東京外大　言語文化　言文／トルコ 国立 東京都
11502717 東京外大　国際社会　国社／北西ヨ 国立 東京都



11502717 東京外大　国際社会　国社／北西ヨ 国立 東京都
11502718 東京外大　国際社会　国社／中央ヨ 国立 東京都
11502718 東京外大　国際社会　国社／中央ヨ 国立 東京都
11502719 東京外大　国際社会　国社／西南１ 国立 東京都
11502719 東京外大　国際社会　国社／西南１ 国立 東京都
11502720 東京外大　国際社会　国社／西南２ 国立 東京都
11502720 東京外大　国際社会　国社／西南２ 国立 東京都
11502721 東京外大　国際社会　国社／ロシア 国立 東京都
11502721 東京外大　国際社会　国社／ロシア 国立 東京都
11502722 東京外大　国際社会　国社／北アメ 国立 東京都
11502722 東京外大　国際社会　国社／北アメ 国立 東京都
11502723 東京外大　国際社会　国社／ラテン 国立 東京都
11502723 東京外大　国際社会　国社／ラテン 国立 東京都
11502724 東京外大　国際社会　国社／日本 国立 東京都
11502725 東京外大　国際社会　国社／東アジ 国立 東京都
11502725 東京外大　国際社会　国社／東アジ 国立 東京都
11502726 東京外大　国際社会　国社／中央ア 国立 東京都
11502727 東京外大　国際社会　国社／東南１ 国立 東京都
11502727 東京外大　国際社会　国社／東南１ 国立 東京都
11502728 東京外大　国際社会　国社／東南２ 国立 東京都
11502728 東京外大　国際社会　国社／東南２ 国立 東京都
11502729 東京外大　国際社会　国社／南アジ 国立 東京都
11502729 東京外大　国際社会　国社／南アジ 国立 東京都
11502730 東京外大　国際社会　国社／西アジ 国立 東京都
11502730 東京外大　国際社会　国社／西アジ 国立 東京都
11502731 東京外大　国際社会　国社／アフリ 国立 東京都
11502731 東京外大　国際社会　国社／アフリ 国立 東京都
11502732 東京外大　国際社会　国社／オセア 国立 東京都
11553008 東京学芸大　教育　特別支援教育 国立 東京都
11553008 東京学芸大　教育　特別支援教育 国立 東京都
11553009 東京学芸大　教育　初等／音楽 国立 東京都
11553009 東京学芸大　教育　初等／音楽 国立 東京都
11553010 東京学芸大　教育　初等／家庭 国立 東京都
11553011 東京学芸大　教育　初等／学校教 国立 東京都
11553011 東京学芸大　教育　初等／学校教 国立 東京都
11553012 東京学芸大　教育　初等／国語 国立 東京都
11553012 東京学芸大　教育　初等／国語 国立 東京都
11553013 東京学芸大　教育　初等／社会 国立 東京都
11553013 東京学芸大　教育　初等／社会 国立 東京都
11553014 東京学芸大　教育　初等／数学 国立 東京都
11553014 東京学芸大　教育　初等／数学 国立 東京都
11553015 東京学芸大　教育　初等／美術 国立 東京都
11553016 東京学芸大　教育　初等／保健体 国立 東京都
11553017 東京学芸大　教育　初等／理科 国立 東京都
11553017 東京学芸大　教育　初等／理科 国立 東京都
11553023 東京学芸大　教育　初等／国際教 国立 東京都
11553025 東京学芸大　教育　中等／英語 国立 東京都
11553026 東京学芸大　教育　中等／音楽 国立 東京都
11553026 東京学芸大　教育　中等／音楽 国立 東京都
11553027 東京学芸大　教育　中等／家庭 国立 東京都
11553028 東京学芸大　教育　中等／技術 国立 東京都
11553029 東京学芸大　教育　中等／国語 国立 東京都
11553030 東京学芸大　教育　中等／社会 国立 東京都
11553030 東京学芸大　教育　中等／社会 国立 東京都
11553031 東京学芸大　教育　中等／数学 国立 東京都
11553031 東京学芸大　教育　中等／数学 国立 東京都
11553032 東京学芸大　教育　中等／美術 国立 東京都
11553033 東京学芸大　教育　中等／保健体 国立 東京都



11553034 東京学芸大　教育　中等／理科 国立 東京都
11553034 東京学芸大　教育　中等／理科 国立 東京都
11553036 東京学芸大　教育　初等／情報教 国立 東京都
11553036 東京学芸大　教育　初等／情報教 国立 東京都
11553038 東京学芸大　教育　初等／環境教 国立 東京都
11553038 東京学芸大　教育　初等／環境教 国立 東京都
11553047 東京学芸大　教育　初等／ものづ 国立 東京都
11553056 東京学芸大　教育　教育／生涯学 国立 東京都
11553056 東京学芸大　教育　教育／生涯学 国立 東京都
11553057 東京学芸大　教育　教育／カウン 国立 東京都
11553058 東京学芸大　教育　教育／ソーシ 国立 東京都
11553059 東京学芸大　教育　教育／多文化 国立 東京都
11553059 東京学芸大　教育　教育／多文化 国立 東京都
11553060 東京学芸大　教育　教育／情報教 国立 東京都
11553060 東京学芸大　教育　教育／情報教 国立 東京都
11553061 東京学芸大　教育　教育／表現教 国立 東京都
11553062 東京学芸大　教育　教育／生涯ス 国立 東京都
11553075 東京学芸大　教育　初等／幼児教 国立 東京都
11553076 東京学芸大　教育　中等／書道 国立 東京都
11553094 東京学芸大　教育　初等／英語 国立 東京都
11553095 東京学芸大　教育　初等／学校心 国立 東京都
11553095 東京学芸大　教育　初等／学校心 国立 東京都
11553096 東京学芸大　教育　養護教育 国立 東京都
11553096 東京学芸大　教育　養護教育 国立 東京都
11608301 東京芸大　美術　絵画／油画 国立 東京都
11608302 東京芸大　美術　絵画／日本画 国立 東京都
11608303 東京芸大　美術　建築 国立 東京都
11608304 東京芸大　美術　芸術 国立 東京都
11608305 東京芸大　美術　工芸 国立 東京都
11608306 東京芸大　美術　彫刻 国立 東京都
11608307 東京芸大　美術　デザイン 国立 東京都
11608308 東京芸大　美術　先端芸術表現 国立 東京都
11608401 東京芸大　音楽　楽理 国立 東京都
11608406 東京芸大　音楽　作曲 国立 東京都
11608407 東京芸大　音楽　指揮 国立 東京都
11608408 東京芸大　音楽　声楽 国立 東京都
11608409 東京芸大　音楽　邦楽 国立 東京都
11608411 東京芸大　音楽　音楽環境創造 国立 東京都
11608412 東京芸大　音楽　器楽 国立 東京都
11659100 東京工業大　第１類　 国立 東京都
11659200 東京工業大　第２類　 国立 東京都
11659300 東京工業大　第３類　 国立 東京都
11659400 東京工業大　第４類　 国立 東京都
11659500 東京工業大　第５類　 国立 東京都
11659600 東京工業大　第６類　 国立 東京都
11659700 東京工業大　第７類　 国立 東京都
11659700 東京工業大　第７類　 国立 東京都
11804601 東京農工大　工　機械シス工 国立 東京都
11804601 東京農工大　工　機械シス工 国立 東京都
11804604 東京農工大　工　生命工 国立 東京都
11804604 東京農工大　工　生命工 国立 東京都
11804605 東京農工大　工　物理シス工 国立 東京都
11804605 東京農工大　工　物理シス工 国立 東京都
11804606 東京農工大　工　電気電子工 国立 東京都
11804606 東京農工大　工　電気電子工 国立 東京都
11804607 東京農工大　工　情報工 国立 東京都
11804607 東京農工大　工　情報工 国立 東京都
11804608 東京農工大　工　応用分子化 国立 東京都



11804608 東京農工大　工　応用分子化 国立 東京都
11804609 東京農工大　工　有機材料化 国立 東京都
11804609 東京農工大　工　有機材料化 国立 東京都
11804610 東京農工大　工　化学シス工 国立 東京都
11804610 東京農工大　工　化学シス工 国立 東京都
11807201 東京農工大　農　応用生物科学 国立 東京都
11807201 東京農工大　農　応用生物科学 国立 東京都
11807205 東京農工大　農　地域生態シス 国立 東京都
11807205 東京農工大　農　地域生態シス 国立 東京都
11807210 東京農工大　農　生物生産 国立 東京都
11807210 東京農工大　農　生物生産 国立 東京都
11807215 東京農工大　農　環境資源科学 国立 東京都
11807215 東京農工大　農　環境資源科学 国立 東京都
11807216 東京農工大　農　共同獣医 国立 東京都
11807216 東京農工大　農　共同獣医 国立 東京都
11851204 一橋大　法　法律 国立 東京都
11851204 一橋大　法　法律 国立 東京都
11851803 一橋大　経済　経済 国立 東京都
11851803 一橋大　経済　経済 国立 東京都
11852000 一橋大　商　 国立 東京都
11852504 一橋大　社会　社会 国立 東京都
11852504 一橋大　社会　社会 国立 東京都
11901806 横浜国立大　経済　経済 国立 神奈川県
11901806 横浜国立大　経済　経済 国立 神奈川県
11901902 横浜国立大　経営　経営 国立 神奈川県
11901902 横浜国立大　経営　経営 国立 神奈川県
11903001 横浜国立大　教育　学校／学校教 国立 神奈川県
11903001 横浜国立大　教育　学校／学校教 国立 神奈川県
11903001 横浜国立大　教育　学校／学校教 国立 神奈川県
11903001 横浜国立大　教育　学校／学校教 国立 神奈川県
11903002 横浜国立大　教育　学校／特別支 国立 神奈川県
11903701 横浜国立大　都市科学　都市社会共生 国立 神奈川県
11903701 横浜国立大　都市科学　都市社会共生 国立 神奈川県
11903702 横浜国立大　都市科学　建築 国立 神奈川県
11903702 横浜国立大　都市科学　建築 国立 神奈川県
11903703 横浜国立大　都市科学　都市基盤 国立 神奈川県
11903703 横浜国立大　都市科学　都市基盤 国立 神奈川県
11903704 横浜国立大　都市科学　環境リスク共 国立 神奈川県
11903704 横浜国立大　都市科学　環境リスク共 国立 神奈川県
11904703 横浜国立大　理工　化学／化学及 国立 神奈川県
11904703 横浜国立大　理工　化学／化学及 国立 神奈川県
11904708 横浜国立大　理工　数物／数理科 国立 神奈川県
11904708 横浜国立大　理工　数物／数理科 国立 神奈川県
11904709 横浜国立大　理工　数物／物理工 国立 神奈川県
11904709 横浜国立大　理工　数物／物理工 国立 神奈川県
11904710 横浜国立大　理工　数物／電子情 国立 神奈川県
11904710 横浜国立大　理工　数物／電子情 国立 神奈川県
11904711 横浜国立大　理工　数物／情報工 国立 神奈川県
11904711 横浜国立大　理工　数物／情報工 国立 神奈川県
11904712 横浜国立大　理工　化学／バイオ 国立 神奈川県
11904712 横浜国立大　理工　化学／バイオ 国立 神奈川県
11904713 横浜国立大　理工　機械／機械工 国立 神奈川県
11904713 横浜国立大　理工　機械／機械工 国立 神奈川県
11904714 横浜国立大　理工　機械／材料工 国立 神奈川県
11904714 横浜国立大　理工　機械／材料工 国立 神奈川県
11904715 横浜国立大　理工　機械／海洋空 国立 神奈川県
11904715 横浜国立大　理工　機械／海洋空 国立 神奈川県
11953101 上越教育大　学校教育　初等教育 国立 新潟県



11953101 上越教育大　学校教育　初等教育 国立 新潟県
12004600 長岡技術科学大　工　 国立 新潟県
12050204 新潟大　人文　人文 国立 新潟県
12050204 新潟大　人文　人文 国立 新潟県
12051201 新潟大　法　法 国立 新潟県
12051201 新潟大　法　法 国立 新潟県
12051801 新潟大　経済　経営 国立 新潟県
12051801 新潟大　経済　経営 国立 新潟県
12051801 新潟大　経済　経営 国立 新潟県
12051801 新潟大　経済　経営 国立 新潟県
12051802 新潟大　経済　経済 国立 新潟県
12051802 新潟大　経済　経済 国立 新潟県
12051802 新潟大　経済　経済 国立 新潟県
12051802 新潟大　経済　経済 国立 新潟県
12053001 新潟大　教育　学校／数学 国立 新潟県
12053001 新潟大　教育　学校／数学 国立 新潟県
12053002 新潟大　教育　学校／社会科 国立 新潟県
12053002 新潟大　教育　学校／社会科 国立 新潟県
12053003 新潟大　教育　学校／理科 国立 新潟県
12053003 新潟大　教育　学校／理科 国立 新潟県
12053004 新潟大　教育　学校／音楽 国立 新潟県
12053005 新潟大　教育　学校／美術 国立 新潟県
12053005 新潟大　教育　学校／美術 国立 新潟県
12053006 新潟大　教育　学校／保健体 国立 新潟県
12053006 新潟大　教育　学校／保健体 国立 新潟県
12053007 新潟大　教育　学校／国語 国立 新潟県
12053007 新潟大　教育　学校／国語 国立 新潟県
12053008 新潟大　教育　学校／英語 国立 新潟県
12053008 新潟大　教育　学校／英語 国立 新潟県
12053009 新潟大　教育　学校／技術科 国立 新潟県
12053009 新潟大　教育　学校／技術科 国立 新潟県
12053010 新潟大　教育　学校／家庭科 国立 新潟県
12053010 新潟大　教育　学校／家庭科 国立 新潟県
12053011 新潟大　教育　学校／特別支 国立 新潟県
12053011 新潟大　教育　学校／特別支 国立 新潟県
12053013 新潟大　教育　学校／教育学 国立 新潟県
12053013 新潟大　教育　学校／教育学 国立 新潟県
12053014 新潟大　教育　学校／教育心 国立 新潟県
12053014 新潟大　教育　学校／教育心 国立 新潟県
12053701 新潟大　創生　創生学修 国立 新潟県
12053701 新潟大　創生　創生学修 国立 新潟県
12053701 新潟大　創生　創生学修 国立 新潟県
12053701 新潟大　創生　創生学修 国立 新潟県
12054207 新潟大　理　理 国立 新潟県
12054207 新潟大　理　理 国立 新潟県
12054207 新潟大　理　理 国立 新潟県
12054207 新潟大　理　理 国立 新潟県
12054608 新潟大　工　工 国立 新潟県
12054608 新潟大　工　工 国立 新潟県
12054608 新潟大　工　工 国立 新潟県
12054608 新潟大　工　工 国立 新潟県
12054608 新潟大　工　工 国立 新潟県
12054608 新潟大　工　工 国立 新潟県
12054608 新潟大　工　工 国立 新潟県
12054608 新潟大　工　工 国立 新潟県
12054608 新潟大　工　工 国立 新潟県
12054608 新潟大　工　工 国立 新潟県
12055501 新潟大　医　医 国立 新潟県



12055503 新潟大　医　保健／看護学 国立 新潟県
12055503 新潟大　医　保健／看護学 国立 新潟県
12055504 新潟大　医　保健／放射線 国立 新潟県
12055504 新潟大　医　保健／放射線 国立 新潟県
12055505 新潟大　医　保健／検査技 国立 新潟県
12055505 新潟大　医　保健／検査技 国立 新潟県
12055801 新潟大　歯　歯 国立 新潟県
12055801 新潟大　歯　歯 国立 新潟県
12055802 新潟大　歯　口腔生命福祉 国立 新潟県
12057204 新潟大　農　農 国立 新潟県
12057204 新潟大　農　農 国立 新潟県
12100203 富山大　人文　人文 国立 富山県
12100203 富山大　人文　人文 国立 富山県
12101801 富山大　経済　経営 国立 富山県
12101801 富山大　経済　経営 国立 富山県
12101802 富山大　経済　経営法 国立 富山県
12101802 富山大　経済　経営法 国立 富山県
12101803 富山大　経済　経済 国立 富山県
12101803 富山大　経済　経済 国立 富山県
12102401 富山大　経済夜　経営 国立 富山県
12102401 富山大　経済夜　経営 国立 富山県
12102402 富山大　経済夜　経営法 国立 富山県
12102402 富山大　経済夜　経営法 国立 富山県
12102403 富山大　経済夜　経済 国立 富山県
12102403 富山大　経済夜　経済 国立 富山県
12103101 富山大　人間発達　発達教育 国立 富山県
12103101 富山大　人間発達　発達教育 国立 富山県
12103102 富山大　人間発達　人間環境シス 国立 富山県
12103102 富山大　人間発達　人間環境シス 国立 富山県
12103102 富山大　人間発達　人間環境シス 国立 富山県
12103102 富山大　人間発達　人間環境シス 国立 富山県
12104201 富山大　理　化学 国立 富山県
12104201 富山大　理　化学 国立 富山県
12104202 富山大　理　数学 国立 富山県
12104202 富山大　理　数学 国立 富山県
12104203 富山大　理　生物 国立 富山県
12104203 富山大　理　生物 国立 富山県
12104204 富山大　理　生物圏環境科 国立 富山県
12104204 富山大　理　生物圏環境科 国立 富山県
12104205 富山大　理　地球科学 国立 富山県
12104205 富山大　理　地球科学 国立 富山県
12104206 富山大　理　物理 国立 富山県
12104206 富山大　理　物理 国立 富山県
12104206 富山大　理　物理 国立 富山県
12104602 富山大　工　機械知能シス 国立 富山県
12104602 富山大　工　機械知能シス 国立 富山県
12104602 富山大　工　機械知能シス 国立 富山県
12104605 富山大　工　電気電子シス 国立 富山県
12104605 富山大　工　電気電子シス 国立 富山県
12104605 富山大　工　電気電子シス 国立 富山県
12104606 富山大　工　知能情報工 国立 富山県
12104606 富山大　工　知能情報工 国立 富山県
12104606 富山大　工　知能情報工 国立 富山県
12104608 富山大　工　生命工 国立 富山県
12104608 富山大　工　生命工 国立 富山県
12104608 富山大　工　生命工 国立 富山県
12104609 富山大　工　環境応用化 国立 富山県
12104609 富山大　工　環境応用化 国立 富山県



12104610 富山大　工　材料機能工 国立 富山県
12104610 富山大　工　材料機能工 国立 富山県
12104610 富山大　工　材料機能工 国立 富山県
12105501 富山大　医　医 国立 富山県
12105501 富山大　医　医 国立 富山県
12105502 富山大　医　看護 国立 富山県
12105502 富山大　医　看護 国立 富山県
12106101 富山大　薬　薬 国立 富山県
12106101 富山大　薬　薬 国立 富山県
12106102 富山大　薬　創薬科学 国立 富山県
12106102 富山大　薬　創薬科学 国立 富山県
12108304 富山大　芸術文化　芸術／造形芸 国立 富山県
12108304 富山大　芸術文化　芸術／造形芸 国立 富山県
12108304 富山大　芸術文化　芸術／造形芸 国立 富山県
12108305 富山大　芸術文化　芸術／デザ工 国立 富山県
12108305 富山大　芸術文化　芸術／デザ工 国立 富山県
12108305 富山大　芸術文化　芸術／デザ工 国立 富山県
12108306 富山大　芸術文化　芸術／デザ情 国立 富山県
12108306 富山大　芸術文化　芸術／デザ情 国立 富山県
12108306 富山大　芸術文化　芸術／デザ情 国立 富山県
12108306 富山大　芸術文化　芸術／デザ情 国立 富山県
12108307 富山大　芸術文化　芸術／芸術文 国立 富山県
12108307 富山大　芸術文化　芸術／芸術文 国立 富山県
12108307 富山大　芸術文化　芸術／芸術文 国立 富山県
12108308 富山大　芸術文化　芸術／建築デ 国立 富山県
12108308 富山大　芸術文化　芸術／建築デ 国立 富山県
12108308 富山大　芸術文化　芸術／建築デ 国立 富山県
12209101 金沢大　人間社会　人文学類 国立 石川県
12209101 金沢大　人間社会　人文学類 国立 石川県
12209102 金沢大　人間社会　法学類 国立 石川県
12209102 金沢大　人間社会　法学類 国立 石川県
12209102 金沢大　人間社会　法学類 国立 石川県
12209103 金沢大　人間社会　経済学類 国立 石川県
12209103 金沢大　人間社会　経済学類 国立 石川県
12209104 金沢大　人間社会　学校教育学類 国立 石川県
12209105 金沢大　人間社会　地域創造学類 国立 石川県
12209105 金沢大　人間社会　地域創造学類 国立 石川県
12209106 金沢大　人間社会　国際学類 国立 石川県
12209106 金沢大　人間社会　国際学類 国立 石川県
12209201 金沢大　理工学域　数物科学類 国立 石川県
12209201 金沢大　理工学域　数物科学類 国立 石川県
12209202 金沢大　理工学域　物質化学類 国立 石川県
12209202 金沢大　理工学域　物質化学類 国立 石川県
12209203 金沢大　理工学域　機械工学類 国立 石川県
12209203 金沢大　理工学域　機械工学類 国立 石川県
12209204 金沢大　理工学域　電子情報学類 国立 石川県
12209204 金沢大　理工学域　電子情報学類 国立 石川県
12209205 金沢大　理工学域　環境デザイン 国立 石川県
12209205 金沢大　理工学域　環境デザイン 国立 石川県
12209206 金沢大　理工学域　自然システム 国立 石川県
12209206 金沢大　理工学域　自然システム 国立 石川県
12209301 金沢大　医薬保健　医学類 国立 石川県
12209302 金沢大　医薬保健　薬・創薬科学 国立 石川県
12209303 金沢大　医薬保健　保健／看護学 国立 石川県
12209303 金沢大　医薬保健　保健／看護学 国立 石川県
12209304 金沢大　医薬保健　保健／放射線 国立 石川県
12209304 金沢大　医薬保健　保健／放射線 国立 石川県
12209305 金沢大　医薬保健　保健／検査技 国立 石川県



