
合格者 学校名 最寄り駅 偏差値 学校名 最寄り駅 合格者

国）東京医科歯科大学 ①千・市川→
②～④東・御茶ノ水 75

国）千葉大学 千・千葉 74
都）東京都立大学 ①東・南大沢→

②～④東・荒川 73
市）横浜市立大学 神・市大医学部 72
国）筑波大学 茨・土浦 71 慶応義塾大学 ①・②・④神・湘南台　　　→

③東・信濃町

防）防衛医科大学校・自衛官コース 埼・航空公園 70 国）埼玉県立大学 埼・せんげん台
防）防衛医科大学校・技官コース 埼・航空公園 上智大学 ①・④東・四谷→

②・③東・目白

県）千葉大学 千・幕張 聖路加国際大学 東・築地 3
県）神奈川健康科学大学 神・県立大学
厚）国立看護大学校 東・清瀬 68

県）群馬県民健康科学大学 群・前橋 東京慈恵会医科大学 東・国領 1
3 日本赤十字看護大学 東・広尾
2 北里大学 神・相模大野 66

県）茨城医療大学 茨・土浦 順天堂大学 千・新浦安 1
国）群馬大学 群・前橋 杏林大学・看護学専攻 東・吉祥寺 1

1 武蔵野大学 東・国際展示場 64 杏林大学・看護養護教育学専攻 東・吉祥寺
1 東邦大学・看護学部 東・大森 東京医科大学 東・新宿御苑 1

東海大学 神・伊勢原
1 東京女子医科大学 東・牛込柳町 東京医療保健大学・医療保健学部 東・五反田

昭和大学 ①静・御殿場→
②～④神・十日市場

共立女子大学 東・神保町 東邦大学・健康科学部 千・津田沼
2 東京医療保健大学・東が丘看護学部 東・駒沢大学 国際医療福祉大学・小田原保健医療学部 神・小田原 1
1 東京医療保健大学・立川看護学部 東・立川
3 帝京大学 東・十条 60

国際医療福祉大学・成田看護学部 千・公津の杜 東京医療保健大学・千葉看護学部 千・西船橋 1
東京家政大学 埼・稲荷山公園

4 東京工科大学 東・蒲田 58
埼玉医科大学 埼・東毛呂 創価大学 東・八王子
駒沢女子大学 東・稲城 帝京平成大学・ヒューマンケア学部 東・中野 2

高崎健康福祉大学 群・高崎 文京学院大学 ①埼・ふじみ野→
②～④東・本郷三丁目 2

目白大学 埼・岩槻 神奈川工科大学 神・本厚木 1
1 城西国際大学 千・求名 関東学院大学 神・金沢八景 1

茨城キリスト教大学 茨・大甕 帝京科学大学 東・北千住 3
西武文理大学 埼・新狭山 東京有明医療大学 東・国際展示場 3

1 淑徳大学 千・千葉 東京医療学院大学 東・多摩センター 2
3 横浜創英大学 神・十日市場

了徳寺大学 千・新浦安 54
秀明大学 千・八千代緑が丘 聖徳大学 千・松戸 2

帝京平成大学・健康医療スポーツ学部 千・ちはら台 湘南医療大学 神・東戸塚 2
1 東都大学・ヒューマンケア学部 埼・籠原 52 和洋女子大学 千・市川 2
1 大東文化大学 埼・高坂 松蔭大学 神・本厚木 1
1 日本医療科学大学 埼・川角

東京情報大大学 千・千城台 東京純心大学 東・八王子 2
1 東都大学・幕張ヒューマンケア学部 千・海浜幕張
1 日本保健医療大学 埼・幸手 亀田医療大学 千・安房鴨川
1 人間総合科学大学 埼・岩槻 三育学院大学 ①・④千・五井→

②・③東・荻窪

千葉科学大学 千・銚子 つくば国際大学 茨・土浦
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3 都）広尾看護専門学校 東・広尾 59
3 都）板橋看護専門学校 東・大山 58

都）府中看護専門学校 東・西国分寺 57
6 都）北多摩看護専門学校 東・玉川上水 56 都）南多摩看護専門学校 東・多摩センター 2
1 昭和大学附属看護専門学校 東・旗の台 慈恵第三看護専門学校 東・国領 2
2 慈恵看護専門学校 東・新橋 JR東京総合病院高等看護看護学園 東・新宿
1 日大医学部附属看護専門学校 東・大山 都）荏原看護専門学校 東・洗足池 4

