
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  文化・芸術活動に優れた者の特別選抜入学試験　合格者受験番号一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             2 0 2 2年1 1月1 6日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

法学部　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  法学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２２１０２   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  文化・芸術活動に優れた者の特別選抜入学試験　合格者受験番号一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             2 0 2 2年1 1月1 6日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

産業社会学部　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  現代社会学科　現代社会専攻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２２４０３   １０７２２４０８   １０７２２４１５   １０７２２４１８   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　４人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  現代社会学科　メディア社会専攻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２２４０４   １０７２２４１１   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　２人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  現代社会学科　スポーツ社会専攻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 合格者なし　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  現代社会学科　子ども社会専攻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２２４１６   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  現代社会学科　人間福祉専攻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２２４０１   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  文化・芸術活動に優れた者の特別選抜入学試験　合格者受験番号一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             2 0 2 2年1 1月1 6日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

国際関係学部　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  国際関係学科　国際関係学専攻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２２５０１   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  文化・芸術活動に優れた者の特別選抜入学試験　合格者受験番号一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             2 0 2 2年1 1月1 6日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

文学部　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  人文学科　人間研究学域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２２７０３   １０７２２７１０   １０７２２７１４   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　３人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  人文学科　日本文学研究学域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 合格者なし　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  人文学科　日本史研究学域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２２７０５   １０７２２７１３   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　２人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  人文学科　東アジア研究学域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 合格者なし　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  人文学科　国際文化学域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２２７０２   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  人文学科　地域研究学域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２２７１７   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  人文学科　国際コミュニケーション学域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 合格者なし　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  人文学科　言語コミュニケーション学域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２２７０８   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  文化・芸術活動に優れた者の特別選抜入学試験　合格者受験番号一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             2 0 2 2年1 1月1 6日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

映像学部　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  映像学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２２８０５   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  文化・芸術活動に優れた者の特別選抜入学試験　合格者受験番号一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             2 0 2 2年1 1月1 6日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

経営学部　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  経営学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２２３０１   １０７２２３０４   １０７２２３０６   １０７２２３０９   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　４人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  文化・芸術活動に優れた者の特別選抜入学試験　合格者受験番号一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             2 0 2 2年1 1月1 6日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

政策科学部　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  政策科学科　政策科学専攻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２２６０１   １０７２２６０２   １０７２２６０５   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　３人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  文化・芸術活動に優れた者の特別選抜入学試験　合格者受験番号一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             2 0 2 2年1 1月1 6日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

総合心理学部　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  総合心理学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２２９０１   １０７２２９０３   １０７２２９０４   １０７２２９０６   １０７２２９０８   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　５人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  文化・芸術活動に優れた者の特別選抜入学試験　合格者受験番号一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             2 0 2 2年1 1月1 6日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

経済学部　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  経済学科　経済専攻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２２２０１   １０７２２２０２   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　２人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  文化・芸術活動に優れた者の特別選抜入学試験　合格者受験番号一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             2 0 2 2年1 1月1 6日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

スポーツ健康科学部　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  スポーツ健康科学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２３５０１   １０７２３５０２   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　２人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  文化・芸術活動に優れた者の特別選抜入学試験　合格者受験番号一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             2 0 2 2年1 1月1 6日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

食マネジメント学部　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  食マネジメント学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２３１０３   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  文化・芸術活動に優れた者の特別選抜入学試験　合格者受験番号一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             2 0 2 2年1 1月1 6日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

理工学部　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  数理科学科　数学コース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２３００２   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  数理科学科　データサイエンスコース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 合格者なし　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  物理科学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 合格者なし　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  電気電子工学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 合格者なし　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  電子情報工学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 合格者なし　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  機械工学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 合格者なし　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  ロボティクス学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 合格者なし　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  環境都市工学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 合格者なし　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  建築都市デザイン学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 合格者なし　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  文化・芸術活動に優れた者の特別選抜入学試験　合格者受験番号一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             2 0 2 2年1 1月1 6日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

情報理工学部　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  情報理工学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２３２０１   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  文化・芸術活動に優れた者の特別選抜入学試験　合格者受験番号一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             2 0 2 2年1 1月1 6日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

生命科学部　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  応用化学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 合格者なし　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  生物工学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２３３０１   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  生命情報学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 合格者なし　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  生命医科学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 合格者なし　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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