12209305 金沢大　医薬保健　保健／検査技 国立 石川県
12209306 金沢大　医薬保健　保健／理学療 国立 石川県
12209307 金沢大　医薬保健　保健／作業療 国立 石川県
12253002 福井大　教育　学校／中等教 国立 福井県
12253002 福井大　教育　学校／中等教 国立 福井県
12253002 福井大　教育　学校／中等教 国立 福井県
12253002 福井大　教育　学校／中等教 国立 福井県
12253002 福井大　教育　学校／中等教 国立 福井県
12253002 福井大　教育　学校／中等教 国立 福井県
12253003 福井大　教育　学校／初等教 国立 福井県
12253003 福井大　教育　学校／初等教 国立 福井県
12253003 福井大　教育　学校／初等教 国立 福井県
12253003 福井大　教育　学校／初等教 国立 福井県
12253003 福井大　教育　学校／初等教 国立 福井県
12253003 福井大　教育　学校／初等教 国立 福井県
12253301 福井大　国際地域　国際地域 国立 福井県
12253301 福井大　国際地域　国際地域 国立 福井県
12254610 福井大　工　機械・シス工 国立 福井県
12254610 福井大　工　機械・シス工 国立 福井県
12254611 福井大　工　電気電子情報 国立 福井県
12254611 福井大　工　電気電子情報 国立 福井県
12254612 福井大　工　建築・都市環 国立 福井県
12254612 福井大　工　建築・都市環 国立 福井県
12254613 福井大　工　物質・生命化 国立 福井県
12254613 福井大　工　物質・生命化 国立 福井県
12254614 福井大　工　応用物理 国立 福井県
12254614 福井大　工　応用物理 国立 福井県
12255501 福井大　医　医 国立 福井県
12255501 福井大　医　医 国立 福井県
12255502 福井大　医　看護 国立 福井県
12255502 福井大　医　看護 国立 福井県
12353001 山梨大　教育　学校／幼小発 国立 山梨県
12353001 山梨大　教育　学校／幼小発 国立 山梨県
12353002 山梨大　教育　学校／障害児 国立 山梨県
12353002 山梨大　教育　学校／障害児 国立 山梨県
12353003 山梨大　教育　学校／言語教 国立 山梨県
12353003 山梨大　教育　学校／言語教 国立 山梨県
12353004 山梨大　教育　学校／生活社 国立 山梨県
12353004 山梨大　教育　学校／生活社 国立 山梨県
12353005 山梨大　教育　学校／科学教 国立 山梨県
12353005 山梨大　教育　学校／科学教 国立 山梨県
12353006 山梨大　教育　学校／芸術身 国立 山梨県
12353006 山梨大　教育　学校／芸術身 国立 山梨県
12353701 山梨大　生命環境　生命工 国立 山梨県
12353701 山梨大　生命環境　生命工 国立 山梨県
12353702 山梨大　生命環境　地域食物科学 国立 山梨県
12353702 山梨大　生命環境　地域食物科学 国立 山梨県
12353703 山梨大　生命環境　食物／ワイン 国立 山梨県
12353704 山梨大　生命環境　環境科学 国立 山梨県
12353704 山梨大　生命環境　環境科学 国立 山梨県
12353705 山梨大　生命環境　地域社会シス 国立 山梨県
12353705 山梨大　生命環境　地域社会シス 国立 山梨県
12353706 山梨大　生命環境　社会／観光政 国立 山梨県
12354604 山梨大　工　土木環境工 国立 山梨県
12354604 山梨大　工　土木環境工 国立 山梨県
12354610 山梨大　工　応用化 国立 山梨県
12354610 山梨大　工　応用化 国立 山梨県
12354614 山梨大　工　機械工 国立 山梨県



12354614 山梨大　工　機械工 国立 山梨県
12354615 山梨大　工　電気電子工 国立 山梨県
12354615 山梨大　工　電気電子工 国立 山梨県
12354616 山梨大　工　コンピュータ 国立 山梨県
12354616 山梨大　工　コンピュータ 国立 山梨県
12354617 山梨大　工　情報メカトロ 国立 山梨県
12354617 山梨大　工　情報メカトロ 国立 山梨県
12354618 山梨大　工　先端材料理工 国立 山梨県
12354618 山梨大　工　先端材料理工 国立 山梨県
12355501 山梨大　医　医 国立 山梨県
12355502 山梨大　医　看護 国立 山梨県
12355502 山梨大　医　看護 国立 山梨県
12450204 信州大　人文　人文 国立 長野県
12450204 信州大　人文　人文 国立 長野県
12452101 信州大　経法　応用経済 国立 長野県
12452101 信州大　経法　応用経済 国立 長野県
12452102 信州大　経法　総合法律 国立 長野県
12452102 信州大　経法　総合法律 国立 長野県
12453030 信州大　教育　学校／社会 国立 長野県
12453030 信州大　教育　学校／社会 国立 長野県
12453033 信州大　教育　学校／保健体 国立 長野県
12453033 信州大　教育　学校／保健体 国立 長野県
12453035 信州大　教育　学校／現代教 国立 長野県
12453035 信州大　教育　学校／現代教 国立 長野県
12453038 信州大　教育　学校／国語 国立 長野県
12453038 信州大　教育　学校／国語 国立 長野県
12453039 信州大　教育　学校／英語 国立 長野県
12453039 信州大　教育　学校／英語 国立 長野県
12453040 信州大　教育　学校／数学 国立 長野県
12453040 信州大　教育　学校／数学 国立 長野県
12453041 信州大　教育　学校／理科 国立 長野県
12453041 信州大　教育　学校／理科 国立 長野県
12453042 信州大　教育　学校／音楽 国立 長野県
12453042 信州大　教育　学校／音楽 国立 長野県
12453043 信州大　教育　学校／図・美 国立 長野県
12453043 信州大　教育　学校／図・美 国立 長野県
12453044 信州大　教育　学校／ものづ 国立 長野県
12453044 信州大　教育　学校／ものづ 国立 長野県
12453045 信州大　教育　学校／家庭 国立 長野県
12453045 信州大　教育　学校／家庭 国立 長野県
12453046 信州大　教育　学校／野外教 国立 長野県
12453046 信州大　教育　学校／野外教 国立 長野県
12453047 信州大　教育　学校／特別支 国立 長野県
12453047 信州大　教育　学校／特別支 国立 長野県
12453048 信州大　教育　学校／心理支 国立 長野県
12453048 信州大　教育　学校／心理支 国立 長野県
12454207 信州大　理　数学 国立 長野県
12454207 信州大　理　数学 国立 長野県
12454208 信州大　理　理／物理学 国立 長野県
12454208 信州大　理　理／物理学 国立 長野県
12454209 信州大　理　理／化学 国立 長野県
12454209 信州大　理　理／化学 国立 長野県
12454210 信州大　理　理／地球学 国立 長野県
12454210 信州大　理　理／地球学 国立 長野県
12454211 信州大　理　理／生物学 国立 長野県
12454211 信州大　理　理／生物学 国立 長野県
12454212 信州大　理　理／物質循環 国立 長野県
12454212 信州大　理　理／物質循環 国立 長野県



12454603 信州大　工　機械シス工 国立 長野県
12454603 信州大　工　機械シス工 国立 長野県
12454608 信州大　工　建築 国立 長野県
12454608 信州大　工　建築 国立 長野県
12454609 信州大　工　物質化 国立 長野県
12454609 信州大　工　物質化 国立 長野県
12454610 信州大　工　電子情報シス 国立 長野県
12454610 信州大　工　電子情報シス 国立 長野県
12454611 信州大　工　水環境・土木 国立 長野県
12454611 信州大　工　水環境・土木 国立 長野県
12454701 信州大　繊維　応用生物科学 国立 長野県
12454701 信州大　繊維　応用生物科学 国立 長野県
12454721 信州大　繊維　先進繊維・感 国立 長野県
12454721 信州大　繊維　先進繊維・感 国立 長野県
12454722 信州大　繊維　機械・ロボッ 国立 長野県
12454722 信州大　繊維　機械・ロボッ 国立 長野県
12454723 信州大　繊維　化学・材料 国立 長野県
12454723 信州大　繊維　化学・材料 国立 長野県
12455501 信州大　医　医 国立 長野県
12455503 信州大　医　保健／看護学 国立 長野県
12455503 信州大　医　保健／看護学 国立 長野県
12455504 信州大　医　保健／検査技 国立 長野県
12455504 信州大　医　保健／検査技 国立 長野県
12455505 信州大　医　保健／理学療 国立 長野県
12455505 信州大　医　保健／理学療 国立 長野県
12455506 信州大　医　保健／作業療 国立 長野県
12455506 信州大　医　保健／作業療 国立 長野県
12457204 信州大　農　農学／生命機 国立 長野県
12457205 信州大　農　農学／動物資 国立 長野県
12457206 信州大　農　農学／植物資 国立 長野県
12457207 信州大　農　農学／森林環 国立 長野県
12457208 信州大　農　農学生命科学 国立 長野県
12503062 岐阜大　教育　学校／国語 国立 岐阜県
12503062 岐阜大　教育　学校／国語 国立 岐阜県
12503063 岐阜大　教育　学校／史学 国立 岐阜県
12503064 岐阜大　教育　学校／地理学 国立 岐阜県
12503067 岐阜大　教育　学校／数学 国立 岐阜県
12503067 岐阜大　教育　学校／数学 国立 岐阜県
12503068 岐阜大　教育　学校／物理学 国立 岐阜県
12503068 岐阜大　教育　学校／物理学 国立 岐阜県
12503069 岐阜大　教育　学校／化学 国立 岐阜県
12503069 岐阜大　教育　学校／化学 国立 岐阜県
12503070 岐阜大　教育　学校／生物学 国立 岐阜県
12503070 岐阜大　教育　学校／生物学 国立 岐阜県
12503071 岐阜大　教育　学校／地学 国立 岐阜県
12503071 岐阜大　教育　学校／地学 国立 岐阜県
12503072 岐阜大　教育　学校／音楽 国立 岐阜県
12503072 岐阜大　教育　学校／音楽 国立 岐阜県
12503073 岐阜大　教育　学校／美術 国立 岐阜県
12503074 岐阜大　教育　学校／保健体 国立 岐阜県
12503074 岐阜大　教育　学校／保健体 国立 岐阜県
12503075 岐阜大　教育　学校／技術 国立 岐阜県
12503075 岐阜大　教育　学校／技術 国立 岐阜県
12503076 岐阜大　教育　学校／家政 国立 岐阜県
12503076 岐阜大　教育　学校／家政 国立 岐阜県
12503077 岐阜大　教育　学校／英語 国立 岐阜県
12503077 岐阜大　教育　学校／英語 国立 岐阜県
12503082 岐阜大　教育　特別支援学校 国立 岐阜県



12503082 岐阜大　教育　特別支援学校 国立 岐阜県
12503084 岐阜大　教育　学校／心理学 国立 岐阜県
12503084 岐阜大　教育　学校／心理学 国立 岐阜県
12503085 岐阜大　教育　学校／教職基 国立 岐阜県
12503085 岐阜大　教育　学校／教職基 国立 岐阜県
12503086 岐阜大　教育　学校／現代社 国立 岐阜県
12503700 岐阜大　地域科学　 国立 岐阜県
12503700 岐阜大　地域科学　 国立 岐阜県
12504612 岐阜大　工　機械／機械 国立 岐阜県
12504612 岐阜大　工　機械／機械 国立 岐阜県
12504613 岐阜大　工　機械／知能機 国立 岐阜県
12504613 岐阜大　工　機械／知能機 国立 岐阜県
12504614 岐阜大　工　化学／物質化 国立 岐阜県
12504614 岐阜大　工　化学／物質化 国立 岐阜県
12504615 岐阜大　工　化学／生命化 国立 岐阜県
12504615 岐阜大　工　化学／生命化 国立 岐阜県
12504616 岐阜大　工　社会／環境 国立 岐阜県
12504616 岐阜大　工　社会／環境 国立 岐阜県
12504617 岐阜大　工　社会／防災 国立 岐阜県
12504617 岐阜大　工　社会／防災 国立 岐阜県
12504618 岐阜大　工　電気／電気電 国立 岐阜県
12504618 岐阜大　工　電気／電気電 国立 岐阜県
12504619 岐阜大　工　電気／情報 国立 岐阜県
12504619 岐阜大　工　電気／情報 国立 岐阜県
12504620 岐阜大　工　電気／応用物 国立 岐阜県
12504620 岐阜大　工　電気／応用物 国立 岐阜県
12505501 岐阜大　医　医 国立 岐阜県
12505501 岐阜大　医　医 国立 岐阜県
12505502 岐阜大　医　看護 国立 岐阜県
12505502 岐阜大　医　看護 国立 岐阜県
12507401 岐阜大　応用生物　応用生命科学 国立 岐阜県
12507401 岐阜大　応用生物　応用生命科学 国立 岐阜県
12507402 岐阜大　応用生物　生産環境科学 国立 岐阜県
12507402 岐阜大　応用生物　生産環境科学 国立 岐阜県
12507404 岐阜大　応用生物　共同獣医 国立 岐阜県
12552701 静岡大　人文社会　社会 国立 静岡県
12552701 静岡大　人文社会　社会 国立 静岡県
12552702 静岡大　人文社会　言語文化 国立 静岡県
12552702 静岡大　人文社会　言語文化 国立 静岡県
12552703 静岡大　人文社会　法 国立 静岡県
12552703 静岡大　人文社会　法 国立 静岡県
12552704 静岡大　人文社会　経済 国立 静岡県
12552704 静岡大　人文社会　経済 国立 静岡県
12553037 静岡大　教育　学校／教育実 国立 静岡県
12553037 静岡大　教育　学校／教育実 国立 静岡県
12553038 静岡大　教育　学校／教育心 国立 静岡県
12553040 静岡大　教育　学校／幼児教 国立 静岡県
12553043 静岡大　教育　学校／特別支 国立 静岡県
12553043 静岡大　教育　学校／特別支 国立 静岡県
12553044 静岡大　教育　学校／国語 国立 静岡県
12553044 静岡大　教育　学校／国語 国立 静岡県
12553045 静岡大　教育　学校／社会科 国立 静岡県
12553045 静岡大　教育　学校／社会科 国立 静岡県
12553046 静岡大　教育　学校／数学 国立 静岡県
12553046 静岡大　教育　学校／数学 国立 静岡県
12553047 静岡大　教育　学校／理科 国立 静岡県
12553047 静岡大　教育　学校／理科 国立 静岡県
12553048 静岡大　教育　学校／音楽 国立 静岡県



12553049 静岡大　教育　学校／美術 国立 静岡県
12553049 静岡大　教育　学校／美術 国立 静岡県
12553050 静岡大　教育　学校／保健体 国立 静岡県
12553051 静岡大　教育　学校／技術 国立 静岡県
12553052 静岡大　教育　学校／家庭科 国立 静岡県
12553052 静岡大　教育　学校／家庭科 国立 静岡県
12553053 静岡大　教育　学校／英語 国立 静岡県
12553063 静岡大　教育　学校／初等学 国立 静岡県
12553063 静岡大　教育　学校／初等学 国立 静岡県
12553064 静岡大　教育　学校／養護教 国立 静岡県
12553064 静岡大　教育　学校／養護教 国立 静岡県
12553701 静岡大　情報　情報科学 国立 静岡県
12553701 静岡大　情報　情報科学 国立 静岡県
12553702 静岡大　情報　情報社会 国立 静岡県
12553702 静岡大　情報　情報社会 国立 静岡県
12553703 静岡大　情報　行動情報 国立 静岡県
12553703 静岡大　情報　行動情報 国立 静岡県
12553703 静岡大　情報　行動情報 国立 静岡県
12553800 静岡大　地域創造　 国立 静岡県
12553800 静岡大　地域創造　 国立 静岡県
12553800 静岡大　地域創造　 国立 静岡県
12553800 静岡大　地域創造　 国立 静岡県
12554201 静岡大　理　化学 国立 静岡県
12554201 静岡大　理　化学 国立 静岡県
12554202 静岡大　理　数学 国立 静岡県
12554202 静岡大　理　数学 国立 静岡県
12554203 静岡大　理　生物科学 国立 静岡県
12554203 静岡大　理　生物科学 国立 静岡県
12554204 静岡大　理　地球科学 国立 静岡県
12554204 静岡大　理　地球科学 国立 静岡県
12554205 静岡大　理　物理 国立 静岡県
12554205 静岡大　理　物理 国立 静岡県
12554207 静岡大　理　創造理学 国立 静岡県
12554602 静岡大　工　機械工 国立 静岡県
12554602 静岡大　工　機械工 国立 静岡県
12554606 静岡大　工　電気電子工 国立 静岡県
12554606 静岡大　工　電気電子工 国立 静岡県
12554609 静岡大　工　電子物質科学 国立 静岡県
12554609 静岡大　工　電子物質科学 国立 静岡県
12554610 静岡大　工　化学バイオ工 国立 静岡県
12554610 静岡大　工　化学バイオ工 国立 静岡県
12554611 静岡大　工　数理シス工 国立 静岡県
12554611 静岡大　工　数理シス工 国立 静岡県
12557206 静岡大　農　生物資源科学 国立 静岡県
12557206 静岡大　農　生物資源科学 国立 静岡県
12557207 静岡大　農　応用生命科学 国立 静岡県
12557207 静岡大　農　応用生命科学 国立 静岡県
12605501 浜松医大　医　医 国立 愛知県
12605501 浜松医大　医　医 国立 愛知県
12605502 浜松医大　医　看護 国立 愛知県
12653001 愛知教育大　教育　特別支援学校 国立 愛知県
12653001 愛知教育大　教育　特別支援学校 国立 愛知県
12653017 愛知教育大　教育　中等／音楽 国立 愛知県
12653017 愛知教育大　教育　中等／音楽 国立 愛知県
12653018 愛知教育大　教育　中等／家庭 国立 愛知県
12653019 愛知教育大　教育　中等／英語 国立 愛知県
12653020 愛知教育大　教育　中等／教育科 国立 愛知県
12653020 愛知教育大　教育　中等／教育科 国立 愛知県



12653021 愛知教育大　教育　中等／技術 国立 愛知県
12653021 愛知教育大　教育　中等／技術 国立 愛知県
12653023 愛知教育大　教育　中等／社会 国立 愛知県
12653023 愛知教育大　教育　中等／社会 国立 愛知県
12653024 愛知教育大　教育　中等／数学 国立 愛知県
12653024 愛知教育大　教育　中等／数学 国立 愛知県
12653025 愛知教育大　教育　中等／美術 国立 愛知県
12653025 愛知教育大　教育　中等／美術 国立 愛知県
12653026 愛知教育大　教育　中等／保健体 国立 愛知県
12653026 愛知教育大　教育　中等／保健体 国立 愛知県
12653027 愛知教育大　教育　中等／理科 国立 愛知県
12653027 愛知教育大　教育　中等／理科 国立 愛知県
12653027 愛知教育大　教育　中等／理科 国立 愛知県
12653027 愛知教育大　教育　中等／理科 国立 愛知県
12653031 愛知教育大　教育　養護教諭 国立 愛知県
12653033 愛知教育大　教育　初等／幼児教 国立 愛知県
12653033 愛知教育大　教育　初等／幼児教 国立 愛知県
12653034 愛知教育大　教育　初等／教育科 国立 愛知県
12653034 愛知教育大　教育　初等／教育科 国立 愛知県
12653039 愛知教育大　教育　中等／国語書 国立 愛知県
12653039 愛知教育大　教育　中等／国語書 国立 愛知県
12653047 愛知教育大　教育　中等／情報 国立 愛知県
12653047 愛知教育大　教育　中等／情報 国立 愛知県
12653048 愛知教育大　教育　初等／情報 国立 愛知県
12653049 愛知教育大　教育　初等／国語 国立 愛知県
12653049 愛知教育大　教育　初等／国語 国立 愛知県
12653050 愛知教育大　教育　初等／社会 国立 愛知県
12653050 愛知教育大　教育　初等／社会 国立 愛知県
12653051 愛知教育大　教育　初等／数学 国立 愛知県
12653051 愛知教育大　教育　初等／数学 国立 愛知県
12653052 愛知教育大　教育　初等／理科 国立 愛知県
12653052 愛知教育大　教育　初等／理科 国立 愛知県
12653052 愛知教育大　教育　初等／理科 国立 愛知県
12653052 愛知教育大　教育　初等／理科 国立 愛知県
12653053 愛知教育大　教育　初等／音楽 国立 愛知県
12653053 愛知教育大　教育　初等／音楽 国立 愛知県
12653054 愛知教育大　教育　初等／美術 国立 愛知県
12653054 愛知教育大　教育　初等／美術 国立 愛知県
12653055 愛知教育大　教育　初等／保健体 国立 愛知県
12653055 愛知教育大　教育　初等／保健体 国立 愛知県
12653056 愛知教育大　教育　初等／家庭 国立 愛知県
12653057 愛知教育大　教育　初等／英語 国立 愛知県
12653065 愛知教育大　教育　初等／生活科 国立 愛知県
12653066 愛知教育大　教育　初等／日本語 国立 愛知県
12653067 愛知教育大　教育　教育／心理 国立 愛知県
12653067 愛知教育大　教育　教育／心理 国立 愛知県
12653068 愛知教育大　教育　教育／福祉 国立 愛知県
12653068 愛知教育大　教育　教育／福祉 国立 愛知県
12653069 愛知教育大　教育　教育／教育ガ 国立 愛知県
12653069 愛知教育大　教育　教育／教育ガ 国立 愛知県
12704600 豊橋技術科学大　工　 国立 愛知県
12750104 名古屋大　文　人文 国立 愛知県
12751203 名古屋大　法　法律・政治 国立 愛知県
12751800 名古屋大　経済　 国立 愛知県
12753003 名古屋大　教育　人間発達科学 国立 愛知県
12753801 名古屋大　情報　自然情報 国立 愛知県
12753802 名古屋大　情報　人間・社会情 国立 愛知県
12753803 名古屋大　情報　コンピュータ 国立 愛知県



12754200 名古屋大　理　 国立 愛知県
12754613 名古屋大　工　物理工 国立 愛知県
12754614 名古屋大　工　環境土木・建 国立 愛知県
12754615 名古屋大　工　化学生命工 国立 愛知県
12754616 名古屋大　工　マテリアル工 国立 愛知県
12754617 名古屋大　工　電気電子情報 国立 愛知県
12754618 名古屋大　工　機械・航空宇 国立 愛知県
12754619 名古屋大　工　エネルギー理 国立 愛知県
12755501 名古屋大　医　医 国立 愛知県
12755501 名古屋大　医　医 国立 愛知県
12755503 名古屋大　医　保健／看護学 国立 愛知県
12755504 名古屋大　医　保健／放射線 国立 愛知県
12755505 名古屋大　医　保健／検査技 国立 愛知県
12755506 名古屋大　医　保健／理学療 国立 愛知県
12755507 名古屋大　医　保健／作業療 国立 愛知県
12757203 名古屋大　農　生物環境科学 国立 愛知県
12757204 名古屋大　農　資源生物科学 国立 愛知県
12757205 名古屋大　農　応用生命科学 国立 愛知県
12804613 名古屋工大　工　情報工 国立 愛知県
12804613 名古屋工大　工　情報工 国立 愛知県
12804616 名古屋工大　工　生命・応用化 国立 愛知県
12804616 名古屋工大　工　生命・応用化 国立 愛知県
12804617 名古屋工大　工　物理工 国立 愛知県
12804617 名古屋工大　工　物理工 国立 愛知県
12804618 名古屋工大　工　電気・機械工 国立 愛知県
12804618 名古屋工大　工　電気・機械工 国立 愛知県
12804619 名古屋工大　工　社会／建築デ 国立 愛知県
12804619 名古屋工大　工　社会／建築デ 国立 愛知県
12804620 名古屋工大　工　社会／環境都 国立 愛知県
12804620 名古屋工大　工　社会／環境都 国立 愛知県
12804621 名古屋工大　工　社会／経営シ 国立 愛知県
12804621 名古屋工大　工　社会／経営シ 国立 愛知県
12804623 名古屋工大　工　創造／材料エ 国立 愛知県
12804623 名古屋工大　工　創造／材料エ 国立 愛知県
12804624 名古屋工大　工　創造／情報社 国立 愛知県
12804624 名古屋工大　工　創造／情報社 国立 愛知県
12805401 名古屋工大　工二　物質工 国立 愛知県
12805402 名古屋工大　工二　機械工 国立 愛知県
12805403 名古屋工大　工二　社会開発工 国立 愛知県
12805404 名古屋工大　工二　電気情報工 国立 愛知県
12850201 三重大　人文　法律経済 国立 三重県
12850201 三重大　人文　法律経済 国立 三重県
12850202 三重大　人文　文化 国立 三重県
12850202 三重大　人文　文化 国立 三重県
12853038 三重大　教育　学校／特別支 国立 三重県
12853038 三重大　教育　学校／特別支 国立 三重県
12853039 三重大　教育　学校／幼児教 国立 三重県
12853047 三重大　教育　学校／数学初 国立 三重県
12853047 三重大　教育　学校／数学初 国立 三重県
12853048 三重大　教育　学校／数学中 国立 三重県
12853048 三重大　教育　学校／数学中 国立 三重県
12853049 三重大　教育　学校／情報中 国立 三重県
12853049 三重大　教育　学校／情報中 国立 三重県
12853050 三重大　教育　学校／国語初 国立 三重県
12853050 三重大　教育　学校／国語初 国立 三重県
12853051 三重大　教育　学校／国語中 国立 三重県
12853051 三重大　教育　学校／国語中 国立 三重県
12853052 三重大　教育　学校／社会初 国立 三重県