獨協医科大附属専門学校三郷校 埼・吉川美南 県）よこはま看護専門学校 神・二俣川 4
聖マリアンナ看護専門学校 神・新百合ヶ丘

3 東京新宿メディカルセンター附属看護専門 東・飯田橋 東京女子医大看護専門学校 東・熊野 2
2 千葉医療センター附属看護専門学校 千・千葉 市）藤沢市立看護専門学校 神・藤沢 1

市）船橋看護専門学校 千・船橋 県）平塚看護大学校 神・平塚
市）春日部看護専門学校 埼・春日部 西埼玉中央病院附属看護学校 埼・小手指

1 厚木看護専門学校 神・本厚木 県）神奈川衛生看護専門学校 神・根岸
2 市）川口看護専門学校 埼・川口 52 市）さいたま市立高等看護学院 埼・北浦和
1 東京警察病院看護専門学校 東・新江古田 千葉市青葉看護専門学校 千・千葉 1
1 慈恵柏看護専門学校 千・北柏 横浜未来看護専門学校 神・戸塚 1

旭中央病院附属看護専門学校 千・旭 県）埼玉高等看護学院 埼・熊谷 1
1 東京山手メディカルセンター看護専門学校 東・新大久保 埼玉医科大附属総合医療センター看護専門学校 埼・川越
4 松戸市立医療センター附属看護専門学校 千・北松戸 県）野田看護専門学校 千・野田市 2
4 相模原看護専門学校 神・相武台 横浜医療センター附属看護学校 神・戸塚 3
9 横浜市医師会聖灯看護専門学校 神・鶴見小町
1 日本医科大学看護専門学校 千・印旛日医 二葉看護専門学校 千・成田

都）青梅看護専門学校 東・河辺 帝京高等看護学院 東・十条 2
千葉労災看護専門学校 千・八幡宿 市）八王子看護専門学校 東・高尾 1
市）横須賀看護専門学校 神・横須賀中央 横浜労災看護専門学校 神・新横浜 1
北里大学看護専門学校 埼・北本 戸田中央看護専門学校 埼・戸田公園

7 板橋中央看護専門学校 東・志村坂上 千葉中央看護専門学校 千・蘇我 1
1 至誠会看護専門学校 東・仙川 君津中央看護専門学校 千・木更津
1 上尾中央看護専門学校 埼・上尾 済生会川口看護専門学校 埼・川口 2

深谷大里看護専門学校 埼・深谷 横浜中央看護専門学校 神・神奈川新町 2
横浜中央病院附属看護専門学校 神・坂東橋 イムス横浜国際看護専門学校 神・長津田 1

1 おだわら看護専門学校 神・足柄
2 勤医会東葛看護専門学校 千・流山 山王看護専門学校 千・稲毛

県）鶴舞看護専門学校 千・五井 亀田医療技術専門学校 千・鴨川
4 横浜市病院協会看護専門学校 神・港南台 葵会柏看護専門学校 千・柏たなか 1
4 茅ヶ崎看護専門学校 東・茅ヶ崎 横浜実践看護専門学校 神・新横浜 1
1 江戸川看護専門学校 東・一之江 埼玉医療福祉会看護専門学校 埼・毛呂

さいたま看護専門学校 埼・浦和
2 浦和学院看護専門学校 埼・西浦和 46 坂戸鶴ヶ島医師会看護専門学校 埼・北坂戸
3 湘南平塚看護専門学校 東・平塚 小澤高等看護学院 神・小田原 1
2 たまプラーザ看護専門学校 東・たまプラーザ 東京墨田看護専門学校 東・東向島 2

早稲田速記医療福祉専門学校 東・高田馬場 久喜看護専門学校 埼・久喜 2
積善会看護専門学校 東・下曽我 神奈川衛生学園専門学校 神・横須賀中央
聖和看護専門学校 東・大師前 西新井看護専門学校 東・大師前 2

3 湘南看護専門学校 東・辻堂 博慈会高等看護学院 東・王子 2
上尾看護専門学校 埼・沼南 日本医科学大学校 埼・南越谷 2

本庄児玉看護専門学校 埼・本庄 幸手看護専門学校 埼・東鷺宮 1
秩父看護専門学校 埼・御花畑 蕨戸田市看護専門学校 埼・戸田 2

2 首都医校 東・新宿 43
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