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1 旭川医科大学 完成済 49 東京大学 完成済 97 名古屋大学 145 島根県立大学(人間文化学部) 完成済

2 小樽商科大学(昼間コース) 完成済 50 東京医科歯科大学 98 名古屋工業大学(工学部第一部) 146 岡山大学

3 小樽商科大学(夜間主コース) 完成済 51 東京外国語大学 99 名古屋工業大学(工学部第二部) 147 岡山県立大学

4 帯広畜産大学 完成済 52 東京海洋大学 100 愛知県立大学 完成済 148 新見公立大学

5 北見工業大学 完成済 53 東京学芸大学 完成済 101 愛知県立芸術大学(美術学部) 完成済 149 広島大学

6 北海道大学 完成済 54 東京藝術大学 102 愛知県立芸術大学(音楽学部) 完成済 150 尾道市立大学

7 北海道教育大学 完成済 55 東京工業大学 11月下旬 103 名古屋市立大学 151 県立広島大学

8 室蘭工業大学 完成済 56 東京農工大学 完成済 104 三重大学 完成済 152 広島市立大学 11月下旬

9 釧路公立大学 完成済 57 一橋大学 完成済 105 三重県立看護大学 153 福山市立大学 完成済

10 公立はこだて未来大学 完成済 58 首都大学東京 106 滋賀大学 完成済 154 山口大学

11 札幌医科大学 完成済 59 横浜国立大学 完成済 107 滋賀医科大学 完成済 155 山陽小野田市立山口東京理科大学

12 札幌市立大学 完成済 60 神奈川県立保健福祉大学 108 滋賀県立大学 完成済 156 下関市立大学 完成済

13 名寄市立大学 完成済 61 横浜市立大学(医学部以外) 11月下旬 109 京都大学 157 山口県立大学 完成済

14 弘前大学 11月下旬 62 横浜市立大学(医学部医学科) 11月下旬 110 京都教育大学 完成済 158 徳島大学

15 青森県立保健大学 完成済 63 横浜市立大学(医学部看護学科) 11月下旬 111 京都工芸繊維大学 159 鳴門教育大学

16 青森公立大学 完成済 64 上越教育大学 112 京都市立芸術大学(美術学部) 完成済 160 香川大学

17 岩手大学 11月下旬 65 長岡技術科学大学 113 京都市立芸術大学(音楽学部) 完成済 161 香川県立保健医療大学 完成済

18 岩手県立大学 完成済 66 新潟大学 114 京都府立大学 完成済 162 愛媛大学

19 東北大学 11月下旬 67 新潟県立看護大学 完成済 115 京都府立医科大学(医学科) 完成済 163 愛媛県立医療技術大学 完成済

20 宮城教育大学 完成済 68 新潟県立大学 完成済 116 京都府立医科大学(看護学科) 完成済 164 高知大学

21 宮城大学 69 長岡造形大学 完成済 117 福知山公立大学 165 高知県立大学 完成済

22 秋田大学 11月下旬 70 富山大学 完成済 118 大阪大学 166 高知工科大学 完成済

23 秋田県立大学 完成済 71 富山県立大学 完成済 119 大阪教育大学 167 九州大学

24 秋田公立美術大学 完成済 72 金沢大学 120 大阪市立大学 168 九州工業大学

25 国際教養大学 73 石川県立大学 完成済 121 大阪府立大学 169 福岡教育大学 11月下旬

26 山形大学 完成済 74 石川県立看護大学 完成済 122 神戸大学 170 北九州市立大学

27 山形県立保健医療大学 完成済 75 金沢美術工芸大学 完成済 123 兵庫教育大学 171 九州歯科大学 完成済

28 山形県立米沢栄養大学 完成済 76 公立小松大学 124 神戸市外国語大学 完成済 172 福岡県立大学 完成済

29 福島大学 完成済 77 福井大学 完成済 125 神戸市看護大学 完成済 173 福岡女子大学

30 会津大学 完成済 78 敦賀市立看護大学 完成済 126 兵庫県立大学(国際商経学部) 174 佐賀大学

31 福島県立医科大学 完成済 79 福井県立大学 完成済 127 兵庫県立大学(社会情報科学部) 175 長崎大学

32 茨城大学 80 山梨大学 128 兵庫県立大学(理学部) 完成済 176 長崎県立大学

33 筑波大学 完成済 81 都留文科大学 129 兵庫県立大学(環境人間学部) 完成済 177 熊本大学

34 筑波技術大学(産業技術学部) 82 山梨県立大学 130 兵庫県立大学(工学部) 完成済 178 熊本県立大学 完成済

35 筑波技術大学(保健科学部) 83 信州大学 131 兵庫県立大学(看護学部) 完成済 179 大分大学

36 茨城県立医療大学 完成済 84 公立諏訪東京理科大学 132 奈良教育大学 180 大分県立看護科学大学 完成済

37 宇都宮大学 85 長野大学 133 奈良女子大学 完成済 181 宮崎大学

38 群馬大学 86 長野県看護大学 完成済 134 奈良県立大学 完成済 182 宮崎県立看護大学 完成済

39 群馬県立県民健康科学大学 完成済 87 長野県立大学 135 奈良県立医科大学(医学科) 183 宮崎公立大学 完成済

40 群馬県立女子大学 完成済 88 岐阜大学 136 奈良県立医科大学(看護学科) 184 鹿児島大学

41 高崎経済大学 89 岐阜県立看護大学 完成済 137 和歌山大学 完成済 185 鹿屋体育大学 完成済

42 前橋工科大学 90 岐阜薬科大学 完成済 138 和歌山県立医科大学(医学部医学科) 完成済 186 琉球大学

43 埼玉大学 91 静岡大学 139 和歌山県立医科大学(保健看護学部) 11月下旬 187 沖縄県立看護大学 完成済

44 埼玉県立大学 完成済 92 浜松医科大学 140 鳥取大学 188 沖縄県立芸術大学(音楽学部) 完成済

45 千葉大学 完成済 93 静岡県立大学 141 公立鳥取環境大学 189 沖縄県立芸術大学(美術工芸学部) 完成済

46 千葉県立保健医療大学 完成済 94 静岡文化芸術大学 完成済 142 島根大学 190 名桜大学 完成済

47 お茶の水女子大学 95 愛知教育大学 完成済 143 島根県立大学(総合政策学部) 完成済

48 電気通信大学 完成済 96 豊橋技術科学大学 144 島根県立大学(看護栄養学部) 完成済 ※早期終了する資料もございます。

※上記は11/16現在の情報です。
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