12853052 三重大　教育　学校／社会初 国立 三重県
12853053 三重大　教育　学校／社会中 国立 三重県
12853053 三重大　教育　学校／社会中 国立 三重県
12853054 三重大　教育　学校／理科初 国立 三重県
12853055 三重大　教育　学校／理科中 国立 三重県
12853056 三重大　教育　学校／音楽初 国立 三重県
12853056 三重大　教育　学校／音楽初 国立 三重県
12853057 三重大　教育　学校／音楽中 国立 三重県
12853058 三重大　教育　学校／美術初 国立 三重県
12853059 三重大　教育　学校／美術中 国立 三重県
12853060 三重大　教育　学校／保体初 国立 三重県
12853060 三重大　教育　学校／保体初 国立 三重県
12853061 三重大　教育　学校／保体中 国立 三重県
12853061 三重大　教育　学校／保体中 国立 三重県
12853062 三重大　教育　学校／技術初 国立 三重県
12853063 三重大　教育　学校／技術中 国立 三重県
12853064 三重大　教育　学校／家政初 国立 三重県
12853065 三重大　教育　学校／家政中 国立 三重県
12853066 三重大　教育　学校／英語初 国立 三重県
12853067 三重大　教育　学校／英語中 国立 三重県
12853068 三重大　教育　学校／教育学 国立 三重県
12853069 三重大　教育　学校／教育心 国立 三重県
12854601 三重大　工　機械工 国立 三重県
12854601 三重大　工　機械工 国立 三重県
12854602 三重大　工　建築 国立 三重県
12854602 三重大　工　建築 国立 三重県
12854603 三重大　工　情報工 国立 三重県
12854603 三重大　工　情報工 国立 三重県
12854604 三重大　工　電気電子工 国立 三重県
12854604 三重大　工　電気電子工 国立 三重県
12854605 三重大　工　分子素材工 国立 三重県
12854605 三重大　工　分子素材工 国立 三重県
12854606 三重大　工　物理工 国立 三重県
12854606 三重大　工　物理工 国立 三重県
12855501 三重大　医　医 国立 三重県
12855501 三重大　医　医 国立 三重県
12855501 三重大　医　医 国立 三重県
12855502 三重大　医　看護 国立 三重県
12855502 三重大　医　看護 国立 三重県
12857402 三重大　生物資源　資源循環 国立 三重県
12857402 三重大　生物資源　資源循環 国立 三重県
12857403 三重大　生物資源　共生環境 国立 三重県
12857403 三重大　生物資源　共生環境 国立 三重県
12857405 三重大　生物資源　生物圏生命化 国立 三重県
12857405 三重大　生物資源　生物圏生命化 国立 三重県
12857406 三重大　生物資源　海洋生物資源 国立 三重県
12857406 三重大　生物資源　海洋生物資源 国立 三重県
12901801 滋賀大　経済　会計情報 国立 滋賀県
12901801 滋賀大　経済　会計情報 国立 滋賀県
12901801 滋賀大　経済　会計情報 国立 滋賀県
12901801 滋賀大　経済　会計情報 国立 滋賀県
12901801 滋賀大　経済　会計情報 国立 滋賀県
12901801 滋賀大　経済　会計情報 国立 滋賀県
12901801 滋賀大　経済　会計情報 国立 滋賀県
12901801 滋賀大　経済　会計情報 国立 滋賀県
12901802 滋賀大　経済　企業経営 国立 滋賀県
12901802 滋賀大　経済　企業経営 国立 滋賀県
12901802 滋賀大　経済　企業経営 国立 滋賀県



12901802 滋賀大　経済　企業経営 国立 滋賀県
12901802 滋賀大　経済　企業経営 国立 滋賀県
12901802 滋賀大　経済　企業経営 国立 滋賀県
12901802 滋賀大　経済　企業経営 国立 滋賀県
12901802 滋賀大　経済　企業経営 国立 滋賀県
12901803 滋賀大　経済　経済 国立 滋賀県
12901803 滋賀大　経済　経済 国立 滋賀県
12901803 滋賀大　経済　経済 国立 滋賀県
12901803 滋賀大　経済　経済 国立 滋賀県
12901803 滋賀大　経済　経済 国立 滋賀県
12901803 滋賀大　経済　経済 国立 滋賀県
12901803 滋賀大　経済　経済 国立 滋賀県
12901803 滋賀大　経済　経済 国立 滋賀県
12901804 滋賀大　経済　社会システム 国立 滋賀県
12901804 滋賀大　経済　社会システム 国立 滋賀県
12901804 滋賀大　経済　社会システム 国立 滋賀県
12901804 滋賀大　経済　社会システム 国立 滋賀県
12901804 滋賀大　経済　社会システム 国立 滋賀県
12901804 滋賀大　経済　社会システム 国立 滋賀県
12901804 滋賀大　経済　社会システム 国立 滋賀県
12901804 滋賀大　経済　社会システム 国立 滋賀県
12901806 滋賀大　経済　ファイナンス 国立 滋賀県
12901806 滋賀大　経済　ファイナンス 国立 滋賀県
12901806 滋賀大　経済　ファイナンス 国立 滋賀県
12901806 滋賀大　経済　ファイナンス 国立 滋賀県
12901806 滋賀大　経済　ファイナンス 国立 滋賀県
12901806 滋賀大　経済　ファイナンス 国立 滋賀県
12901806 滋賀大　経済　ファイナンス 国立 滋賀県
12901806 滋賀大　経済　ファイナンス 国立 滋賀県
12902401 滋賀大　経済夜　経済 国立 滋賀県
12902401 滋賀大　経済夜　経済 国立 滋賀県
12902402 滋賀大　経済夜　ファイナンス 国立 滋賀県
12902402 滋賀大　経済夜　ファイナンス 国立 滋賀県
12902403 滋賀大　経済夜　企業経営 国立 滋賀県
12902403 滋賀大　経済夜　企業経営 国立 滋賀県
12902404 滋賀大　経済夜　会計情報 国立 滋賀県
12902404 滋賀大　経済夜　会計情報 国立 滋賀県
12902406 滋賀大　経済夜　社会システム 国立 滋賀県
12902406 滋賀大　経済夜　社会システム 国立 滋賀県
12903038 滋賀大　教育　学校／障害児 国立 滋賀県
12903056 滋賀大　教育　学校教育 国立 滋賀県
12903056 滋賀大　教育　学校教育 国立 滋賀県
12903056 滋賀大　教育　学校教育 国立 滋賀県
12903056 滋賀大　教育　学校教育 国立 滋賀県
12903056 滋賀大　教育　学校教育 国立 滋賀県
12903056 滋賀大　教育　学校教育 国立 滋賀県
12903701 滋賀大　データサ　データサイエ 国立 滋賀県
12903701 滋賀大　データサ　データサイエ 国立 滋賀県
12955501 滋賀医大　医　医 国立 滋賀県
12955502 滋賀医大　医　看護 国立 滋賀県
13000101 京都大　文　人文 国立 京都府
13001200 京都大　法　 国立 京都府
13001200 京都大　法　 国立 京都府
13001803 京都大　経済　経済経営 国立 京都府
13001803 京都大　経済　経済経営 国立 京都府
13003004 京都大　教育　教育科学 国立 京都府
13003004 京都大　教育　教育科学 国立 京都府
13003707 京都大　総合人間　総合人間 国立 京都府



13003707 京都大　総合人間　総合人間 国立 京都府
13004201 京都大　理　理 国立 京都府
13004602 京都大　工　建築 国立 京都府
13004604 京都大　工　工業化 国立 京都府
13004607 京都大　工　情報 国立 京都府
13004609 京都大　工　電気電子工 国立 京都府
13004611 京都大　工　物理工 国立 京都府
13004612 京都大　工　地球工 国立 京都府
13005501 京都大　医　医 国立 京都府
13005502 京都大　医　人間健康科学 国立 京都府
13006101 京都大　薬　薬科学 国立 京都府
13006103 京都大　薬　薬 国立 京都府
13007211 京都大　農　資源生物科学 国立 京都府
13007212 京都大　農　応用生命科学 国立 京都府
13007213 京都大　農　地域環境工 国立 京都府
13007214 京都大　農　食料・環境経 国立 京都府
13007215 京都大　農　森林科学 国立 京都府
13007216 京都大　農　食品生物科学 国立 京都府
13053081 京都教育大　教育　学校／教育学 国立 京都府
13053082 京都教育大　教育　学校／幼児教 国立 京都府
13053083 京都教育大　教育　学校／発達障 国立 京都府
13053084 京都教育大　教育　学校／国語 国立 京都府
13053084 京都教育大　教育　学校／国語 国立 京都府
13053085 京都教育大　教育　学校／社会 国立 京都府
13053085 京都教育大　教育　学校／社会 国立 京都府
13053086 京都教育大　教育　学校／英語 国立 京都府
13053086 京都教育大　教育　学校／英語 国立 京都府
13053087 京都教育大　教育　学校／数学 国立 京都府
13053087 京都教育大　教育　学校／数学 国立 京都府
13053088 京都教育大　教育　学校／理科 国立 京都府
13053088 京都教育大　教育　学校／理科 国立 京都府
13053089 京都教育大　教育　学校／技術 国立 京都府
13053090 京都教育大　教育　学校／家庭 国立 京都府
13053091 京都教育大　教育　学校／美術 国立 京都府
13053092 京都教育大　教育　学校／書道 国立 京都府
13053093 京都教育大　教育　学校／音楽 国立 京都府
13053094 京都教育大　教育　学校／体育 国立 京都府
13053094 京都教育大　教育　学校／体育 国立 京都府
13104919 京都工芸繊維大　工芸科学　生物／一般プ国立 京都府
13104919 京都工芸繊維大　工芸科学　生物／一般プ国立 京都府
13104920 京都工芸繊維大　工芸科学　化学／一般プ国立 京都府
13104920 京都工芸繊維大　工芸科学　化学／一般プ国立 京都府
13104921 京都工芸繊維大　工芸科学　電子／一般プ国立 京都府
13104921 京都工芸繊維大　工芸科学　電子／一般プ国立 京都府
13104922 京都工芸繊維大　工芸科学　情報／一般プ国立 京都府
13104922 京都工芸繊維大　工芸科学　情報／一般プ国立 京都府
13104923 京都工芸繊維大　工芸科学　機械／一般プ国立 京都府
13104923 京都工芸繊維大　工芸科学　機械／一般プ国立 京都府
13104924 京都工芸繊維大　工芸科学　経営／一般プ国立 京都府
13104924 京都工芸繊維大　工芸科学　経営／一般プ国立 京都府
13104925 京都工芸繊維大　工芸科学　建築／一般プ国立 京都府
13104925 京都工芸繊維大　工芸科学　建築／一般プ国立 京都府
13150101 大阪大　文　人文 国立 大阪府
13150802 大阪大　外国語　外国／中国語 国立 大阪府
13150803 大阪大　外国語　外国／朝鮮語 国立 大阪府
13150804 大阪大　外国語　外国／モンゴ 国立 大阪府
13150805 大阪大　外国語　外国／インド 国立 大阪府
13150806 大阪大　外国語　外国／フィリ 国立 大阪府



13150807 大阪大　外国語　外国／タイ語 国立 大阪府
13150808 大阪大　外国語　外国／ベトナ 国立 大阪府
13150809 大阪大　外国語　外国／ビルマ 国立 大阪府
13150810 大阪大　外国語　外国／ヒンデ 国立 大阪府
13150811 大阪大　外国語　外国／ウルド 国立 大阪府
13150812 大阪大　外国語　外国／アラビ 国立 大阪府
13150813 大阪大　外国語　外国／ペルシ 国立 大阪府
13150814 大阪大　外国語　外国／トルコ 国立 大阪府
13150815 大阪大　外国語　外国／スワヒ 国立 大阪府
13150816 大阪大　外国語　外国／ロシア 国立 大阪府
13150817 大阪大　外国語　外国／ハンガ 国立 大阪府
13150818 大阪大　外国語　外国／デンマ 国立 大阪府
13150819 大阪大　外国語　外国／スウェ 国立 大阪府
13150820 大阪大　外国語　外国／ドイツ 国立 大阪府
13150821 大阪大　外国語　外国／英語 国立 大阪府
13150822 大阪大　外国語　外国／フラン 国立 大阪府
13150823 大阪大　外国語　外国／イタリ 国立 大阪府
13150824 大阪大　外国語　外国／スペイ 国立 大阪府
13150825 大阪大　外国語　外国／ポルト 国立 大阪府
13150826 大阪大　外国語　外国／日本語 国立 大阪府
13151201 大阪大　法　法 国立 大阪府
13151202 大阪大　法　国際公共政策 国立 大阪府
13151803 大阪大　経済　経済・経営 国立 大阪府
13153701 大阪大　人間科学　人間科学 国立 大阪府
13154201 大阪大　理　化学 国立 大阪府
13154203 大阪大　理　数学 国立 大阪府
13154205 大阪大　理　物理 国立 大阪府
13154206 大阪大　理　生物／生物科 国立 大阪府
13154207 大阪大　理　生物／生命理 国立 大阪府
13154602 大阪大　工　応用自然科学 国立 大阪府
13154615 大阪大　工　応用理工 国立 大阪府
13154616 大阪大　工　地球総合工 国立 大阪府
13154617 大阪大　工　電子情報工 国立 大阪府
13154618 大阪大　工　環境・エネル 国立 大阪府
13154705 大阪大　基礎工　情報科学 国立 大阪府
13154709 大阪大　基礎工　化学応用科学 国立 大阪府
13154710 大阪大　基礎工　システム科学 国立 大阪府
13154711 大阪大　基礎工　電子物理科学 国立 大阪府
13155501 大阪大　医　医 国立 大阪府
13155502 大阪大　医　保健／看護学 国立 大阪府
13155503 大阪大　医　保健／検査技 国立 大阪府
13155504 大阪大　医　保健／放射線 国立 大阪府
13155801 大阪大　歯　歯 国立 大阪府
13156103 大阪大　薬　薬 国立 大阪府
13156104 大阪大　薬　薬科学 国立 大阪府
13253004 大阪教育大　教育　学校／小学校 国立 大阪府
13253005 大阪教育大　教育　学校／小国語 国立 大阪府
13253005 大阪教育大　教育　学校／小国語 国立 大阪府
13253006 大阪教育大　教育　学校／小英語 国立 大阪府
13253009 大阪教育大　教育　学校／小社会 国立 大阪府
13253010 大阪教育大　教育　学校／小数学 国立 大阪府
13253010 大阪教育大　教育　学校／小数学 国立 大阪府
13253011 大阪教育大　教育　学校／小理科 国立 大阪府
13253011 大阪教育大　教育　学校／小理科 国立 大阪府
13253012 大阪教育大　教育　学校／小家政 国立 大阪府
13253013 大阪教育大　教育　学校／小保体 国立 大阪府
13253013 大阪教育大　教育　学校／小保体 国立 大阪府
13253014 大阪教育大　教育　学校／小音楽 国立 大阪府



13253015 大阪教育大　教育　学校／小美書 国立 大阪府
13253015 大阪教育大　教育　学校／小美書 国立 大阪府
13253015 大阪教育大　教育　学校／小美書 国立 大阪府
13253015 大阪教育大　教育　学校／小美書 国立 大阪府
13253016 大阪教育大　教育　学校／中国語 国立 大阪府
13253017 大阪教育大　教育　学校／中英語 国立 大阪府
13253021 大阪教育大　教育　学校／特別支 国立 大阪府
13253021 大阪教育大　教育　学校／特別支 国立 大阪府
13253022 大阪教育大　教育　学校／中社会 国立 大阪府
13253023 大阪教育大　教育　学校／中数学 国立 大阪府
13253023 大阪教育大　教育　学校／中数学 国立 大阪府
13253024 大阪教育大　教育　学校／中理科 国立 大阪府
13253024 大阪教育大　教育　学校／中理科 国立 大阪府
13253025 大阪教育大　教育　学校／中技術 国立 大阪府
13253026 大阪教育大　教育　学校／中家政 国立 大阪府
13253027 大阪教育大　教育　学校／中保体 国立 大阪府
13253028 大阪教育大　教育　学校／中音楽 国立 大阪府
13253029 大阪教育大　教育　学校／中美書 国立 大阪府
13253029 大阪教育大　教育　学校／中美書 国立 大阪府
13253030 大阪教育大　教育　教育／英語コ 国立 大阪府
13253031 大阪教育大　教育　教育／多文化 国立 大阪府
13253032 大阪教育大　教育　教育／音楽表 国立 大阪府
13253032 大阪教育大　教育　教育／音楽表 国立 大阪府
13253033 大阪教育大　教育　教育／美術表 国立 大阪府
13253033 大阪教育大　教育　教育／美術表 国立 大阪府
13253035 大阪教育大　教育　教育／教育心 国立 大阪府
13253035 大阪教育大　教育　教育／教育心 国立 大阪府
13253038 大阪教育大　教育　教育／健康安 国立 大阪府
13253038 大阪教育大　教育　教育／健康安 国立 大阪府
13253040 大阪教育大　教育　教育／スポー 国立 大阪府
13253040 大阪教育大　教育　教育／スポー 国立 大阪府
13253043 大阪教育大　教育　養護教諭 国立 大阪府
13253043 大阪教育大　教育　養護教諭 国立 大阪府
13253045 大阪教育大　教育　教育／数理情 国立 大阪府
13253045 大阪教育大　教育　教育／数理情 国立 大阪府
13253046 大阪教育大　教育　教育／自然科 国立 大阪府
13253046 大阪教育大　教育　教育／自然科 国立 大阪府
13253098 大阪教育大　教育　初等／幼児教 国立 大阪府
13253099 大阪教育大　教育　初等／小学校 国立 大阪府
13253099 大阪教育大　教育　初等／小学校 国立 大阪府
13253101 大阪教育大　教育夜　初等教育 国立 大阪府
13253101 大阪教育大　教育夜　初等教育 国立 大阪府
13300104 神戸大　文　人文 国立 兵庫県
13300104 神戸大　文　人文 国立 兵庫県
13301201 神戸大　法　法律 国立 兵庫県
13301201 神戸大　法　法律 国立 兵庫県
13301801 神戸大　経済　経済 国立 兵庫県
13301902 神戸大　経営　経営 国立 兵庫県
13303401 神戸大　国際人間　グローバル文 国立 兵庫県
13303401 神戸大　国際人間　グローバル文 国立 兵庫県
13303402 神戸大　国際人間　発達コミュニ 国立 兵庫県
13303402 神戸大　国際人間　発達コミュニ 国立 兵庫県
13303403 神戸大　国際人間　子ども教育 国立 兵庫県
13303403 神戸大　国際人間　子ども教育 国立 兵庫県
13303404 神戸大　国際人間　環境共生 国立 兵庫県
13303404 神戸大　国際人間　環境共生 国立 兵庫県
13303404 神戸大　国際人間　環境共生 国立 兵庫県
13303404 神戸大　国際人間　環境共生 国立 兵庫県



13304201 神戸大　理　化学 国立 兵庫県
13304201 神戸大　理　化学 国立 兵庫県
13304202 神戸大　理　数学 国立 兵庫県
13304202 神戸大　理　数学 国立 兵庫県
13304203 神戸大　理　生物 国立 兵庫県
13304203 神戸大　理　生物 国立 兵庫県
13304204 神戸大　理　惑星 国立 兵庫県
13304204 神戸大　理　惑星 国立 兵庫県
13304205 神戸大　理　物理 国立 兵庫県
13304205 神戸大　理　物理 国立 兵庫県
13304601 神戸大　工　応用化 国立 兵庫県
13304601 神戸大　工　応用化 国立 兵庫県
13304602 神戸大　工　機械工 国立 兵庫県
13304602 神戸大　工　機械工 国立 兵庫県
13304604 神戸大　工　情報知能工 国立 兵庫県
13304604 神戸大　工　情報知能工 国立 兵庫県
13304605 神戸大　工　電気電子工 国立 兵庫県
13304605 神戸大　工　電気電子工 国立 兵庫県
13304606 神戸大　工　建築 国立 兵庫県
13304606 神戸大　工　建築 国立 兵庫県
13304607 神戸大　工　市民工 国立 兵庫県
13304607 神戸大　工　市民工 国立 兵庫県
13304700 神戸大　海事科学　 国立 兵庫県
13304700 神戸大　海事科学　 国立 兵庫県
13305501 神戸大　医　医 国立 兵庫県
13305503 神戸大　医　保健／看護学 国立 兵庫県
13305503 神戸大　医　保健／看護学 国立 兵庫県
13305504 神戸大　医　保健／検査技 国立 兵庫県
13305504 神戸大　医　保健／検査技 国立 兵庫県
13305505 神戸大　医　保健／作業療 国立 兵庫県
13305505 神戸大　医　保健／作業療 国立 兵庫県
13305506 神戸大　医　保健／理学療 国立 兵庫県
13305506 神戸大　医　保健／理学療 国立 兵庫県
13307206 神戸大　農　食料／生産環 国立 兵庫県
13307206 神戸大　農　食料／生産環 国立 兵庫県
13307207 神戸大　農　食料／食料環 国立 兵庫県
13307207 神戸大　農　食料／食料環 国立 兵庫県
13307208 神戸大　農　資源／応用動 国立 兵庫県
13307208 神戸大　農　資源／応用動 国立 兵庫県
13307209 神戸大　農　資源／応用植 国立 兵庫県
13307209 神戸大　農　資源／応用植 国立 兵庫県
13307210 神戸大　農　生命／応用生 国立 兵庫県
13307210 神戸大　農　生命／応用生 国立 兵庫県
13307211 神戸大　農　生命／環境生 国立 兵庫県
13307211 神戸大　農　生命／環境生 国立 兵庫県
13403101 兵庫教育大　学校教育　初等教育 国立 兵庫県
13403101 兵庫教育大　学校教育　初等教育 国立 兵庫県
13453068 奈良教育大　教育　学校／教育学 国立 奈良県
13453068 奈良教育大　教育　学校／教育学 国立 奈良県
13453069 奈良教育大　教育　学校／心理学 国立 奈良県
13453069 奈良教育大　教育　学校／心理学 国立 奈良県
13453070 奈良教育大　教育　学校／幼年教 国立 奈良県
13453070 奈良教育大　教育　学校／幼年教 国立 奈良県
13453071 奈良教育大　教育　学校／特別支 国立 奈良県
13453071 奈良教育大　教育　学校／特別支 国立 奈良県
13453072 奈良教育大　教育　学校／国語初 国立 奈良県
13453072 奈良教育大　教育　学校／国語初 国立 奈良県
13453073 奈良教育大　教育　学校／国語中 国立 奈良県



13453073 奈良教育大　教育　学校／国語中 国立 奈良県
13453074 奈良教育大　教育　学校／社会初 国立 奈良県
13453074 奈良教育大　教育　学校／社会初 国立 奈良県
13453075 奈良教育大　教育　学校／社会中 国立 奈良県
13453075 奈良教育大　教育　学校／社会中 国立 奈良県
13453076 奈良教育大　教育　学校／数学初 国立 奈良県
13453076 奈良教育大　教育　学校／数学初 国立 奈良県
13453077 奈良教育大　教育　学校／数学中 国立 奈良県
13453077 奈良教育大　教育　学校／数学中 国立 奈良県
13453078 奈良教育大　教育　学校／理科初 国立 奈良県
13453078 奈良教育大　教育　学校／理科初 国立 奈良県
13453079 奈良教育大　教育　学校／理科中 国立 奈良県
13453079 奈良教育大　教育　学校／理科中 国立 奈良県
13453080 奈良教育大　教育　学校／音楽初 国立 奈良県
13453080 奈良教育大　教育　学校／音楽初 国立 奈良県
13453081 奈良教育大　教育　学校／音楽中 国立 奈良県
13453081 奈良教育大　教育　学校／音楽中 国立 奈良県
13453082 奈良教育大　教育　学校／美術初 国立 奈良県
13453082 奈良教育大　教育　学校／美術初 国立 奈良県
13453083 奈良教育大　教育　学校／美術中 国立 奈良県
13453083 奈良教育大　教育　学校／美術中 国立 奈良県
13453084 奈良教育大　教育　学校／保体初 国立 奈良県
13453084 奈良教育大　教育　学校／保体初 国立 奈良県
13453085 奈良教育大　教育　学校／保体中 国立 奈良県
13453085 奈良教育大　教育　学校／保体中 国立 奈良県
13453086 奈良教育大　教育　学校／家庭初 国立 奈良県
13453086 奈良教育大　教育　学校／家庭初 国立 奈良県
13453087 奈良教育大　教育　学校／家庭中 国立 奈良県
13453087 奈良教育大　教育　学校／家庭中 国立 奈良県
13453088 奈良教育大　教育　学校／技術中 国立 奈良県
13453088 奈良教育大　教育　学校／技術中 国立 奈良県
13453089 奈良教育大　教育　学校／英語中 国立 奈良県
13453089 奈良教育大　教育　学校／英語中 国立 奈良県
13453090 奈良教育大　教育　学校／書道教 国立 奈良県
13453090 奈良教育大　教育　学校／書道教 国立 奈良県
13453091 奈良教育大　教育　学校／文化遺 国立 奈良県
13453091 奈良教育大　教育　学校／文化遺 国立 奈良県
13500100 奈良女子大　文　 国立 奈良県
13500100 奈良女子大　文　 国立 奈良県
13504206 奈良女子大　理　数物科学 国立 奈良県
13504206 奈良女子大　理　数物科学 国立 奈良県
13504208 奈良女子大　理　化学／化学 国立 奈良県
13504208 奈良女子大　理　化学／化学 国立 奈良県
13504209 奈良女子大　理　化学／生物科 国立 奈良県
13504209 奈良女子大　理　化学／生物科 国立 奈良県
13504210 奈良女子大　理　化学／環境科 国立 奈良県
13504210 奈良女子大　理　化学／環境科 国立 奈良県
13507907 奈良女子大　生活環境　食物栄養 国立 奈良県
13507907 奈良女子大　生活環境　食物栄養 国立 奈良県
13507909 奈良女子大　生活環境　住環境 国立 奈良県
13507909 奈良女子大　生活環境　住環境 国立 奈良県
13507910 奈良女子大　生活環境　生活文化 国立 奈良県
13507910 奈良女子大　生活環境　生活文化 国立 奈良県
13507913 奈良女子大　生活環境　心身健康 国立 奈良県
13507913 奈良女子大　生活環境　心身健康 国立 奈良県
13507914 奈良女子大　生活環境　情報衣環境 国立 奈良県
13507915 奈良女子大　生活環境　情報／衣環境 国立 奈良県
13507916 奈良女子大　生活環境　情報／生活情 国立 奈良県



13551806 和歌山大　経済　経済 国立 和歌山県
13551806 和歌山大　経済　経済 国立 和歌山県
13552701 和歌山大　観光　観光 国立 和歌山県
13552701 和歌山大　観光　観光 国立 和歌山県
13553050 和歌山大　教育　学校／文科系 国立 和歌山県
13553050 和歌山大　教育　学校／文科系 国立 和歌山県
13553051 和歌山大　教育　学校／理科系 国立 和歌山県
13553051 和歌山大　教育　学校／理科系 国立 和歌山県
13553052 和歌山大　教育　学校／音・美 国立 和歌山県
13553053 和歌山大　教育　学校／保健体 国立 和歌山県
13554706 和歌山大　シス工　システム工 国立 和歌山県
13554706 和歌山大　シス工　システム工 国立 和歌山県
13602706 鳥取大　地域　地域／地域創 国立 鳥取県
13602706 鳥取大　地域　地域／地域創 国立 鳥取県
13602707 鳥取大　地域　地域／人間形 国立 鳥取県
13602707 鳥取大　地域　地域／人間形 国立 鳥取県
13602708 鳥取大　地域　地域／国際地 国立 鳥取県
13602708 鳥取大　地域　地域／国際地 国立 鳥取県
13604609 鳥取大　工　機械物理系 国立 鳥取県
13604609 鳥取大　工　機械物理系 国立 鳥取県
13604610 鳥取大　工　電気情報系 国立 鳥取県
13604610 鳥取大　工　電気情報系 国立 鳥取県
13604611 鳥取大　工　化学バイオ系 国立 鳥取県
13604611 鳥取大　工　化学バイオ系 国立 鳥取県
13604612 鳥取大　工　社会システム 国立 鳥取県
13604612 鳥取大　工　社会システム 国立 鳥取県
13605501 鳥取大　医　医 国立 鳥取県
13605501 鳥取大　医　医 国立 鳥取県
13605501 鳥取大　医　医 国立 鳥取県
13605501 鳥取大　医　医 国立 鳥取県
13605501 鳥取大　医　医 国立 鳥取県
13605501 鳥取大　医　医 国立 鳥取県
13605502 鳥取大　医　生命科学 国立 鳥取県
13605502 鳥取大　医　生命科学 国立 鳥取県
13605504 鳥取大　医　保健／看護学 国立 鳥取県
13605504 鳥取大　医　保健／看護学 国立 鳥取県
13605504 鳥取大　医　保健／看護学 国立 鳥取県
13605505 鳥取大　医　保健／検査技 国立 鳥取県
13605505 鳥取大　医　保健／検査技 国立 鳥取県
13607203 鳥取大　農　共同獣医 国立 鳥取県
13607204 鳥取大　農　生命環境農 国立 鳥取県
13607204 鳥取大　農　生命環境農 国立 鳥取県
13650304 島根大　法文　言語文化 国立 島根県
13650304 島根大　法文　言語文化 国立 島根県
13650305 島根大　法文　法経 国立 島根県
13650305 島根大　法文　法経 国立 島根県
13650306 島根大　法文　社会文化 国立 島根県
13650306 島根大　法文　社会文化 国立 島根県
13653053 島根大　教育　学校教育Ⅰ類 国立 島根県
13653053 島根大　教育　学校教育Ⅰ類 国立 島根県
13653054 島根大　教育　学校／音楽 国立 島根県
13653055 島根大　教育　学校／美術 国立 島根県
13653056 島根大　教育　学校／健康ス 国立 島根県
13653701 島根大　人間科学　人間科学 国立 島根県
13653701 島根大　人間科学　人間科学 国立 島根県
13654701 島根大　総合理工　物質科学 国立 島根県
13654701 島根大　総合理工　物質科学 国立 島根県
13654701 島根大　総合理工　物質科学 国立 島根県



13654701 島根大　総合理工　物質科学 国立 島根県
13654702 島根大　総合理工　地球資源環境 国立 島根県
13654702 島根大　総合理工　地球資源環境 国立 島根県
13654704 島根大　総合理工　建築・生産設 国立 島根県
13654704 島根大　総合理工　建築・生産設 国立 島根県
13654705 島根大　総合理工　機械・電気電 国立 島根県
13654705 島根大　総合理工　機械・電気電 国立 島根県
13654706 島根大　総合理工　数理／数理系 国立 島根県
13654706 島根大　総合理工　数理／数理系 国立 島根県
13654707 島根大　総合理工　数理／情報系 国立 島根県
13654707 島根大　総合理工　数理／情報系 国立 島根県
13655501 島根大　医　医 国立 島根県
13655501 島根大　医　医 国立 島根県
13655502 島根大　医　看護 国立 島根県
13655502 島根大　医　看護 国立 島根県
13657401 島根大　生物資源　生物科学 国立 島根県
13657401 島根大　生物資源　生物科学 国立 島根県
13657403 島根大　生物資源　生命工 国立 島根県
13657403 島根大　生物資源　生命工 国立 島根県
13657406 島根大　生物資源　農林生産 国立 島根県
13657406 島根大　生物資源　農林生産 国立 島根県
13657407 島根大　生物資源　地域環境科学 国立 島根県
13657407 島根大　生物資源　地域環境科学 国立 島根県
13750105 岡山大　文　人文 国立 岡山県
13750105 岡山大　文　人文 国立 岡山県
13751201 岡山大　法　法 国立 岡山県
13751201 岡山大　法　法 国立 岡山県
13751701 岡山大　法夜　法 国立 岡山県
13751701 岡山大　法夜　法 国立 岡山県
13751801 岡山大　経済　経済 国立 岡山県
13751801 岡山大　経済　経済 国立 岡山県
13752401 岡山大　経済夜　経済 国立 岡山県
13752401 岡山大　経済夜　経済 国立 岡山県
13753017 岡山大　教育　養護教諭 国立 岡山県
13753021 岡山大　教育　学校／小学校 国立 岡山県
13753022 岡山大　教育　学校／中学校 国立 岡山県
13753022 岡山大　教育　学校／中学校 国立 岡山県
13753022 岡山大　教育　学校／中学校 国立 岡山県
13753023 岡山大　教育　学校／特別支 国立 岡山県
13753024 岡山大　教育　学校／幼児教 国立 岡山県
13754201 岡山大　理　化学 国立 岡山県
13754201 岡山大　理　化学 国立 岡山県
13754202 岡山大　理　数学 国立 岡山県
13754202 岡山大　理　数学 国立 岡山県
13754203 岡山大　理　生物 国立 岡山県
13754203 岡山大　理　生物 国立 岡山県
13754204 岡山大　理　地球科学 国立 岡山県
13754204 岡山大　理　地球科学 国立 岡山県
13754205 岡山大　理　物理 国立 岡山県
13754205 岡山大　理　物理 国立 岡山県
13754611 岡山大　工　機械システム 国立 岡山県
13754611 岡山大　工　機械システム 国立 岡山県
13754612 岡山大　工　電気通信系 国立 岡山県
13754612 岡山大　工　電気通信系 国立 岡山県
13754613 岡山大　工　情報系 国立 岡山県
13754613 岡山大　工　情報系 国立 岡山県
13754614 岡山大　工　化学生命系 国立 岡山県
13754614 岡山大　工　化学生命系 国立 岡山県



13754701 岡山大　環境理工　環境管理工 国立 岡山県
13754701 岡山大　環境理工　環境管理工 国立 岡山県
13754702 岡山大　環境理工　環境数理 国立 岡山県
13754703 岡山大　環境理工　環境デザイン 国立 岡山県
13754703 岡山大　環境理工　環境デザイン 国立 岡山県
13754704 岡山大　環境理工　環境物質工 国立 岡山県
13755501 岡山大　医　医 国立 岡山県
13755503 岡山大　医　保健／看護学 国立 岡山県
13755503 岡山大　医　保健／看護学 国立 岡山県
13755504 岡山大　医　保健／放射線 国立 岡山県
13755504 岡山大　医　保健／放射線 国立 岡山県
13755505 岡山大　医　保健／検査技 国立 岡山県
13755505 岡山大　医　保健／検査技 国立 岡山県
13755801 岡山大　歯　歯 国立 岡山県
13755801 岡山大　歯　歯 国立 岡山県
13756101 岡山大　薬　創薬科学 国立 岡山県
13756101 岡山大　薬　創薬科学 国立 岡山県
13756103 岡山大　薬　薬 国立 岡山県
13756103 岡山大　薬　薬 国立 岡山県
13757201 岡山大　農　総合農業科学 国立 岡山県
13757201 岡山大　農　総合農業科学 国立 岡山県
13800116 広島大　文　人文 国立 広島県
13800116 広島大　文　人文 国立 広島県
13801201 広島大　法　法 国立 広島県
13801201 広島大　法　法 国立 広島県
13801701 広島大　法夜　法 国立 広島県
13801701 広島大　法夜　法 国立 広島県
13801801 広島大　経済　経済 国立 広島県
13801801 広島大　経済　経済 国立 広島県
13802401 広島大　経済夜　経済 国立 広島県
13802401 広島大　経済夜　経済 国立 広島県
13803020 広島大　教育　学校／初等教 国立 広島県
13803020 広島大　教育　学校／初等教 国立 広島県
13803021 広島大　教育　学校／特別支 国立 広島県
13803021 広島大　教育　学校／特別支 国立 広島県
13803022 広島大　教育　科学／自然系 国立 広島県
13803022 広島大　教育　科学／自然系 国立 広島県
13803023 広島大　教育　科学／数理系 国立 広島県
13803023 広島大　教育　科学／数理系 国立 広島県
13803024 広島大　教育　科学／技術情 国立 広島県
13803024 広島大　教育　科学／技術情 国立 広島県
13803025 広島大　教育　科学／社会系 国立 広島県
13803025 広島大　教育　科学／社会系 国立 広島県
13803026 広島大　教育　言語／国語文 国立 広島県
13803027 広島大　教育　言語／英語文 国立 広島県
13803028 広島大　教育　言語／日本語 国立 広島県
13803029 広島大　教育　生涯／健康ス 国立 広島県
13803029 広島大　教育　生涯／健康ス 国立 広島県
13803030 広島大　教育　生涯／人間生 国立 広島県
13803030 広島大　教育　生涯／人間生 国立 広島県
13803031 広島大　教育　生涯／音楽文 国立 広島県
13803031 広島大　教育　生涯／音楽文 国立 広島県
13803032 広島大　教育　生涯／造形芸 国立 広島県
13803032 広島大　教育　生涯／造形芸 国立 広島県
13803033 広島大　教育　人間／教育学 国立 広島県
13803033 広島大　教育　人間／教育学 国立 広島県
13803034 広島大　教育　人間／心理学 国立 広島県
13803034 広島大　教育　人間／心理学 国立 広島県



13803701 広島大　総合科学　総合科学 国立 広島県
13803701 広島大　総合科学　総合科学 国立 広島県
13803701 広島大　総合科学　総合科学 国立 広島県
13803701 広島大　総合科学　総合科学 国立 広島県
13804201 広島大　理　化学 国立 広島県
13804201 広島大　理　化学 国立 広島県
13804202 広島大　理　数学 国立 広島県
13804202 広島大　理　数学 国立 広島県
13804203 広島大　理　生物科学 国立 広島県
13804204 広島大　理　地球惑星シス 国立 広島県
13804204 広島大　理　地球惑星シス 国立 広島県
13804207 広島大　理　物理 国立 広島県
13804207 広島大　理　物理 国立 広島県
13804601 広島大　工　機械シス工系 国立 広島県
13804601 広島大　工　機械シス工系 国立 広島県
13804602 広島大　工　化学バイオ系 国立 広島県
13804602 広島大　工　化学バイオ系 国立 広島県
13804603 広島大　工　電気・電子系 国立 広島県
13804603 広島大　工　電気・電子系 国立 広島県
13804604 広島大　工　建設・環境系 国立 広島県
13804604 広島大　工　建設・環境系 国立 広島県
13805501 広島大　医　医 国立 広島県
13805501 広島大　医　医 国立 広島県
13805503 広島大　医　保健／看護学 国立 広島県
13805503 広島大　医　保健／看護学 国立 広島県
13805504 広島大　医　保健／作業療 国立 広島県
13805504 広島大　医　保健／作業療 国立 広島県
13805505 広島大　医　保健／理学療 国立 広島県
13805505 広島大　医　保健／理学療 国立 広島県
13805801 広島大　歯　歯 国立 広島県
13805801 広島大　歯　歯 国立 広島県
13805802 広島大　歯　口腔／口腔保 国立 広島県
13805803 広島大　歯　口腔／口腔工 国立 広島県
13805803 広島大　歯　口腔／口腔工 国立 広島県
13806101 広島大　薬　薬 国立 広島県
13806102 広島大　薬　薬科学 国立 広島県
13807401 広島大　生物生産　生物生産 国立 広島県
13807401 広島大　生物生産　生物生産 国立 広島県
13850203 山口大　人文　人文 国立 山口県
13850203 山口大　人文　人文 国立 山口県
13851800 山口大　経済　 国立 山口県
13851800 山口大　経済　 国立 山口県
13853024 山口大　教育　学校／国語 国立 山口県
13853025 山口大　教育　学校／社会科 国立 山口県
13853026 山口大　教育　学校／数学 国立 山口県
13853027 山口大　教育　学校／理科 国立 山口県
13853028 山口大　教育　学校／音楽 国立 山口県
13853029 山口大　教育　学校／美術 国立 山口県
13853030 山口大　教育　学校／保健体 国立 山口県
13853031 山口大　教育　学校／技術 国立 山口県
13853032 山口大　教育　学校／家政 国立 山口県
13853033 山口大　教育　学校／英語 国立 山口県
13853034 山口大　教育　学校／幼児教 国立 山口県
13853035 山口大　教育　学校／特別支 国立 山口県
13853045 山口大　教育　学校／小学総 国立 山口県
13853046 山口大　教育　学校／教育学 国立 山口県
13853047 山口大　教育　学校／心理学 国立 山口県
13853048 山口大　教育　学校／国際理 国立 山口県



13853049 山口大　教育　学校／情報教 国立 山口県
13853701 山口大　国際総合　国際総合科学 国立 山口県
13853701 山口大　国際総合　国際総合科学 国立 山口県
13854202 山口大　理　数理科学 国立 山口県
13854202 山口大　理　数理科学 国立 山口県
13854203 山口大　理　物理・情報科 国立 山口県
13854203 山口大　理　物理・情報科 国立 山口県
13854204 山口大　理　生物・化 国立 山口県
13854204 山口大　理　生物・化 国立 山口県
13854206 山口大　理　地球圏システ 国立 山口県
13854206 山口大　理　地球圏システ 国立 山口県
13854601 山口大　工　応用化 国立 山口県
13854601 山口大　工　応用化 国立 山口県
13854602 山口大　工　機械工 国立 山口県
13854602 山口大　工　機械工 国立 山口県
13854604 山口大　工　社会建設工 国立 山口県
13854604 山口大　工　社会建設工 国立 山口県
13854605 山口大　工　知能情報工 国立 山口県
13854605 山口大　工　知能情報工 国立 山口県
13854606 山口大　工　電気電子工 国立 山口県
13854606 山口大　工　電気電子工 国立 山口県
13854607 山口大　工　感性デザイン 国立 山口県
13854607 山口大　工　感性デザイン 国立 山口県
13854608 山口大　工　循環環境工 国立 山口県
13854608 山口大　工　循環環境工 国立 山口県
13855501 山口大　医　医 国立 山口県
13855501 山口大　医　医 国立 山口県
13855503 山口大　医　保健／看護学 国立 山口県
13855503 山口大　医　保健／看護学 国立 山口県
13855504 山口大　医　保健／検査技 国立 山口県
13855504 山口大　医　保健／検査技 国立 山口県
13857203 山口大　農　生物資源環境 国立 山口県
13857203 山口大　農　生物資源環境 国立 山口県
13857204 山口大　農　生物機能科学 国立 山口県
13857204 山口大　農　生物機能科学 国立 山口県
13857401 山口大　共同獣医　獣医 国立 山口県
13857401 山口大　共同獣医　獣医 国立 山口県
13903706 徳島大　総合科学　社会総合科学 国立 徳島県
13903706 徳島大　総合科学　社会総合科学 国立 徳島県
13904702 徳島大　理工　理工／社会基 国立 徳島県
13904702 徳島大　理工　理工／社会基 国立 徳島県
13904703 徳島大　理工　理工／機械科 国立 徳島県
13904703 徳島大　理工　理工／機械科 国立 徳島県
13904704 徳島大　理工　理工／応用化 国立 徳島県
13904704 徳島大　理工　理工／応用化 国立 徳島県
13904705 徳島大　理工　理工／電気電 国立 徳島県
13904705 徳島大　理工　理工／電気電 国立 徳島県
13904706 徳島大　理工　理工／情報光 国立 徳島県
13904706 徳島大　理工　理工／情報光 国立 徳島県
13904707 徳島大　理工　理工／応用理 国立 徳島県
13904707 徳島大　理工　理工／応用理 国立 徳島県
13905302 徳島大　理工夜　理工／社会基 国立 徳島県
13905303 徳島大　理工夜　理工／機械科 国立 徳島県
13905304 徳島大　理工夜　理工／応用化 国立 徳島県
13905305 徳島大　理工夜　理工／電気電 国立 徳島県
13905306 徳島大　理工夜　理工／情報光 国立 徳島県
13905307 徳島大　理工夜　理工／応用理 国立 徳島県
13905501 徳島大　医　医 国立 徳島県



13905504 徳島大　医　保健／看護学 国立 徳島県
13905504 徳島大　医　保健／看護学 国立 徳島県
13905505 徳島大　医　保健／放射線 国立 徳島県
13905505 徳島大　医　保健／放射線 国立 徳島県
13905506 徳島大　医　保健／検査技 国立 徳島県
13905507 徳島大　医　医科栄養 国立 徳島県
13905507 徳島大　医　医科栄養 国立 徳島県
13905801 徳島大　歯　歯 国立 徳島県
13905801 徳島大　歯　歯 国立 徳島県
13905802 徳島大　歯　口腔保健 国立 徳島県
13905802 徳島大　歯　口腔保健 国立 徳島県
13906100 徳島大　薬　 国立 徳島県
13906100 徳島大　薬　 国立 徳島県
13907401 徳島大　生物資源　生物資源産業 国立 徳島県
13907401 徳島大　生物資源　生物資源産業 国立 徳島県
13953112 鳴門教育大　学校教育　学校／幼児教 国立 徳島県
13953112 鳴門教育大　学校教育　学校／幼児教 国立 徳島県
13953113 鳴門教育大　学校教育　学校／小学校 国立 徳島県
13953113 鳴門教育大　学校教育　学校／小学校 国立 徳島県
13953114 鳴門教育大　学校教育　学校／特別支 国立 徳島県
13953137 鳴門教育大　学校教育　学校／国語 国立 徳島県
13953137 鳴門教育大　学校教育　学校／国語 国立 徳島県
13953138 鳴門教育大　学校教育　学校／英語 国立 徳島県
13953138 鳴門教育大　学校教育　学校／英語 国立 徳島県
13953139 鳴門教育大　学校教育　学校／社会 国立 徳島県
13953139 鳴門教育大　学校教育　学校／社会 国立 徳島県
13953140 鳴門教育大　学校教育　学校／算・数 国立 徳島県
13953140 鳴門教育大　学校教育　学校／算・数 国立 徳島県
13953141 鳴門教育大　学校教育　学校／理科 国立 徳島県
13953141 鳴門教育大　学校教育　学校／理科 国立 徳島県
13953142 鳴門教育大　学校教育　学校／音楽 国立 徳島県
13953143 鳴門教育大　学校教育　学校／図・美 国立 徳島県
13953144 鳴門教育大　学校教育　学校／体・保 国立 徳島県
13953145 鳴門教育大　学校教育　学校／技術 国立 徳島県
13953146 鳴門教育大　学校教育　学校／家庭 国立 徳島県
14001201 香川大　法　法 国立 香川県
14001201 香川大　法　法 国立 香川県
14001801 香川大　経済　経済 国立 香川県
14001801 香川大　経済　経済 国立 香川県
14001805 香川大　経済　地域社会シス 国立 香川県
14001805 香川大　経済　地域社会シス 国立 香川県
14001806 香川大　経済　経営システム 国立 香川県
14001806 香川大　経済　経営システム 国立 香川県
14003039 香川大　教育　人間発達環境 国立 香川県
14003039 香川大　教育　人間発達環境 国立 香川県
14003047 香川大　教育　学校／幼児教 国立 香川県
14003047 香川大　教育　学校／幼児教 国立 香川県
14003048 香川大　教育　学校／小学校 国立 香川県
14003048 香川大　教育　学校／小学校 国立 香川県
14003049 香川大　教育　学校／中学校 国立 香川県
14003049 香川大　教育　学校／中学校 国立 香川県
14003049 香川大　教育　学校／中学校 国立 香川県
14003049 香川大　教育　学校／中学校 国立 香川県
14004601 香川大　工　安全システム 国立 香川県
14004601 香川大　工　安全システム 国立 香川県
14004602 香川大　工　電子・情報工 国立 香川県
14004602 香川大　工　電子・情報工 国立 香川県
14004603 香川大　工　知能機械シス 国立 香川県



14004603 香川大　工　知能機械シス 国立 香川県
14004604 香川大　工　材料創造工 国立 香川県
14004604 香川大　工　材料創造工 国立 香川県
14005501 香川大　医　医 国立 香川県
14005501 香川大　医　医 国立 香川県
14005501 香川大　医　医 国立 香川県
14005502 香川大　医　看護 国立 香川県
14007207 香川大　農　応用生物科学 国立 香川県
14007207 香川大　農　応用生物科学 国立 香川県
14100308 愛媛大　法文　人文社会 国立 愛媛県
14100308 愛媛大　法文　人文社会 国立 愛媛県
14100705 愛媛大　法文夜　人文社会 国立 愛媛県
14100705 愛媛大　法文夜　人文社会 国立 愛媛県
14103016 愛媛大　教育　特別支援教育 国立 愛媛県
14103054 愛媛大　教育　学校／幼年教 国立 愛媛県
14103055 愛媛大　教育　学校／小学校 国立 愛媛県
14103055 愛媛大　教育　学校／小学校 国立 愛媛県
14103058 愛媛大　教育　学校／音楽 国立 愛媛県
14103059 愛媛大　教育　学校／美術 国立 愛媛県
14103060 愛媛大　教育　学校／保健体 国立 愛媛県
14103061 愛媛大　教育　学校／家政 国立 愛媛県
14103062 愛媛大　教育　学校／国語 国立 愛媛県
14103063 愛媛大　教育　学校／社会 国立 愛媛県
14103064 愛媛大　教育　学校／英語 国立 愛媛県
14103065 愛媛大　教育　学校／数学 国立 愛媛県
14103066 愛媛大　教育　学校／理科 国立 愛媛県
14103067 愛媛大　教育　学校／技術 国立 愛媛県
14103701 愛媛大　社会共創　産業マネジメ 国立 愛媛県
14103702 愛媛大　社会共創　産業イノベー 国立 愛媛県
14103703 愛媛大　社会共創　環境デザイン 国立 愛媛県
14103705 愛媛大　社会共創　地域／農山漁 国立 愛媛県
14103706 愛媛大　社会共創　地域／文化資 国立 愛媛県
14103707 愛媛大　社会共創　地域／スポー 国立 愛媛県
14104200 愛媛大　理　 国立 愛媛県
14104200 愛媛大　理　 国立 愛媛県
14104200 愛媛大　理　 国立 愛媛県
14104200 愛媛大　理　 国立 愛媛県
14104200 愛媛大　理　 国立 愛媛県
14104201 愛媛大　理　化学 国立 愛媛県
14104203 愛媛大　理　生物 国立 愛媛県
14104204 愛媛大　理　地球科学 国立 愛媛県
14104205 愛媛大　理　物理 国立 愛媛県
14104206 愛媛大　理　数学 国立 愛媛県
14104601 愛媛大　工　応用化 国立 愛媛県
14104601 愛媛大　工　応用化 国立 愛媛県
14104602 愛媛大　工　機械工 国立 愛媛県
14104602 愛媛大　工　機械工 国立 愛媛県
14104603 愛媛大　工　機能材料工 国立 愛媛県
14104603 愛媛大　工　機能材料工 国立 愛媛県
14104604 愛媛大　工　情報工 国立 愛媛県
14104604 愛媛大　工　情報工 国立 愛媛県
14104605 愛媛大　工　電気電子工 国立 愛媛県
14104605 愛媛大　工　電気電子工 国立 愛媛県
14104607 愛媛大　工　環境／土木工 国立 愛媛県
14104607 愛媛大　工　環境／土木工 国立 愛媛県
14104608 愛媛大　工　環境／社会デ 国立 愛媛県
14104608 愛媛大　工　環境／社会デ 国立 愛媛県
14105501 愛媛大　医　医 国立 愛媛県



14105501 愛媛大　医　医 国立 愛媛県
14105502 愛媛大　医　看護 国立 愛媛県
14107204 愛媛大　農　食料生産 国立 愛媛県
14107204 愛媛大　農　食料生産 国立 愛媛県
14107205 愛媛大　農　生命機能 国立 愛媛県
14107205 愛媛大　農　生命機能 国立 愛媛県
14107206 愛媛大　農　生物環境 国立 愛媛県
14107206 愛媛大　農　生物環境 国立 愛媛県
14152101 高知大　地域協働　地域協働 国立 高知県
14152701 高知大　人文社会　人文／人文科 国立 高知県
14152701 高知大　人文社会　人文／人文科 国立 高知県
14152702 高知大　人文社会　人文／国際社 国立 高知県
14152702 高知大　人文社会　人文／国際社 国立 高知県
14152703 高知大　人文社会　人文／社会科 国立 高知県
14152703 高知大　人文社会　人文／社会科 国立 高知県
14152703 高知大　人文社会　人文／社会科 国立 高知県
14153025 高知大　教育　学校／幼児教 国立 高知県
14153029 高知大　教育　学校／音楽 国立 高知県
14153030 高知大　教育　学校／美術 国立 高知県
14153031 高知大　教育　学校／保健体 国立 高知県
14153032 高知大　教育　学校／科教支 国立 高知県
14153032 高知大　教育　学校／科教支 国立 高知県
14154701 高知大　理工　数学物理 国立 高知県
14154701 高知大　理工　数学物理 国立 高知県
14154701 高知大　理工　数学物理 国立 高知県
14154702 高知大　理工　情報科学 国立 高知県
14154702 高知大　理工　情報科学 国立 高知県
14154703 高知大　理工　生物科学 国立 高知県
14154703 高知大　理工　生物科学 国立 高知県
14154704 高知大　理工　化学生命理工 国立 高知県
14154704 高知大　理工　化学生命理工 国立 高知県
14154705 高知大　理工　地球環境防災 国立 高知県
14154705 高知大　理工　地球環境防災 国立 高知県
14155501 高知大　医　医 国立 高知県
14155501 高知大　医　医 国立 高知県
14155502 高知大　医　看護 国立 高知県
14155502 高知大　医　看護 国立 高知県
14157401 高知大　農林海洋　農林資源環境 国立 高知県
14157401 高知大　農林海洋　農林資源環境 国立 高知県
14157402 高知大　農林海洋　農芸化 国立 高知県
14157402 高知大　農林海洋　農芸化 国立 高知県
14157403 高知大　農林海洋　海洋／生物生 国立 高知県
14157404 高知大　農林海洋　海洋／海底資 国立 高知県
14157405 高知大　農林海洋　海洋／生命科 国立 高知県
14157406 高知大　農林海洋　海洋資源科学 国立 高知県
14158800 高知大　グリーン　 国立 高知県
14250105 九州大　文　人文 国立 福岡県
14250105 九州大　文　人文 国立 福岡県
14251200 九州大　法　 国立 福岡県
14251200 九州大　法　 国立 福岡県
14251801 九州大　経済　経済・経営 国立 福岡県
14251801 九州大　経済　経済・経営 国立 福岡県
14251802 九州大　経済　経済工 国立 福岡県
14251802 九州大　経済　経済工 国立 福岡県
14253000 九州大　教育　 国立 福岡県
14254201 九州大　理　化学 国立 福岡県
14254201 九州大　理　化学 国立 福岡県
14254202 九州大　理　数学 国立 福岡県



14254202 九州大　理　数学 国立 福岡県
14254203 九州大　理　生物 国立 福岡県
14254203 九州大　理　生物 国立 福岡県
14254204 九州大　理　地球惑星科学 国立 福岡県
14254204 九州大　理　地球惑星科学 国立 福岡県
14254205 九州大　理　物理 国立 福岡県
14254205 九州大　理　物理 国立 福岡県
14254601 九州大　工　エネルギー科 国立 福岡県
14254601 九州大　工　エネルギー科 国立 福岡県
14254605 九州大　工　建築 国立 福岡県
14254605 九州大　工　建築 国立 福岡県
14254610 九州大　工　電気情報工 国立 福岡県
14254610 九州大　工　電気情報工 国立 福岡県
14254615 九州大　工　物質科学工 国立 福岡県
14254615 九州大　工　物質科学工 国立 福岡県
14254616 九州大　工　地球環境工 国立 福岡県
14254616 九州大　工　地球環境工 国立 福岡県
14254617 九州大　工　機械航空工 国立 福岡県
14254617 九州大　工　機械航空工 国立 福岡県
14254701 九州大　芸術工　音響設計 国立 福岡県
14254702 九州大　芸術工　画像設計 国立 福岡県
14254703 九州大　芸術工　環境設計 国立 福岡県
14254704 九州大　芸術工　工業設計 国立 福岡県
14254705 九州大　芸術工　芸術情報設計 国立 福岡県
14255501 九州大　医　医 国立 福岡県
14255503 九州大　医　保健／看護学 国立 福岡県
14255504 九州大　医　保健／放射線 国立 福岡県
14255505 九州大　医　保健／検査技 国立 福岡県
14255506 九州大　医　生命科学 国立 福岡県
14255801 九州大　歯　歯 国立 福岡県
14255801 九州大　歯　歯 国立 福岡県
14256103 九州大　薬　臨床薬 国立 福岡県
14256103 九州大　薬　臨床薬 国立 福岡県
14256104 九州大　薬　創薬科学 国立 福岡県
14256104 九州大　薬　創薬科学 国立 福岡県
14257210 九州大　農　生物資源環境 国立 福岡県
14257210 九州大　農　生物資源環境 国立 福岡県
14354604 九州工大　工　機械知能工 国立 福岡県
14354604 九州工大　工　機械知能工 国立 福岡県
14354605 九州工大　工　建設社会工 国立 福岡県
14354605 九州工大　工　建設社会工 国立 福岡県
14354606 九州工大　工　電気電子工 国立 福岡県
14354606 九州工大　工　電気電子工 国立 福岡県
14354607 九州工大　工　応用化 国立 福岡県
14354607 九州工大　工　応用化 国立 福岡県
14354608 九州工大　工　マテリアル工 国立 福岡県
14354608 九州工大　工　マテリアル工 国立 福岡県
14354609 九州工大　工　総合シス工 国立 福岡県
14354609 九州工大　工　総合シス工 国立 福岡県
14354701 九州工大　情報工　機械情報工 国立 福岡県
14354701 九州工大　情報工　機械情報工 国立 福岡県
14354702 九州工大　情報工　システム創成 国立 福岡県
14354702 九州工大　情報工　システム創成 国立 福岡県
14354703 九州工大　情報工　生命情報工 国立 福岡県
14354703 九州工大　情報工　生命情報工 国立 福岡県
14354704 九州工大　情報工　知能情報工 国立 福岡県
14354704 九州工大　情報工　知能情報工 国立 福岡県
14354705 九州工大　情報工　電子情報工 国立 福岡県



14354705 九州工大　情報工　電子情報工 国立 福岡県
14403007 福岡教育大　教育　中等／国語 国立 福岡県
14403008 福岡教育大　教育　中等／社会科 国立 福岡県
14403009 福岡教育大　教育　中等／数学 国立 福岡県
14403009 福岡教育大　教育　中等／数学 国立 福岡県
14403010 福岡教育大　教育　中等／理科 国立 福岡県
14403010 福岡教育大　教育　中等／理科 国立 福岡県
14403011 福岡教育大　教育　中等／英語 国立 福岡県
14403012 福岡教育大　教育　中等／音楽 国立 福岡県
14403012 福岡教育大　教育　中等／音楽 国立 福岡県
14403013 福岡教育大　教育　中等／美術 国立 福岡県
14403013 福岡教育大　教育　中等／美術 国立 福岡県
14403014 福岡教育大　教育　中等／保健体 国立 福岡県
14403015 福岡教育大　教育　中等／家庭 国立 福岡県
14403016 福岡教育大　教育　中等／技術 国立 福岡県
14403016 福岡教育大　教育　中等／技術 国立 福岡県
14403017 福岡教育大　教育　中等／書道 国立 福岡県
14403025 福岡教育大　教育　特別／初等教 国立 福岡県
14403025 福岡教育大　教育　特別／初等教 国立 福岡県
14403026 福岡教育大　教育　特別／中等教 国立 福岡県
14403026 福岡教育大　教育　特別／中等教 国立 福岡県
14403027 福岡教育大　教育　初等教育 国立 福岡県
14403027 福岡教育大　教育　初等教育 国立 福岡県
14403083 福岡教育大　教育　初等／幼児教 国立 福岡県
14451806 佐賀大　経済　経済 国立 佐賀県
14451806 佐賀大　経済　経済 国立 佐賀県
14451807 佐賀大　経済　経営 国立 佐賀県
14451807 佐賀大　経済　経営 国立 佐賀県
14451808 佐賀大　経済　経済法 国立 佐賀県
14451808 佐賀大　経済　経済法 国立 佐賀県
14453001 佐賀大　教育　学校／幼小連 国立 佐賀県
14453001 佐賀大　教育　学校／幼小連 国立 佐賀県
14453002 佐賀大　教育　学校／初等教 国立 佐賀県
14453002 佐賀大　教育　学校／初等教 国立 佐賀県
14453003 佐賀大　教育　学校／中等教 国立 佐賀県
14453003 佐賀大　教育　学校／中等教 国立 佐賀県
14454702 佐賀大　理工　機械シス工 国立 佐賀県
14454702 佐賀大　理工　機械シス工 国立 佐賀県
14454703 佐賀大　理工　都市工 国立 佐賀県
14454703 佐賀大　理工　都市工 国立 佐賀県
14454705 佐賀大　理工　知能情報シス 国立 佐賀県
14454705 佐賀大　理工　知能情報シス 国立 佐賀県
14454706 佐賀大　理工　数理科学 国立 佐賀県
14454706 佐賀大　理工　数理科学 国立 佐賀県
14454709 佐賀大　理工　物理科学 国立 佐賀県
14454709 佐賀大　理工　物理科学 国立 佐賀県
14454714 佐賀大　理工　機能物質化 国立 佐賀県
14454714 佐賀大　理工　機能物質化 国立 佐賀県
14454715 佐賀大　理工　電気電子工 国立 佐賀県
14454715 佐賀大　理工　電気電子工 国立 佐賀県
14455501 佐賀大　医　医 国立 佐賀県
14455501 佐賀大　医　医 国立 佐賀県
14455502 佐賀大　医　看護 国立 佐賀県
14455502 佐賀大　医　看護 国立 佐賀県
14457201 佐賀大　農　応用生物科学 国立 佐賀県
14457201 佐賀大　農　応用生物科学 国立 佐賀県
14457203 佐賀大　農　生物環境科学 国立 佐賀県
14457203 佐賀大　農　生物環境科学 国立 佐賀県



14457204 佐賀大　農　生命機能科学 国立 佐賀県
14457204 佐賀大　農　生命機能科学 国立 佐賀県
14458301 佐賀大　芸術地域　芸術／芸術表 国立 佐賀県
14458301 佐賀大　芸術地域　芸術／芸術表 国立 佐賀県
14458302 佐賀大　芸術地域　芸術／地域デ 国立 佐賀県
14458302 佐賀大　芸術地域　芸術／地域デ 国立 佐賀県
14550301 長崎大　多文化社　多文化社会 国立 長崎県
14550301 長崎大　多文化社　多文化社会 国立 長崎県
14550302 長崎大　多文化社　多文／オラン 国立 長崎県
14551804 長崎大　経済　総合経済 国立 長崎県
14551804 長崎大　経済　総合経済 国立 長崎県
14553022 長崎大　教育　学校／小学校 国立 長崎県
14553022 長崎大　教育　学校／小学校 国立 長崎県
14553023 長崎大　教育　学校／特別支 国立 長崎県
14553023 長崎大　教育　学校／特別支 国立 長崎県
14553029 長崎大　教育　学校／国語 国立 長崎県
14553030 長崎大　教育　学校／社会 国立 長崎県
14553031 長崎大　教育　学校／数学 国立 長崎県
14553032 長崎大　教育　学校／理科 国立 長崎県
14553033 長崎大　教育　学校／音楽 国立 長崎県
14553034 長崎大　教育　学校／美術 国立 長崎県
14553035 長崎大　教育　学校／保健体 国立 長崎県
14553036 長崎大　教育　学校／技術 国立 長崎県
14553037 長崎大　教育　学校／家庭 国立 長崎県
14553038 長崎大　教育　学校／英語 国立 長崎県
14553039 長崎大　教育　学校／幼稚園 国立 長崎県
14553701 長崎大　環境科学　環境科学 国立 長崎県
14553701 長崎大　環境科学　環境科学 国立 長崎県
14553701 長崎大　環境科学　環境科学 国立 長崎県
14553701 長崎大　環境科学　環境科学 国立 長崎県
14554619 長崎大　工　工／機械工学 国立 長崎県
14554619 長崎大　工　工／機械工学 国立 長崎県
14554620 長崎大　工　工／電気電子 国立 長崎県
14554620 長崎大　工　工／電気電子 国立 長崎県
14554621 長崎大　工　工／情報工学 国立 長崎県
14554621 長崎大　工　工／情報工学 国立 長崎県
14554622 長崎大　工　工／構造工学 国立 長崎県
14554622 長崎大　工　工／構造工学 国立 長崎県
14554623 長崎大　工　工／社会環境 国立 長崎県
14554623 長崎大　工　工／社会環境 国立 長崎県
14554624 長崎大　工　工／化学・物 国立 長崎県
14554624 長崎大　工　工／化学・物 国立 長崎県
14555501 長崎大　医　医 国立 長崎県
14555503 長崎大　医　保健／看護学 国立 長崎県
14555503 長崎大　医　保健／看護学 国立 長崎県
14555504 長崎大　医　保健／理学療 国立 長崎県
14555504 長崎大　医　保健／理学療 国立 長崎県
14555505 長崎大　医　保健／作業療 国立 長崎県
14555505 長崎大　医　保健／作業療 国立 長崎県
14555801 長崎大　歯　歯 国立 長崎県
14555801 長崎大　歯　歯 国立 長崎県
14556101 長崎大　薬　薬 国立 長崎県
14556101 長崎大　薬　薬 国立 長崎県
14556102 長崎大　薬　薬科学 国立 長崎県
14556102 長崎大　薬　薬科学 国立 長崎県
14557301 長崎大　水産　水産 国立 長崎県
14557301 長崎大　水産　水産 国立 長崎県
14600101 熊本大　文　歴史 国立 熊本県



14600101 熊本大　文　歴史 国立 熊本県
14600104 熊本大　文　文学 国立 熊本県
14600104 熊本大　文　文学 国立 熊本県
14600105 熊本大　文　総合人間 国立 熊本県
14600105 熊本大　文　総合人間 国立 熊本県
14600106 熊本大　文　コミュニケー 国立 熊本県
14600106 熊本大　文　コミュニケー 国立 熊本県
14601202 熊本大　法　法 国立 熊本県
14601202 熊本大　法　法 国立 熊本県
14603001 熊本大　教育　小学校 国立 熊本県
14603001 熊本大　教育　小学校 国立 熊本県
14603002 熊本大　教育　中学／英語 国立 熊本県
14603003 熊本大　教育　中学／音楽 国立 熊本県
14603004 熊本大　教育　中学／家庭 国立 熊本県
14603005 熊本大　教育　中学／技術 国立 熊本県
14603006 熊本大　教育　中学／国語 国立 熊本県
14603007 熊本大　教育　中学／社会 国立 熊本県
14603008 熊本大　教育　中学／数学 国立 熊本県
14603009 熊本大　教育　中学／美術 国立 熊本県
14603010 熊本大　教育　中学／保健体 国立 熊本県
14603011 熊本大　教育　中学／理科 国立 熊本県
14603013 熊本大　教育　特別支援教育 国立 熊本県
14603013 熊本大　教育　特別支援教育 国立 熊本県
14603014 熊本大　教育　養護教諭 国立 熊本県
14604207 熊本大　理　理 国立 熊本県
14604207 熊本大　理　理 国立 熊本県
14604601 熊本大　工　物質生命化 国立 熊本県
14604601 熊本大　工　物質生命化 国立 熊本県
14604611 熊本大　工　マテリアル工 国立 熊本県
14604611 熊本大　工　マテリアル工 国立 熊本県
14604612 熊本大　工　機械シス工 国立 熊本県
14604612 熊本大　工　機械シス工 国立 熊本県
14604613 熊本大　工　社会環境工 国立 熊本県
14604613 熊本大　工　社会環境工 国立 熊本県
14604614 熊本大　工　建築 国立 熊本県
14604614 熊本大　工　建築 国立 熊本県
14604615 熊本大　工　情報電気電子 国立 熊本県
14604615 熊本大　工　情報電気電子 国立 熊本県
14604616 熊本大　工　数理工 国立 熊本県
14605501 熊本大　医　医 国立 熊本県
14605503 熊本大　医　保健／看護学 国立 熊本県
14605503 熊本大　医　保健／看護学 国立 熊本県
14605504 熊本大　医　保健／放射線 国立 熊本県
14605504 熊本大　医　保健／放射線 国立 熊本県
14605505 熊本大　医　保健／検査技 国立 熊本県
14605505 熊本大　医　保健／検査技 国立 熊本県
14606101 熊本大　薬　薬 国立 熊本県
14606102 熊本大　薬　創薬・生命薬 国立 熊本県
14651800 大分大　経済　 国立 大分県
14651800 大分大　経済　 国立 大分県
14653001 大分大　教育　学校／小学校 国立 大分県
14653001 大分大　教育　学校／小学校 国立 大分県
14653002 大分大　教育　学校／特別支 国立 大分県
14653002 大分大　教育　学校／特別支 国立 大分県
14654701 大分大　理工　創生／機械 国立 大分県
14654701 大分大　理工　創生／機械 国立 大分県
14654702 大分大　理工　創生／電気電 国立 大分県
14654702 大分大　理工　創生／電気電 国立 大分県



14654703 大分大　理工　創生／福祉メ 国立 大分県
14654703 大分大　理工　創生／福祉メ 国立 大分県
14654704 大分大　理工　創生／建築学 国立 大分県
14654704 大分大　理工　創生／建築学 国立 大分県
14654705 大分大　理工　共創／数理科 国立 大分県
14654705 大分大　理工　共創／数理科 国立 大分県
14654706 大分大　理工　共創／知能情 国立 大分県
14654706 大分大　理工　共創／知能情 国立 大分県
14654707 大分大　理工　共創／自然科 国立 大分県
14654707 大分大　理工　共創／自然科 国立 大分県
14654708 大分大　理工　共創／応用化 国立 大分県
14654708 大分大　理工　共創／応用化 国立 大分県
14655501 大分大　医　医 国立 大分県
14655502 大分大　医　看護 国立 大分県
14655502 大分大　医　看護 国立 大分県
14656401 大分大　福祉健康　福祉／理学療 国立 大分県
14656401 大分大　福祉健康　福祉／理学療 国立 大分県
14656402 大分大　福祉健康　福祉／社会福 国立 大分県
14656402 大分大　福祉健康　福祉／社会福 国立 大分県
14656403 大分大　福祉健康　福祉／心理学 国立 大分県
14656403 大分大　福祉健康　福祉／心理学 国立 大分県
14753013 宮崎大　教育　学校／小学校 国立 宮崎県
14753013 宮崎大　教育　学校／小学校 国立 宮崎県
14753013 宮崎大　教育　学校／小学校 国立 宮崎県
14753014 宮崎大　教育　学校／教職実 国立 宮崎県
14753015 宮崎大　教育　学校／子ども 国立 宮崎県
14753016 宮崎大　教育　学校／特別支 国立 宮崎県
14753017 宮崎大　教育　学校／中学校 国立 宮崎県
14753017 宮崎大　教育　学校／中学校 国立 宮崎県
14753017 宮崎大　教育　学校／中学校 国立 宮崎県
14753701 宮崎大　地域資源　地域資源創成 国立 宮崎県
14753701 宮崎大　地域資源　地域資源創成 国立 宮崎県
14754602 宮崎大　工　情報シス工 国立 宮崎県
14754602 宮崎大　工　情報シス工 国立 宮崎県
14754608 宮崎大　工　環境ロボティ 国立 宮崎県
14754608 宮崎大　工　環境ロボティ 国立 宮崎県
14754609 宮崎大　工　環境応用化 国立 宮崎県
14754609 宮崎大　工　環境応用化 国立 宮崎県
14754610 宮崎大　工　社会環境シス 国立 宮崎県
14754610 宮崎大　工　社会環境シス 国立 宮崎県
14754611 宮崎大　工　機械設計シス 国立 宮崎県
14754611 宮崎大　工　機械設計シス 国立 宮崎県
14754612 宮崎大　工　電子物理工 国立 宮崎県
14754612 宮崎大　工　電子物理工 国立 宮崎県
14754613 宮崎大　工　電気シス工 国立 宮崎県
14754613 宮崎大　工　電気シス工 国立 宮崎県
14755501 宮崎大　医　医 国立 宮崎県
14755501 宮崎大　医　医 国立 宮崎県
14755502 宮崎大　医　看護 国立 宮崎県
14755502 宮崎大　医　看護 国立 宮崎県
14757201 宮崎大　農　獣医 国立 宮崎県
14757201 宮崎大　農　獣医 国立 宮崎県
14757208 宮崎大　農　応用生物科学 国立 宮崎県
14757208 宮崎大　農　応用生物科学 国立 宮崎県
14757209 宮崎大　農　植物生産環境 国立 宮崎県
14757209 宮崎大　農　植物生産環境 国立 宮崎県
14757210 宮崎大　農　森林緑地環境 国立 宮崎県
14757210 宮崎大　農　森林緑地環境 国立 宮崎県



14757211 宮崎大　農　畜産草地科学 国立 宮崎県
14757211 宮崎大　農　畜産草地科学 国立 宮崎県
14757212 宮崎大　農　海洋生物環境 国立 宮崎県
14757212 宮崎大　農　海洋生物環境 国立 宮崎県
14850304 鹿児島大　法文　人文／多元地 国立 鹿児島県
14850304 鹿児島大　法文　人文／多元地 国立 鹿児島県
14850305 鹿児島大　法文　人文／心理学 国立 鹿児島県
14850306 鹿児島大　法文　法経社会 国立 鹿児島県
14850306 鹿児島大　法文　法経社会 国立 鹿児島県
14850307 鹿児島大　法文　法経／法学 国立 鹿児島県
14850307 鹿児島大　法文　法経／法学 国立 鹿児島県
14853013 鹿児島大　教育　特別支援教育 国立 鹿児島県
14853013 鹿児島大　教育　特別支援教育 国立 鹿児島県
14853013 鹿児島大　教育　特別支援教育 国立 鹿児島県
14853013 鹿児島大　教育　特別支援教育 国立 鹿児島県
14853044 鹿児島大　教育　学校／初等教 国立 鹿児島県
14853044 鹿児島大　教育　学校／初等教 国立 鹿児島県
14853044 鹿児島大　教育　学校／初等教 国立 鹿児島県
14853044 鹿児島大　教育　学校／初等教 国立 鹿児島県
14853045 鹿児島大　教育　学校／国語 国立 鹿児島県
14853046 鹿児島大　教育　学校／社会 国立 鹿児島県
14853047 鹿児島大　教育　学校／英語 国立 鹿児島県
14853048 鹿児島大　教育　学校／数学 国立 鹿児島県
14853049 鹿児島大　教育　学校／理科 国立 鹿児島県
14853050 鹿児島大　教育　学校／技術 国立 鹿児島県
14853051 鹿児島大　教育　学校／家政 国立 鹿児島県
14853052 鹿児島大　教育　学校／音楽 国立 鹿児島県
14853052 鹿児島大　教育　学校／音楽 国立 鹿児島県
14853053 鹿児島大　教育　学校／美術 国立 鹿児島県
14853054 鹿児島大　教育　学校／保健体 国立 鹿児島県
14853054 鹿児島大　教育　学校／保健体 国立 鹿児島県
14854202 鹿児島大　理　数理情報科学 国立 鹿児島県
14854202 鹿児島大　理　数理情報科学 国立 鹿児島県
14854205 鹿児島大　理　物理科学 国立 鹿児島県
14854205 鹿児島大　理　物理科学 国立 鹿児島県
14854206 鹿児島大　理　生命化 国立 鹿児島県
14854206 鹿児島大　理　生命化 国立 鹿児島県
14854207 鹿児島大　理　地球環境科学 国立 鹿児島県
14854207 鹿児島大　理　地球環境科学 国立 鹿児島県
14854602 鹿児島大　工　海洋土木工 国立 鹿児島県
14854602 鹿児島大　工　海洋土木工 国立 鹿児島県
14854603 鹿児島大　工　機械工 国立 鹿児島県
14854603 鹿児島大　工　機械工 国立 鹿児島県
14854604 鹿児島大　工　建築 国立 鹿児島県
14854604 鹿児島大　工　建築 国立 鹿児島県
14854606 鹿児島大　工　電気電子工 国立 鹿児島県
14854606 鹿児島大　工　電気電子工 国立 鹿児島県
14854608 鹿児島大　工　環境化学プロ 国立 鹿児島県
14854608 鹿児島大　工　環境化学プロ 国立 鹿児島県
14854609 鹿児島大　工　情報生体シス 国立 鹿児島県
14854609 鹿児島大　工　情報生体シス 国立 鹿児島県
14854610 鹿児島大　工　化学生命工 国立 鹿児島県
14854610 鹿児島大　工　化学生命工 国立 鹿児島県
14855501 鹿児島大　医　医 国立 鹿児島県
14855501 鹿児島大　医　医 国立 鹿児島県
14855503 鹿児島大　医　保健／看護学 国立 鹿児島県
14855503 鹿児島大　医　保健／看護学 国立 鹿児島県
14855504 鹿児島大　医　保健／理学療 国立 鹿児島県



14855504 鹿児島大　医　保健／理学療 国立 鹿児島県
14855505 鹿児島大　医　保健／作業療 国立 鹿児島県
14855505 鹿児島大　医　保健／作業療 国立 鹿児島県
14855801 鹿児島大　歯　歯 国立 鹿児島県
14855801 鹿児島大　歯　歯 国立 鹿児島県
14857205 鹿児島大　農　国際食料資源 国立 鹿児島県
14857206 鹿児島大　農　農業生産科学 国立 鹿児島県
14857206 鹿児島大　農　農業生産科学 国立 鹿児島県
14857207 鹿児島大　農　食料生命科学 国立 鹿児島県
14857207 鹿児島大　農　食料生命科学 国立 鹿児島県
14857208 鹿児島大　農　農林環境科学 国立 鹿児島県
14857208 鹿児島大　農　農林環境科学 国立 鹿児島県
14857305 鹿児島大　水産　水産／水圏科 国立 鹿児島県
14857305 鹿児島大　水産　水産／水圏科 国立 鹿児島県
14857306 鹿児島大　水産　水産／水産資 国立 鹿児島県
14857306 鹿児島大　水産　水産／水産資 国立 鹿児島県
14857307 鹿児島大　水産　水産／食品生 国立 鹿児島県
14857307 鹿児島大　水産　水産／食品生 国立 鹿児島県
14857308 鹿児島大　水産　国際食料資源 国立 鹿児島県
14857401 鹿児島大　共同獣医　獣医 国立 鹿児島県
14857401 鹿児島大　共同獣医　獣医 国立 鹿児島県
14906401 鹿屋体育大　体育　スポーツ総合 国立 鹿児島県
14906402 鹿屋体育大　体育　武道 国立 鹿児島県
14950307 琉球大　法文　総合／法学 国立 沖縄県
14950307 琉球大　法文　総合／法学 国立 沖縄県
14950308 琉球大　法文　総合／政・国 国立 沖縄県
14950308 琉球大　法文　総合／政・国 国立 沖縄県
14950309 琉球大　法文　総合／経済学 国立 沖縄県
14950309 琉球大　法文　総合／経済学 国立 沖縄県
14950312 琉球大　法文　人間／人間行 国立 沖縄県
14950312 琉球大　法文　人間／人間行 国立 沖縄県
14950313 琉球大　法文　人間／社会学 国立 沖縄県
14950313 琉球大　法文　人間／社会学 国立 沖縄県
14950314 琉球大　法文　人間／地理歴 国立 沖縄県
14950314 琉球大　法文　人間／地理歴 国立 沖縄県
14950316 琉球大　法文　国際／英語文 国立 沖縄県
14950316 琉球大　法文　国際／英語文 国立 沖縄県
14950317 琉球大　法文　国際／ヨーロ 国立 沖縄県
14950317 琉球大　法文　国際／ヨーロ 国立 沖縄県
14950318 琉球大　法文　国際／琉球ア 国立 沖縄県
14950318 琉球大　法文　国際／琉球ア 国立 沖縄県
14950704 琉球大　法文夜　総合社会シス 国立 沖縄県
14950704 琉球大　法文夜　総合社会シス 国立 沖縄県
14950705 琉球大　法文夜　国際言語文化 国立 沖縄県
14950705 琉球大　法文夜　国際言語文化 国立 沖縄県
14952701 琉球大　観光産業　産業経営 国立 沖縄県
14952701 琉球大　観光産業　産業経営 国立 沖縄県
14952702 琉球大　観光産業　観光科学 国立 沖縄県
14952702 琉球大　観光産業　観光科学 国立 沖縄県
14952901 琉球大　観光産夜　産業経営 国立 沖縄県
14952901 琉球大　観光産夜　産業経営 国立 沖縄県
14953045 琉球大　教育　小学／学校教 国立 沖縄県
14953045 琉球大　教育　小学／学校教 国立 沖縄県
14953046 琉球大　教育　小学／教科教 国立 沖縄県
14953046 琉球大　教育　小学／教科教 国立 沖縄県
14953047 琉球大　教育　中学／国語 国立 沖縄県
14953048 琉球大　教育　中学／社会科 国立 沖縄県
14953049 琉球大　教育　中学／数学 国立 沖縄県



14953050 琉球大　教育　中学／理科 国立 沖縄県
14953051 琉球大　教育　中学／音楽 国立 沖縄県
14953052 琉球大　教育　中学／美術 国立 沖縄県
14953053 琉球大　教育　中学／保健体 国立 沖縄県
14953054 琉球大　教育　中学／技術 国立 沖縄県
14953055 琉球大　教育　中学／生活科 国立 沖縄県
14953056 琉球大　教育　中学／英語 国立 沖縄県
14953057 琉球大　教育　学校・特別支 国立 沖縄県
14954203 琉球大　理　数理科学 国立 沖縄県
14954203 琉球大　理　数理科学 国立 沖縄県
14954206 琉球大　理　海洋／化学系 国立 沖縄県
14954206 琉球大　理　海洋／化学系 国立 沖縄県
14954209 琉球大　理　海洋／生物系 国立 沖縄県
14954209 琉球大　理　海洋／生物系 国立 沖縄県
14954210 琉球大　理　物質／物理系 国立 沖縄県
14954210 琉球大　理　物質／物理系 国立 沖縄県
14954211 琉球大　理　物質／地学系 国立 沖縄県
14954211 琉球大　理　物質／地学系 国立 沖縄県
14954608 琉球大　工　工／機械工学 国立 沖縄県
14954608 琉球大　工　工／機械工学 国立 沖縄県
14954609 琉球大　工　工／エネルギ 国立 沖縄県
14954609 琉球大　工　工／エネルギ 国立 沖縄県
14954610 琉球大　工　工／電気シス 国立 沖縄県
14954610 琉球大　工　工／電気シス 国立 沖縄県
14954611 琉球大　工　工／電子情報 国立 沖縄県
14954611 琉球大　工　工／電子情報 国立 沖縄県
14954612 琉球大　工　工／社会基盤 国立 沖縄県
14954612 琉球大　工　工／社会基盤 国立 沖縄県
14954613 琉球大　工　工／建築学 国立 沖縄県
14954613 琉球大　工　工／建築学 国立 沖縄県
14954614 琉球大　工　工／知能情報 国立 沖縄県
14954614 琉球大　工　工／知能情報 国立 沖縄県
14955501 琉球大　医　医 国立 沖縄県
14955501 琉球大　医　医 国立 沖縄県
14955502 琉球大　医　保健 国立 沖縄県
14955502 琉球大　医　保健 国立 沖縄県
14957204 琉球大　農　亜熱帯地域農 国立 沖縄県
14957204 琉球大　農　亜熱帯地域農 国立 沖縄県
14957205 琉球大　農　亜熱帯農林環 国立 沖縄県
14957205 琉球大　農　亜熱帯農林環 国立 沖縄県
14957206 琉球大　農　地域農業工 国立 沖縄県
14957206 琉球大　農　地域農業工 国立 沖縄県
14957207 琉球大　農　亜熱帯生物資 国立 沖縄県
14957207 琉球大　農　亜熱帯生物資 国立 沖縄県
14957208 琉球大　農　亜熱／健康栄 国立 沖縄県
20033700 はこだて未来大　システム　 公立 北海道
20033700 はこだて未来大　システム　 公立 北海道
20046401 札幌市立大　看護　看護 公立 北海道
20048301 札幌市立大　デザイン　デザイン 公立 北海道
20048301 札幌市立大　デザイン　デザイン 公立 北海道
20051801 釧路公立大　経済　経済 公立 北海道
20051801 釧路公立大　経済　経済 公立 北海道
20051802 釧路公立大　経済　経営 公立 北海道
20051802 釧路公立大　経済　経営 公立 北海道
20066401 名寄市立大　保健福祉　看護 公立 北海道
20066401 名寄市立大　保健福祉　看護 公立 北海道
20066402 名寄市立大　保健福祉　栄養 公立 北海道
20066402 名寄市立大　保健福祉　栄養 公立 北海道



20066403 名寄市立大　保健福祉　社会福祉 公立 北海道
20066403 名寄市立大　保健福祉　社会福祉 公立 北海道
20066404 名寄市立大　保健福祉　社会保育 公立 北海道
20066404 名寄市立大　保健福祉　社会保育 公立 北海道
20105501 札幌医大　医　医 公立 北海道
20105501 札幌医大　医　医 公立 北海道
20106401 札幌医大　保健医療　看護 公立 北海道
20106402 札幌医大　保健医療　作業療法 公立 北海道
20106403 札幌医大　保健医療　理学療法 公立 北海道
20136401 青森県立保健大　健康科学　看護 公立 青森県
20136401 青森県立保健大　健康科学　看護 公立 青森県
20136402 青森県立保健大　健康科学　理学療法 公立 青森県
20136402 青森県立保健大　健康科学　理学療法 公立 青森県
20136403 青森県立保健大　健康科学　社会福祉 公立 青森県
20136403 青森県立保健大　健康科学　社会福祉 公立 青森県
20136404 青森県立保健大　健康科学　栄養 公立 青森県
20136404 青森県立保健大　健康科学　栄養 公立 青森県
20152102 青森公立大　経営経済　経営 公立 青森県
20152102 青森公立大　経営経済　経営 公立 青森県
20152102 青森公立大　経営経済　経営 公立 青森県
20152103 青森公立大　経営経済　経済 公立 青森県
20152103 青森公立大　経営経済　経済 公立 青森県
20152103 青森公立大　経営経済　経済 公立 青森県
20152104 青森公立大　経営経済　地域みらい 公立 青森県
20152104 青森公立大　経営経済　地域みらい 公立 青森県
20181301 岩手県立大　総合政策　総合政策 公立 岩手県
20181301 岩手県立大　総合政策　総合政策 公立 岩手県
20182601 岩手県立大　社会福祉　社会福祉 公立 岩手県
20182601 岩手県立大　社会福祉　社会福祉 公立 岩手県
20182602 岩手県立大　社会福祉　人間福祉 公立 岩手県
20182602 岩手県立大　社会福祉　人間福祉 公立 岩手県
20184701 岩手県立大　ソフトウ　ソフトウェア 公立 岩手県
20184701 岩手県立大　ソフトウ　ソフトウェア 公立 岩手県
20186401 岩手県立大　看護　看護 公立 岩手県
20186401 岩手県立大　看護　看護 公立 岩手県
20232200 宮城大　事業構想　 公立 宮城県
20232200 宮城大　事業構想　 公立 宮城県
20236501 宮城大　看護　看護学類 公立 宮城県
20236501 宮城大　看護　看護学類 公立 宮城県
20237500 宮城大　食産業　 公立 宮城県
20237500 宮城大　食産業　 公立 宮城県
20284701 秋田県立大　システム　機械知能シス 公立 秋田県
20284701 秋田県立大　システム　機械知能シス 公立 秋田県
20284702 秋田県立大　システム　電子情報シス 公立 秋田県
20284702 秋田県立大　システム　電子情報シス 公立 秋田県
20284703 秋田県立大　システム　建築環境シス 公立 秋田県
20284703 秋田県立大　システム　建築環境シス 公立 秋田県
20284704 秋田県立大　システム　経営シス工 公立 秋田県
20284704 秋田県立大　システム　経営シス工 公立 秋田県
20287401 秋田県立大　生物資源　応用生物科学 公立 秋田県
20287401 秋田県立大　生物資源　応用生物科学 公立 秋田県
20287402 秋田県立大　生物資源　生物生産科学 公立 秋田県
20287402 秋田県立大　生物資源　生物生産科学 公立 秋田県
20287403 秋田県立大　生物資源　生物環境科学 公立 秋田県
20287403 秋田県立大　生物資源　生物環境科学 公立 秋田県
20287404 秋田県立大　生物資源　アグリビジネ 公立 秋田県
20287404 秋田県立大　生物資源　アグリビジネ 公立 秋田県
20298301 秋田公立美大　美術　美術 公立 秋田県



20298301 秋田公立美大　美術　美術 公立 秋田県
20303700 国際教養大　国際教養　 公立 秋田県
20303700 国際教養大　国際教養　 公立 秋田県
20303700 国際教養大　国際教養　 公立 秋田県
20336401 県立米沢栄養大　健康栄養　健康栄養 公立 山形県
20336401 県立米沢栄養大　健康栄養　健康栄養 公立 山形県
20356401 山形保健医療大　保健医療　看護 公立 山形県
20356402 山形保健医療大　保健医療　理学療法 公立 山形県
20356403 山形保健医療大　保健医療　作業療法 公立 山形県
20404703 会津大　コン理工　コンピュータ 公立 福島県
20404703 会津大　コン理工　コンピュータ 公立 福島県
20455501 福島県立医大　医　医 公立 福島県
20455501 福島県立医大　医　医 公立 福島県
20455501 福島県立医大　医　医 公立 福島県
20456401 福島県立医大　看護　看護 公立 福島県
20456401 福島県立医大　看護　看護 公立 福島県
20506401 茨城県立医療大　保健医療　看護 公立 茨城県
20506401 茨城県立医療大　保健医療　看護 公立 茨城県
20506402 茨城県立医療大　保健医療　作業療法 公立 茨城県
20506402 茨城県立医療大　保健医療　作業療法 公立 茨城県
20506403 茨城県立医療大　保健医療　放射線技術科公立 茨城県
20506403 茨城県立医療大　保健医療　放射線技術科公立 茨城県
20506404 茨城県立医療大　保健医療　理学療法 公立 茨城県
20506404 茨城県立医療大　保健医療　理学療法 公立 茨城県
20584601 前橋工科大　工　社会環境工 公立 群馬県
20584601 前橋工科大　工　社会環境工 公立 群馬県
20584602 前橋工科大　工　建築 公立 群馬県
20584602 前橋工科大　工　建築 公立 群馬県
20584604 前橋工科大　工　生命情報 公立 群馬県
20584604 前橋工科大　工　生命情報 公立 群馬県
20584605 前橋工科大　工　システム生体 公立 群馬県
20584605 前橋工科大　工　システム生体 公立 群馬県
20584606 前橋工科大　工　生物工 公立 群馬県
20584606 前橋工科大　工　生物工 公立 群馬県
20585404 前橋工科大　工夜　総合デザイン 公立 群馬県
20585404 前橋工科大　工夜　総合デザイン 公立 群馬県
20596401 群馬健康科学大　看護　看護 公立 群馬県
20596501 群馬健康科学大　診療放射　診療放射線公立 群馬県
20600101 群馬県立女子大　文　英米文化 公立 群馬県
20600101 群馬県立女子大　文　英米文化 公立 群馬県
20600102 群馬県立女子大　文　国文 公立 群馬県
20600102 群馬県立女子大　文　国文 公立 群馬県
20600103 群馬県立女子大　文　美学美術史 公立 群馬県
20600103 群馬県立女子大　文　美学美術史 公立 群馬県
20600104 群馬県立女子大　文　総合教養 公立 群馬県
20603700 群馬県立女子大　国際コミ　 公立 群馬県
20603700 群馬県立女子大　国際コミ　 公立 群馬県
20651300 高崎経大　地域政策　 公立 群馬県
20651300 高崎経大　地域政策　 公立 群馬県
20651300 高崎経大　地域政策　 公立 群馬県
20651800 高崎経大　経済　 公立 群馬県
20651800 高崎経大　経済　 公立 群馬県
20706401 埼玉県立大　保健医療　看護 公立 埼玉県
20706401 埼玉県立大　保健医療　看護 公立 埼玉県
20706402 埼玉県立大　保健医療　理学療法 公立 埼玉県
20706402 埼玉県立大　保健医療　理学療法 公立 埼玉県
20706403 埼玉県立大　保健医療　作業療法 公立 埼玉県
20706403 埼玉県立大　保健医療　作業療法 公立 埼玉県



20706405 埼玉県立大　保健医療　健康／健康行 公立 埼玉県
20706405 埼玉県立大　保健医療　健康／健康行 公立 埼玉県
20706406 埼玉県立大　保健医療　健康／検査技 公立 埼玉県
20706406 埼玉県立大　保健医療　健康／検査技 公立 埼玉県
20706407 埼玉県立大　保健医療　健康／口腔保 公立 埼玉県
20706407 埼玉県立大　保健医療　健康／口腔保 公立 埼玉県
20706408 埼玉県立大　保健医療　社会／社会福 公立 埼玉県
20706408 埼玉県立大　保健医療　社会／社会福 公立 埼玉県
20706409 埼玉県立大　保健医療　社会／福祉子 公立 埼玉県
20706409 埼玉県立大　保健医療　社会／福祉子 公立 埼玉県
20756401 千葉保健医療大　健康科学　看護 公立 千葉県
20756402 千葉保健医療大　健康科学　栄養 公立 千葉県
20756403 千葉保健医療大　健康科学　歯科衛生 公立 千葉県
20756404 千葉保健医療大　健康科学　リハ／理学療公立 千葉県
20756405 千葉保健医療大　健康科学　リハ／作業療公立 千葉県
20793710 首都大東京　都市教養　都市／人文社 公立 東京都
20793710 首都大東京　都市教養　都市／人文社 公立 東京都
20793711 首都大東京　都市教養　都市／法学系 公立 東京都
20793712 首都大東京　都市教養　都市／経営学 公立 東京都
20793712 首都大東京　都市教養　都市／経営学 公立 東京都
20793712 首都大東京　都市教養　都市／経営学 公立 東京都
20793713 首都大東京　都市教養　都市／数理科 公立 東京都
20793713 首都大東京　都市教養　都市／数理科 公立 東京都
20793714 首都大東京　都市教養　都市／物理学 公立 東京都
20793714 首都大東京　都市教養　都市／物理学 公立 東京都
20793715 首都大東京　都市教養　都市／化学 公立 東京都
20793715 首都大東京　都市教養　都市／化学 公立 東京都
20793716 首都大東京　都市教養　都市／生命科 公立 東京都
20793716 首都大東京　都市教養　都市／生命科 公立 東京都
20793717 首都大東京　都市教養　都市／電気電 公立 東京都
20793717 首都大東京　都市教養　都市／電気電 公立 東京都
20793718 首都大東京　都市教養　都市／機械工 公立 東京都
20793718 首都大東京　都市教養　都市／機械工 公立 東京都
20793805 首都大東京　都市環境　都市／地理環 公立 東京都
20793805 首都大東京　都市環境　都市／地理環 公立 東京都
20793806 首都大東京　都市環境　都市／都市基 公立 東京都
20793806 首都大東京　都市環境　都市／都市基 公立 東京都
20793807 首都大東京　都市環境　都市／建築都 公立 東京都
20793807 首都大東京　都市環境　都市／建築都 公立 東京都
20793808 首都大東京　都市環境　都市／分子応 公立 東京都
20793808 首都大東京　都市環境　都市／分子応 公立 東京都
20794705 首都大東京　システム　シス／知能機 公立 東京都
20794705 首都大東京　システム　シス／知能機 公立 東京都
20794706 首都大東京　システム　シス／情報通 公立 東京都
20794706 首都大東京　システム　シス／情報通 公立 東京都
20794707 首都大東京　システム　シス／航空宇 公立 東京都
20794707 首都大東京　システム　シス／航空宇 公立 東京都
20794708 首都大東京　システム　シス／経営シ 公立 東京都
20794708 首都大東京　システム　シス／経営シ 公立 東京都
20794709 首都大東京　システム　シス／インダ 公立 東京都
20794709 首都大東京　システム　シス／インダ 公立 東京都
20796401 首都大東京　健康福祉　看護 公立 東京都
20796401 首都大東京　健康福祉　看護 公立 東京都
20796402 首都大東京　健康福祉　理学療法 公立 東京都
20796402 首都大東京　健康福祉　理学療法 公立 東京都
20796403 首都大東京　健康福祉　作業療法 公立 東京都
20796403 首都大東京　健康福祉　作業療法 公立 東京都
20796404 首都大東京　健康福祉　放射線 公立 東京都



20796404 首都大東京　健康福祉　放射線 公立 東京都
20886401 神奈川保福大　保健福祉　看護 公立 神奈川県
20886401 神奈川保福大　保健福祉　看護 公立 神奈川県
20886402 神奈川保福大　保健福祉　栄養 公立 神奈川県
20886402 神奈川保福大　保健福祉　栄養 公立 神奈川県
20886403 神奈川保福大　保健福祉　社会福祉 公立 神奈川県
20886403 神奈川保福大　保健福祉　社会福祉 公立 神奈川県
20886404 神奈川保福大　保健福祉　リハ／理学療公立 神奈川県
20886405 神奈川保福大　保健福祉　リハ／作業療公立 神奈川県
20903808 横浜市立大　国際総合　国際／教養学 公立 神奈川県
20903808 横浜市立大　国際総合　国際／教養学 公立 神奈川県
20903809 横浜市立大　国際総合　国際／都市学 公立 神奈川県
20903809 横浜市立大　国際総合　国際／都市学 公立 神奈川県
20903810 横浜市立大　国際総合　国際／経営科 公立 神奈川県
20903810 横浜市立大　国際総合　国際／経営科 公立 神奈川県
20903811 横浜市立大　国際総合　国際／理学系 公立 神奈川県
20903811 横浜市立大　国際総合　国際／理学系 公立 神奈川県
20905501 横浜市立大　医　医 公立 神奈川県
20905501 横浜市立大　医　医 公立 神奈川県
20905501 横浜市立大　医　医 公立 神奈川県
20905503 横浜市立大　医　看護 公立 神奈川県
20936401 新潟県立看護大　看護　看護 公立 新潟県
20936401 新潟県立看護大　看護　看護 公立 新潟県
20943301 新潟県立大　国際地域　国際地域 公立 新潟県
20943301 新潟県立大　国際地域　国際地域 公立 新潟県
20943301 新潟県立大　国際地域　国際地域 公立 新潟県
20947901 新潟県立大　人間生活　子ども 公立 新潟県
20947901 新潟県立大　人間生活　子ども 公立 新潟県
20947901 新潟県立大　人間生活　子ども 公立 新潟県
20947902 新潟県立大　人間生活　健康栄養 公立 新潟県
20947902 新潟県立大　人間生活　健康栄養 公立 新潟県
20947902 新潟県立大　人間生活　健康栄養 公立 新潟県
20958301 長岡造形大　造形　プロダクトデ 公立 新潟県
20958301 長岡造形大　造形　プロダクトデ 公立 新潟県
20958302 長岡造形大　造形　視覚デザイン 公立 新潟県
20958302 長岡造形大　造形　視覚デザイン 公立 新潟県
20958303 長岡造形大　造形　美術・工芸 公立 新潟県
20958303 長岡造形大　造形　美術・工芸 公立 新潟県
20958304 長岡造形大　造形　建築・環境デ 公立 新潟県
20958304 長岡造形大　造形　建築・環境デ 公立 新潟県
21004601 富山県立大　工　機械シス工 公立 富山県
21004601 富山県立大　工　機械シス工 公立 富山県
21004603 富山県立大　工　生物工 公立 富山県
21004603 富山県立大　工　生物工 公立 富山県
21004604 富山県立大　工　電子・情報工 公立 富山県
21004604 富山県立大　工　電子・情報工 公立 富山県
21004605 富山県立大　工　知能デザイン 公立 富山県
21004605 富山県立大　工　知能デザイン 公立 富山県
21004606 富山県立大　工　環境・社会基 公立 富山県
21004606 富山県立大　工　環境・社会基 公立 富山県
21004607 富山県立大　工　医薬品工 公立 富山県
21004607 富山県立大　工　医薬品工 公立 富山県
21036401 石川県立看護大　看護　看護 公立 石川県
21036401 石川県立看護大　看護　看護 公立 石川県
21047401 石川県立大　生物資源　生産科学 公立 石川県
21047401 石川県立大　生物資源　生産科学 公立 石川県
21047402 石川県立大　生物資源　環境科学 公立 石川県
21047402 石川県立大　生物資源　環境科学 公立 石川県



21047403 石川県立大　生物資源　食品科学 公立 石川県
21047403 石川県立大　生物資源　食品科学 公立 石川県
21058301 金沢美術工芸大　美術工芸　デザ／製品デ公立 石川県
21058303 金沢美術工芸大　美術工芸　デザ／視覚デ公立 石川県
21058306 金沢美術工芸大　美術工芸　美術／芸術学公立 石川県
21058307 金沢美術工芸大　美術工芸　美術／彫刻公立 石川県
21058308 金沢美術工芸大　美術工芸　工芸 公立 石川県
21058312 金沢美術工芸大　美術工芸　デザ／環境デ公立 石川県
21058313 金沢美術工芸大　美術工芸　美術／日本画公立 石川県
21058314 金沢美術工芸大　美術工芸　美術／油画公立 石川県
21086401 敦賀市立看護大　看護　看護 公立 福井県
21086401 敦賀市立看護大　看護　看護 公立 福井県
21101801 福井県立大　経済　経営 公立 福井県
21101801 福井県立大　経済　経営 公立 福井県
21101802 福井県立大　経済　経済 公立 福井県
21101802 福井県立大　経済　経済 公立 福井県
21106401 福井県立大　看護福祉　看護 公立 福井県
21106401 福井県立大　看護福祉　看護 公立 福井県
21106401 福井県立大　看護福祉　看護 公立 福井県
21106402 福井県立大　看護福祉　社会福祉 公立 福井県
21106402 福井県立大　看護福祉　社会福祉 公立 福井県
21107402 福井県立大　生物資源　生物資源 公立 福井県
21107402 福井県立大　生物資源　生物資源 公立 福井県
21107501 福井県立大　海洋生物　海洋生物資源 公立 福井県
21107501 福井県立大　海洋生物　海洋生物資源 公立 福井県
21141301 山梨県立大　国際政策　総合政策 公立 山梨県
21141301 山梨県立大　国際政策　総合政策 公立 山梨県
21141302 山梨県立大　国際政策　国際コミュニ 公立 山梨県
21141302 山梨県立大　国際政策　国際コミュニ 公立 山梨県
21142701 山梨県立大　人間福祉　福祉コミュニ 公立 山梨県
21142701 山梨県立大　人間福祉　福祉コミュニ 公立 山梨県
21142702 山梨県立大　人間福祉　人間形成 公立 山梨県
21142702 山梨県立大　人間福祉　人間形成 公立 山梨県
21146401 山梨県立大　看護　看護 公立 山梨県
21146401 山梨県立大　看護　看護 公立 山梨県
21150101 都留文科大　文　英文 公立 山梨県
21150101 都留文科大　文　英文 公立 山梨県
21150102 都留文科大　文　国文 公立 山梨県
21150102 都留文科大　文　国文 公立 山梨県
21150104 都留文科大　文　初等教育 公立 山梨県
21150104 都留文科大　文　初等教育 公立 山梨県
21150104 都留文科大　文　初等教育 公立 山梨県
21150105 都留文科大　文　比較文化 公立 山梨県
21150105 都留文科大　文　比較文化 公立 山梨県
21150106 都留文科大　文　社会／現代社 公立 山梨県
21150106 都留文科大　文　社会／現代社 公立 山梨県
21150107 都留文科大　文　社会／環境コ 公立 山梨県
21150107 都留文科大　文　社会／環境コ 公立 山梨県
21150108 都留文科大　文　国際教育 公立 山梨県
21150108 都留文科大　文　国際教育 公立 山梨県
21206401 長野県看護大　看護　看護 公立 長野県
21206401 長野県看護大　看護　看護 公立 長野県
21236401 岐阜県立看護大　看護　看護 公立 岐阜県
21256103 岐阜薬大　薬　薬 公立 岐阜県
21280301 静岡文化芸大　文化政策　国際文化 公立 静岡県
21280301 静岡文化芸大　文化政策　国際文化 公立 静岡県
21280302 静岡文化芸大　文化政策　文化政策 公立 静岡県
21280302 静岡文化芸大　文化政策　文化政策 公立 静岡県



21280303 静岡文化芸大　文化政策　芸術文化 公立 静岡県
21280303 静岡文化芸大　文化政策　芸術文化 公立 静岡県
21288304 静岡文化芸大　デザイン　デザイン 公立 静岡県
21288304 静岡文化芸大　デザイン　デザイン 公立 静岡県
21288304 静岡文化芸大　デザイン　デザイン 公立 静岡県
21302101 静岡県立大　経営情報　経営情報 公立 静岡県
21302101 静岡県立大　経営情報　経営情報 公立 静岡県
21303301 静岡県立大　国際関係　国際関係 公立 静岡県
21303302 静岡県立大　国際関係　国際言語文化 公立 静岡県
21306100 静岡県立大　薬　 公立 静岡県
21306401 静岡県立大　看護　看護 公立 静岡県
21306401 静岡県立大　看護　看護 公立 静岡県
21307901 静岡県立大　食品栄養　栄養生命科学 公立 静岡県
21307901 静岡県立大　食品栄養　栄養生命科学 公立 静岡県
21307902 静岡県立大　食品栄養　食品生命科学 公立 静岡県
21307902 静岡県立大　食品栄養　食品生命科学 公立 静岡県
21307903 静岡県立大　食品栄養　環境生命科学 公立 静岡県
21307903 静岡県立大　食品栄養　環境生命科学 公立 静岡県
21350301 愛知県立大　日本文化　国語国文 公立 愛知県
21350301 愛知県立大　日本文化　国語国文 公立 愛知県
21350302 愛知県立大　日本文化　歴史文化 公立 愛知県
21350302 愛知県立大　日本文化　歴史文化 公立 愛知県
21350801 愛知県立大　外国語　英米 公立 愛知県
21350801 愛知県立大　外国語　英米 公立 愛知県
21350805 愛知県立大　外国語　中国 公立 愛知県
21350805 愛知県立大　外国語　中国 公立 愛知県
21350808 愛知県立大　外国語　国際関係 公立 愛知県
21350808 愛知県立大　外国語　国際関係 公立 愛知県
21350809 愛知県立大　外国語　ヨー／フラン 公立 愛知県
21350809 愛知県立大　外国語　ヨー／フラン 公立 愛知県
21350810 愛知県立大　外国語　ヨー／スペイ 公立 愛知県
21350810 愛知県立大　外国語　ヨー／スペイ 公立 愛知県
21350811 愛知県立大　外国語　ヨー／ドイツ 公立 愛知県
21350811 愛知県立大　外国語　ヨー／ドイツ 公立 愛知県
21353101 愛知県立大　教育福祉　教育発達 公立 愛知県
21353101 愛知県立大　教育福祉　教育発達 公立 愛知県
21353102 愛知県立大　教育福祉　社会福祉 公立 愛知県
21353102 愛知県立大　教育福祉　社会福祉 公立 愛知県
21353703 愛知県立大　情報科学　情報科学 公立 愛知県
21353703 愛知県立大　情報科学　情報科学 公立 愛知県
21356401 愛知県立大　看護　看護 公立 愛知県
21356401 愛知県立大　看護　看護 公立 愛知県
21458301 愛知県立芸大　美術　デザ／デザイ 公立 愛知県
21458302 愛知県立芸大　美術　デザ／陶磁 公立 愛知県
21458303 愛知県立芸大　美術　美術／油画 公立 愛知県
21458304 愛知県立芸大　美術　美術／彫刻 公立 愛知県
21458305 愛知県立芸大　美術　美術／日本画 公立 愛知県
21458306 愛知県立芸大　美術　美術／芸術学 公立 愛知県
21458401 愛知県立芸大　音楽　音楽／管打楽 公立 愛知県
21458402 愛知県立芸大　音楽　音楽／弦楽器 公立 愛知県
21458403 愛知県立芸大　音楽　音楽／ピアノ 公立 愛知県
21458404 愛知県立芸大　音楽　音楽／音楽学 公立 愛知県
21458405 愛知県立芸大　音楽　音楽／作曲 公立 愛知県
21458406 愛知県立芸大　音楽　音楽／声楽 公立 愛知県
21501800 名古屋市立大　経済　 公立 愛知県
21501800 名古屋市立大　経済　 公立 愛知県
21501800 名古屋市立大　経済　 公立 愛知県
21502701 名古屋市立大　人文社会　心理教育 公立 愛知県



21502701 名古屋市立大　人文社会　心理教育 公立 愛知県
21502702 名古屋市立大　人文社会　現代社会 公立 愛知県
21502702 名古屋市立大　人文社会　現代社会 公立 愛知県
21502703 名古屋市立大　人文社会　国際文化 公立 愛知県
21502703 名古屋市立大　人文社会　国際文化 公立 愛知県
21504701 名古屋市立大　芸術工　情報環境デザ 公立 愛知県
21504701 名古屋市立大　芸術工　情報環境デザ 公立 愛知県
21504702 名古屋市立大　芸術工　建築都市デザ 公立 愛知県
21504702 名古屋市立大　芸術工　建築都市デザ 公立 愛知県
21504702 名古屋市立大　芸術工　建築都市デザ 公立 愛知県
21504703 名古屋市立大　芸術工　産業イノベー 公立 愛知県
21504703 名古屋市立大　芸術工　産業イノベー 公立 愛知県
21505501 名古屋市立大　医　医 公立 愛知県
21506102 名古屋市立大　薬　薬 公立 愛知県
21506103 名古屋市立大　薬　生命薬科学 公立 愛知県
21506401 名古屋市立大　看護　看護 公立 愛知県
21506401 名古屋市立大　看護　看護 公立 愛知県
21536401 三重県立看護大　看護　看護 公立 三重県
21536401 三重県立看護大　看護　看護 公立 三重県
21603702 滋賀県立大　人間文化　地域文化 公立 滋賀県
21603702 滋賀県立大　人間文化　地域文化 公立 滋賀県
21603706 滋賀県立大　人間文化　生活デザイン 公立 滋賀県
21603706 滋賀県立大　人間文化　生活デザイン 公立 滋賀県
21603707 滋賀県立大　人間文化　生活栄養 公立 滋賀県
21603707 滋賀県立大　人間文化　生活栄養 公立 滋賀県
21603708 滋賀県立大　人間文化　人間関係 公立 滋賀県
21603708 滋賀県立大　人間文化　人間関係 公立 滋賀県
21603709 滋賀県立大　人間文化　国際コミュニ 公立 滋賀県
21603709 滋賀県立大　人間文化　国際コミュニ 公立 滋賀県
21603803 滋賀県立大　環境科学　環境生態 公立 滋賀県
21603803 滋賀県立大　環境科学　環境生態 公立 滋賀県
21603804 滋賀県立大　環境科学　生物資源管理 公立 滋賀県
21603804 滋賀県立大　環境科学　生物資源管理 公立 滋賀県
21603805 滋賀県立大　環境科学　環境政策・計 公立 滋賀県
21603805 滋賀県立大　環境科学　環境政策・計 公立 滋賀県
21603806 滋賀県立大　環境科学　環境建築デザ 公立 滋賀県
21603806 滋賀県立大　環境科学　環境建築デザ 公立 滋賀県
21604601 滋賀県立大　工　機械シス工 公立 滋賀県
21604601 滋賀県立大　工　機械シス工 公立 滋賀県
21604602 滋賀県立大　工　材料科学 公立 滋賀県
21604602 滋賀県立大　工　材料科学 公立 滋賀県
21604603 滋賀県立大　工　電子シス工 公立 滋賀県
21604603 滋賀県立大　工　電子シス工 公立 滋賀県
21606401 滋賀県立大　人間看護　人間看護 公立 滋賀県
21606401 滋賀県立大　人間看護　人間看護 公立 滋賀県
21632101 福知山公立大　地域経営　地域経営 公立 京都府
21632101 福知山公立大　地域経営　地域経営 公立 京都府
21632101 福知山公立大　地域経営　地域経営 公立 京都府
21632102 福知山公立大　地域経営　医療福祉経営公立 京都府
21632102 福知山公立大　地域経営　医療福祉経営公立 京都府
21632102 福知山公立大　地域経営　医療福祉経営公立 京都府
21658301 京都市立芸大　美術　工芸 公立 京都府
21658302 京都市立芸大　美術　デザイン 公立 京都府
21658303 京都市立芸大　美術　美術 公立 京都府
21658304 京都市立芸大　美術　総合芸術 公立 京都府
21658402 京都市立芸大　音楽　音楽／作曲 公立 京都府
21658403 京都市立芸大　音楽　音楽／指揮 公立 京都府
21658404 京都市立芸大　音楽　音楽／ピアノ 公立 京都府



21658405 京都市立芸大　音楽　音楽／弦楽 公立 京都府
21658406 京都市立芸大　音楽　音楽／管・打 公立 京都府
21658407 京都市立芸大　音楽　音楽／声楽 公立 京都府
21658408 京都市立芸大　音楽　音楽／音楽学 公立 京都府
21700106 京都府立大　文　日本・中国文 公立 京都府
21700106 京都府立大　文　日本・中国文 公立 京都府
21700107 京都府立大　文　欧米言語文化 公立 京都府
21700107 京都府立大　文　欧米言語文化 公立 京都府
21700108 京都府立大　文　歴史 公立 京都府
21700108 京都府立大　文　歴史 公立 京都府
21701301 京都府立大　公共政策　公共政策 公立 京都府
21701301 京都府立大　公共政策　公共政策 公立 京都府
21701302 京都府立大　公共政策　福祉社会 公立 京都府
21701302 京都府立大　公共政策　福祉社会 公立 京都府
21703801 京都府立大　生命環境　食保健 公立 京都府
21703802 京都府立大　生命環境　環境デザイン 公立 京都府
21703802 京都府立大　生命環境　環境デザイン 公立 京都府
21703803 京都府立大　生命環境　環境・情報科 公立 京都府
21703804 京都府立大　生命環境　農学生命科学 公立 京都府
21703804 京都府立大　生命環境　農学生命科学 公立 京都府
21703805 京都府立大　生命環境　森林科学 公立 京都府
21703805 京都府立大　生命環境　森林科学 公立 京都府
21703806 京都府立大　生命環境　生命分子化 公立 京都府
21703806 京都府立大　生命環境　生命分子化 公立 京都府
21755501 京都府立医大　医　医 公立 京都府
21755502 京都府立医大　医　看護 公立 京都府
21850100 大阪市立大　文　 公立 大阪府
21850100 大阪市立大　文　 公立 大阪府
21851201 大阪市立大　法　法 公立 大阪府
21851201 大阪市立大　法　法 公立 大阪府
21851801 大阪市立大　経済　経済 公立 大阪府
21851801 大阪市立大　経済　経済 公立 大阪府
21851801 大阪市立大　経済　経済 公立 大阪府
21852001 大阪市立大　商　商 公立 大阪府
21852001 大阪市立大　商　商 公立 大阪府
21854201 大阪市立大　理　化学 公立 大阪府
21854201 大阪市立大　理　化学 公立 大阪府
21854202 大阪市立大　理　数学 公立 大阪府
21854202 大阪市立大　理　数学 公立 大阪府
21854203 大阪市立大　理　生物 公立 大阪府
21854203 大阪市立大　理　生物 公立 大阪府
21854204 大阪市立大　理　地球 公立 大阪府
21854204 大阪市立大　理　地球 公立 大阪府
21854206 大阪市立大　理　物理 公立 大阪府
21854206 大阪市立大　理　物理 公立 大阪府
21854207 大阪市立大　理　除数学 公立 大阪府
21854603 大阪市立大　工　機械工 公立 大阪府
21854603 大阪市立大　工　機械工 公立 大阪府
21854604 大阪市立大　工　建築 公立 大阪府
21854604 大阪市立大　工　建築 公立 大阪府
21854605 大阪市立大　工　電気情報工 公立 大阪府
21854605 大阪市立大　工　電気情報工 公立 大阪府
21854611 大阪市立大　工　電子・物理工 公立 大阪府
21854611 大阪市立大　工　電子・物理工 公立 大阪府
21854612 大阪市立大　工　化学バイオ工 公立 大阪府
21854612 大阪市立大　工　化学バイオ工 公立 大阪府
21854613 大阪市立大　工　都市 公立 大阪府
21854613 大阪市立大　工　都市 公立 大阪府



21855501 大阪市立大　医　医 公立 大阪府
21855501 大阪市立大　医　医 公立 大阪府
21855501 大阪市立大　医　医 公立 大阪府
21855502 大阪市立大　医　看護 公立 大阪府
21857901 大阪市立大　生活科学　食品栄養科学 公立 大阪府
21857902 大阪市立大　生活科学　居住環境 公立 大阪府
21857903 大阪市立大　生活科学　人間福祉 公立 大阪府
21909100 大阪府立大　現代シス　 公立 大阪府
21909101 大阪府立大　現代シス　知識情報シス 公立 大阪府
21909102 大阪府立大　現代シス　マネジメント 公立 大阪府
21909103 大阪府立大　現代シス　環境システム 公立 大阪府
21909103 大阪府立大　現代シス　環境システム 公立 大阪府
21909201 大阪府立大　工学域　電気電子系学 公立 大阪府
21909202 大阪府立大　工学域　物質化学系学 公立 大阪府
21909203 大阪府立大　工学域　機械系学類 公立 大阪府
21909301 大阪府立大　生命環境　獣医学類 公立 大阪府
21909301 大阪府立大　生命環境　獣医学類 公立 大阪府
21909302 大阪府立大　生命環境　応用生命科学 公立 大阪府
21909302 大阪府立大　生命環境　応用生命科学 公立 大阪府
21909303 大阪府立大　生命環境　緑地環境科学 公立 大阪府
21909303 大阪府立大　生命環境　緑地環境科学 公立 大阪府
21909304 大阪府立大　生命環境　自然科学類 公立 大阪府
21909304 大阪府立大　生命環境　自然科学類 公立 大阪府
21909304 大阪府立大　生命環境　自然科学類 公立 大阪府
21909304 大阪府立大　生命環境　自然科学類 公立 大阪府
21909304 大阪府立大　生命環境　自然科学類 公立 大阪府
21909304 大阪府立大　生命環境　自然科学類 公立 大阪府
21909304 大阪府立大　生命環境　自然科学類 公立 大阪府
21909401 大阪府立大　地域保健　看護学類 公立 大阪府
21909401 大阪府立大　地域保健　看護学類 公立 大阪府
21909402 大阪府立大　地域保健　総合／理学療 公立 大阪府
21909402 大阪府立大　地域保健　総合／理学療 公立 大阪府
21909403 大阪府立大　地域保健　総合／作業療 公立 大阪府
21909403 大阪府立大　地域保健　総合／作業療 公立 大阪府
21909404 大阪府立大　地域保健　総合／栄養療 公立 大阪府
21909404 大阪府立大　地域保健　総合／栄養療 公立 大阪府
21909405 大阪府立大　地域保健　教育福祉学類 公立 大阪府
21909405 大阪府立大　地域保健　教育福祉学類 公立 大阪府
21986401 神戸市看護大　看護　看護 公立 兵庫県
21986401 神戸市看護大　看護　看護 公立 兵庫県
21991800 兵庫県立大　経済　 公立 兵庫県
21991800 兵庫県立大　経済　 公立 兵庫県
21991900 兵庫県立大　経営　 公立 兵庫県
21991900 兵庫県立大　経営　 公立 兵庫県
21993701 兵庫県立大　環境人間　環境人間 公立 兵庫県
21993701 兵庫県立大　環境人間　環境人間 公立 兵庫県
21993702 兵庫県立大　環境人間　環境／食環境 公立 兵庫県
21994201 兵庫県立大　理　生命科学 公立 兵庫県
21994202 兵庫県立大　理　物質科学 公立 兵庫県
21994601 兵庫県立大　工　電気電子情報 公立 兵庫県
21994601 兵庫県立大　工　電気電子情報 公立 兵庫県
21994602 兵庫県立大　工　機械・材料工 公立 兵庫県
21994602 兵庫県立大　工　機械・材料工 公立 兵庫県
21994603 兵庫県立大　工　応用化学工 公立 兵庫県
21994603 兵庫県立大　工　応用化学工 公立 兵庫県
21996401 兵庫県立大　看護　看護 公立 兵庫県
21996401 兵庫県立大　看護　看護 公立 兵庫県
22000801 神戸市外大　外国語　イスパニア 公立 兵庫県



22000801 神戸市外大　外国語　イスパニア 公立 兵庫県
22000802 神戸市外大　外国語　英米 公立 兵庫県
22000802 神戸市外大　外国語　英米 公立 兵庫県
22000803 神戸市外大　外国語　国際関係 公立 兵庫県
22000803 神戸市外大　外国語　国際関係 公立 兵庫県
22000804 神戸市外大　外国語　中国 公立 兵庫県
22000804 神戸市外大　外国語　中国 公立 兵庫県
22000805 神戸市外大　外国語　ロシア 公立 兵庫県
22000805 神戸市外大　外国語　ロシア 公立 兵庫県
22001101 神戸市外大　外国語２　英米 公立 兵庫県
22001101 神戸市外大　外国語２　英米 公立 兵庫県
22205501 奈良県立医大　医　医 公立 奈良県
22205501 奈良県立医大　医　医 公立 奈良県
22205503 奈良県立医大　医　看護 公立 奈良県
22205503 奈良県立医大　医　看護 公立 奈良県
22252303 奈良県立大　地域創造　地域創造 公立 奈良県
22252303 奈良県立大　地域創造　地域創造 公立 奈良県
22305501 和歌山県立医大　医　医 公立 和歌山県
22305501 和歌山県立医大　医　医 公立 和歌山県
22306401 和歌山県立医大　保健看護　保健看護 公立 和歌山県
22306401 和歌山県立医大　保健看護　保健看護 公立 和歌山県
22351901 公立鳥取環境大　経営　経営 公立 鳥取県
22351901 公立鳥取環境大　経営　経営 公立 鳥取県
22351901 公立鳥取環境大　経営　経営 公立 鳥取県
22354701 公立鳥取環境大　環境　環境 公立 鳥取県
22354701 公立鳥取環境大　環境　環境 公立 鳥取県
22354701 公立鳥取環境大　環境　環境 公立 鳥取県
22401301 島根県立大　総合政策　総合政策 公立 島根県
22401301 島根県立大　総合政策　総合政策 公立 島根県
22401301 島根県立大　総合政策　総合政策 公立 島根県
22406401 島根県立大　看護　看護 公立 島根県
22436401 新見公立大　健康科学　看護 公立 岡山県
22436401 新見公立大　健康科学　看護 公立 岡山県
22454701 岡山県立大　情報工　情報シス工 公立 岡山県
22454701 岡山県立大　情報工　情報シス工 公立 岡山県
22454702 岡山県立大　情報工　情報通信工 公立 岡山県
22454702 岡山県立大　情報工　情報通信工 公立 岡山県
22454703 岡山県立大　情報工　人間情報工 公立 岡山県
22454703 岡山県立大　情報工　人間情報工 公立 岡山県
22456401 岡山県立大　保健福祉　栄養 公立 岡山県
22456401 岡山県立大　保健福祉　栄養 公立 岡山県
22456402 岡山県立大　保健福祉　看護 公立 岡山県
22456402 岡山県立大　保健福祉　看護 公立 岡山県
22456404 岡山県立大　保健福祉　保健／社会福 公立 岡山県
22456404 岡山県立大　保健福祉　保健／社会福 公立 岡山県
22456405 岡山県立大　保健福祉　保健／子ども 公立 岡山県
22456405 岡山県立大　保健福祉　保健／子ども 公立 岡山県
22458303 岡山県立大　デザイン　デザイン工 公立 岡山県
22458304 岡山県立大　デザイン　造形デザイン 公立 岡山県
22492101 尾道市立大　経済情報　経済情報 公立 広島県
22492101 尾道市立大　経済情報　経済情報 公立 広島県
22492101 尾道市立大　経済情報　経済情報 公立 広島県
22498301 尾道市立大　芸術文化　日本文 公立 広島県
22498301 尾道市立大　芸術文化　日本文 公立 広島県
22498302 尾道市立大　芸術文化　美術 公立 広島県
22498302 尾道市立大　芸術文化　美術 公立 広島県
22512101 県立広島大　経営情報　経営 公立 広島県
22512101 県立広島大　経営情報　経営 公立 広島県



22512102 県立広島大　経営情報　経営情報 公立 広島県
22512102 県立広島大　経営情報　経営情報 公立 広島県
22513701 県立広島大　人間文化　国際文化 公立 広島県
22513701 県立広島大　人間文化　国際文化 公立 広島県
22513702 県立広島大　人間文化　健康科学 公立 広島県
22513702 県立広島大　人間文化　健康科学 公立 広島県
22513801 県立広島大　生命環境　生命科学 公立 広島県
22513801 県立広島大　生命環境　生命科学 公立 広島県
22513802 県立広島大　生命環境　環境科学 公立 広島県
22513802 県立広島大　生命環境　環境科学 公立 広島県
22516401 県立広島大　保健福祉　看護 公立 広島県
22516401 県立広島大　保健福祉　看護 公立 広島県
22516402 県立広島大　保健福祉　理学療法 公立 広島県
22516402 県立広島大　保健福祉　理学療法 公立 広島県
22516403 県立広島大　保健福祉　作業療法 公立 広島県
22516403 県立広島大　保健福祉　作業療法 公立 広島県
22516404 県立広島大　保健福祉　コミュニケー 公立 広島県
22516404 県立広島大　保健福祉　コミュニケー 公立 広島県
22516405 県立広島大　保健福祉　人間福祉 公立 広島県
22516405 県立広島大　保健福祉　人間福祉 公立 広島県
22522101 福山市立大　都市経営　都市経営 公立 広島県
22522101 福山市立大　都市経営　都市経営 公立 広島県
22523001 福山市立大　教育　児童／教育 公立 広島県
22523001 福山市立大　教育　児童／教育 公立 広島県
22523002 福山市立大　教育　児童／保育 公立 広島県
22523002 福山市立大　教育　児童／保育 公立 広島県
22603301 広島市立大　国際　国際 公立 広島県
22603301 広島市立大　国際　国際 公立 広島県
22603700 広島市立大　情報科学　 公立 広島県
22603700 広島市立大　情報科学　 公立 広島県
22608301 広島市立大　芸術　デザイン工芸 公立 広島県
22608301 広島市立大　芸術　デザイン工芸 公立 広島県
22608302 広島市立大　芸術　美術／油絵 公立 広島県
22608303 広島市立大　芸術　美術／彫刻 公立 広島県
22608304 広島市立大　芸術　美術／日本画 公立 広島県
22634601 山口東京理科大　工　機械工 公立 山口県
22634601 山口東京理科大　工　機械工 公立 山口県
22634601 山口東京理科大　工　機械工 公立 山口県
22634602 山口東京理科大　工　電気工 公立 山口県
22634602 山口東京理科大　工　電気工 公立 山口県
22634602 山口東京理科大　工　電気工 公立 山口県
22634603 山口東京理科大　工　応用化 公立 山口県
22634603 山口東京理科大　工　応用化 公立 山口県
22634603 山口東京理科大　工　応用化 公立 山口県
22651801 下関市立大　経済　経済 公立 山口県
22651801 下関市立大　経済　経済 公立 山口県
22651802 下関市立大　経済　国際商 公立 山口県
22651802 下関市立大　経済　国際商 公立 山口県
22651803 下関市立大　経済　公共マネジメ 公立 山口県
22651803 下関市立大　経済　公共マネジメ 公立 山口県
22702601 山口県立大　社会福祉　社会福祉 公立 山口県
22702601 山口県立大　社会福祉　社会福祉 公立 山口県
22703301 山口県立大　国際文化　国際文化 公立 山口県
22703301 山口県立大　国際文化　国際文化 公立 山口県
22703302 山口県立大　国際文化　文化創造 公立 山口県
22703302 山口県立大　国際文化　文化創造 公立 山口県
22706501 山口県立大　看護栄養　看護 公立 山口県
22706501 山口県立大　看護栄養　看護 公立 山口県



22706502 山口県立大　看護栄養　栄養 公立 山口県
22706502 山口県立大　看護栄養　栄養 公立 山口県
22806401 香川保健医療大　保健医療　看護 公立 香川県
22806401 香川保健医療大　保健医療　看護 公立 香川県
22806402 香川保健医療大　保健医療　臨床検査 公立 香川県
22856401 愛媛医療技術大　保健科学　看護 公立 愛媛県
22856401 愛媛医療技術大　保健科学　看護 公立 愛媛県
22856402 愛媛医療技術大　保健科学　臨床検査 公立 愛媛県
22882200 高知工科大　経済マネ　 公立 高知県
22882200 高知工科大　経済マネ　 公立 高知県
22882200 高知工科大　経済マネ　 公立 高知県
22882200 高知工科大　経済マネ　 公立 高知県
22883700 高知工科大　情報　 公立 高知県
22883700 高知工科大　情報　 公立 高知県
22883700 高知工科大　情報　 公立 高知県
22884700 高知工科大　シス工　 公立 高知県
22884700 高知工科大　シス工　 公立 高知県
22884700 高知工科大　シス工　 公立 高知県
22884800 高知工科大　環境理工　 公立 高知県
22884800 高知工科大　環境理工　 公立 高知県
22884800 高知工科大　環境理工　 公立 高知県
22900301 高知県立大　文化　文化 公立 高知県
22900301 高知県立大　文化　文化 公立 高知県
22902601 高知県立大　社会福祉　社会福祉 公立 高知県
22902601 高知県立大　社会福祉　社会福祉 公立 高知県
22906401 高知県立大　看護　看護 公立 高知県
22906401 高知県立大　看護　看護 公立 高知県
22906501 高知県立大　健康栄養　健康栄養 公立 高知県
22950101 北九州市立大　文　人間関係 公立 福岡県
22950101 北九州市立大　文　人間関係 公立 福岡県
22950102 北九州市立大　文　比較文化 公立 福岡県
22950102 北九州市立大　文　比較文化 公立 福岡県
22950803 北九州市立大　外国語　国際関係 公立 福岡県
22950803 北九州市立大　外国語　国際関係 公立 福岡県
22950804 北九州市立大　外国語　英米 公立 福岡県
22950804 北九州市立大　外国語　英米 公立 福岡県
22950805 北九州市立大　外国語　中国 公立 福岡県
22950805 北九州市立大　外国語　中国 公立 福岡県
22951201 北九州市立大　法　政策科学 公立 福岡県
22951201 北九州市立大　法　政策科学 公立 福岡県
22951202 北九州市立大　法　法律 公立 福岡県
22951202 北九州市立大　法　法律 公立 福岡県
22951801 北九州市立大　経済　経営情報 公立 福岡県
22951801 北九州市立大　経済　経営情報 公立 福岡県
22951801 北九州市立大　経済　経営情報 公立 福岡県
22951802 北九州市立大　経済　経済 公立 福岡県
22951802 北九州市立大　経済　経済 公立 福岡県
22951802 北九州市立大　経済　経済 公立 福岡県
22953702 北九州市立大　国際環境　機械シス工 公立 福岡県
22953702 北九州市立大　国際環境　機械シス工 公立 福岡県
22953703 北九州市立大　国際環境　情報メディア 公立 福岡県
22953703 北九州市立大　国際環境　情報メディア 公立 福岡県
22953704 北九州市立大　国際環境　建築デザイン 公立 福岡県
22953704 北九州市立大　国際環境　建築デザイン 公立 福岡県
22953705 北九州市立大　国際環境　エネルギー循公立 福岡県
22953705 北九州市立大　国際環境　エネルギー循公立 福岡県
22953706 北九州市立大　国際環境　環境生命工 公立 福岡県
22953706 北九州市立大　国際環境　環境生命工 公立 福岡県



22953801 北九州市立大　地域創生　地域創生学類公立 福岡県
22954101 北九州市立大　地域創夜　地域創生学類公立 福岡県
23005801 九州歯大　歯　歯 公立 福岡県
23005802 九州歯大　歯　口腔保健 公立 福岡県
23052701 福岡県立大　人間社会　公共社会 公立 福岡県
23052701 福岡県立大　人間社会　公共社会 公立 福岡県
23052702 福岡県立大　人間社会　社会福祉 公立 福岡県
23052702 福岡県立大　人間社会　社会福祉 公立 福岡県
23052703 福岡県立大　人間社会　人間形成 公立 福岡県
23052703 福岡県立大　人間社会　人間形成 公立 福岡県
23056401 福岡県立大　看護　看護 公立 福岡県
23056401 福岡県立大　看護　看護 公立 福岡県
23103801 福岡女子大　国際文理　国際教養 公立 福岡県
23103801 福岡女子大　国際文理　国際教養 公立 福岡県
23103802 福岡女子大　国際文理　環境科学 公立 福岡県
23103802 福岡女子大　国際文理　環境科学 公立 福岡県
23103803 福岡女子大　国際文理　食・健康 公立 福岡県
23103803 福岡女子大　国際文理　食・健康 公立 福岡県
23201901 長崎県立大　経営　経営 公立 長崎県
23201901 長崎県立大　経営　経営 公立 長崎県
23201903 長崎県立大　経営　国際経営 公立 長崎県
23201903 長崎県立大　経営　国際経営 公立 長崎県
23202101 長崎県立大　地域創造　公共政策 公立 長崎県
23202101 長崎県立大　地域創造　公共政策 公立 長崎県
23202101 長崎県立大　地域創造　公共政策 公立 長崎県
23202102 長崎県立大　地域創造　実践経済 公立 長崎県
23202102 長崎県立大　地域創造　実践経済 公立 長崎県
23202102 長崎県立大　地域創造　実践経済 公立 長崎県
23202701 長崎県立大　国際社会　国際社会 公立 長崎県
23202701 長崎県立大　国際社会　国際社会 公立 長崎県
23204701 長崎県立大　情報シス　情報システム 公立 長崎県
23204701 長崎県立大　情報シス　情報システム 公立 長崎県
23204702 長崎県立大　情報シス　情報セキュリ 公立 長崎県
23204702 長崎県立大　情報シス　情報セキュリ 公立 長崎県
23206401 長崎県立大　看護栄養　看護 公立 長崎県
23206401 長崎県立大　看護栄養　看護 公立 長崎県
23206402 長崎県立大　看護栄養　栄養健康 公立 長崎県
23206402 長崎県立大　看護栄養　栄養健康 公立 長崎県
23250101 熊本県立大　文　英語英米文 公立 熊本県
23250101 熊本県立大　文　英語英米文 公立 熊本県
23250102 熊本県立大　文　日本語日本文 公立 熊本県
23250102 熊本県立大　文　日本語日本文 公立 熊本県
23253701 熊本県立大　総合管理　総合管理 公立 熊本県
23253701 熊本県立大　総合管理　総合管理 公立 熊本県
23253701 熊本県立大　総合管理　総合管理 公立 熊本県
23253701 熊本県立大　総合管理　総合管理 公立 熊本県
23258004 熊本県立大　環境共生　環境資源 公立 熊本県
23258004 熊本県立大　環境共生　環境資源 公立 熊本県
23258005 熊本県立大　環境共生　居住環境 公立 熊本県
23258005 熊本県立大　環境共生　居住環境 公立 熊本県
23258006 熊本県立大　環境共生　食健康科学 公立 熊本県
23258006 熊本県立大　環境共生　食健康科学 公立 熊本県
23286401 大分看護科学大　看護　看護 公立 大分県
23286401 大分看護科学大　看護　看護 公立 大分県
23336401 宮崎県立看護大　看護　看護 公立 宮崎県
23336401 宮崎県立看護大　看護　看護 公立 宮崎県
23350201 宮崎公立大　人文　国際文化 公立 宮崎県
23350201 宮崎公立大　人文　国際文化 公立 宮崎県



23436401 沖縄県立看護大　看護　看護 公立 沖縄県
23436401 沖縄県立看護大　看護　看護 公立 沖縄県
23443301 名桜大　国際　国際学類 公立 沖縄県
23443301 名桜大　国際　国際学類 公立 沖縄県
23443301 名桜大　国際　国際学類 公立 沖縄県
23446401 名桜大　人間健康　スポーツ健康 公立 沖縄県
23446401 名桜大　人間健康　スポーツ健康 公立 沖縄県
23446401 名桜大　人間健康　スポーツ健康 公立 沖縄県
23446402 名桜大　人間健康　看護 公立 沖縄県
23446402 名桜大　人間健康　看護 公立 沖縄県
23458301 沖縄県立芸大　美術工芸　デザ／工芸 公立 沖縄県
23458302 沖縄県立芸大　美術工芸　デザ／デザイ公立 沖縄県
23458303 沖縄県立芸大　美術工芸　美術／絵画 公立 沖縄県
23458303 沖縄県立芸大　美術工芸　美術／絵画 公立 沖縄県
23458304 沖縄県立芸大　美術工芸　美術／彫刻 公立 沖縄県
23458304 沖縄県立芸大　美術工芸　美術／彫刻 公立 沖縄県
23458305 沖縄県立芸大　美術工芸　美術／芸術学公立 沖縄県
23458404 沖縄県立芸大　音楽　音楽／琉球芸 公立 沖縄県
23458407 沖縄県立芸大　音楽　音楽／音楽表 公立 沖縄県
23458408 沖縄県立芸大　音楽　音楽／音楽文 公立 沖縄県


