
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  スポーツ能力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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０００１   １０７２０００２   １０７２０００３   １０７２０００４   １０７２０００５   １０７２０００６   １０７２０００７   １０７２０００８                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０００９   １０７２００１０   １０７２００１１   １０７２００１２   １０７２００１４   １０７２００１５   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　１４人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  スポーツ能力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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０３０２   １０７２０３０５   １０７２０３０８   １０７２０３１６   １０７２０３２１   １０７２０３２２   １０７２０３２３   １０７２０３２９                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０３３１   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　９人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

 １０７２０３０３   １０７２０３０４   １０７２０３２５   １０７２０３３０   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　４人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

 １０７２０３０１   １０７２０３０６   １０７２０３０７   １０７２０３０９   １０７２０３１０   １０７２０３１２   １０７２０３１３   １０７２０３１４                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０３１５   １０７２０３１７   １０７２０３１８   １０７２０３２４   １０７２０３２８   １０７２０３３３   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　１４人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  現代社会学科　子ども社会専攻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０３１９   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  現代社会学科　人間福祉専攻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０３１１   １０７２０３２０   １０７２０３３４   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　３人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  スポーツ能力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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０４０１   １０７２０４０２   １０７２０４０３   １０７２０４０４   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　４人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  スポーツ能力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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０６０６   １０７２０６０８   １０７２０６０９   １０７２０６１１   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　４人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  人文学科　日本文学研究学域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０６０４   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  人文学科　日本史研究学域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０６１２   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０６１６   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  人文学科　地域研究学域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０６０２   １０７２０６０３   １０７２０６０５   １０７２０６０７   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　４人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

 １０７２０６１４   １０７２０６１５   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　２人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

 １０７２０６０１   １０７２０６１０   １０７２０６１３   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　３人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  スポーツ能力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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０７０１   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  スポーツ能力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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０２０１   １０７２０２０２   １０７２０２０３   １０７２０２０４   １０７２０２０５   １０７２０２０６   １０７２０２０７   １０７２０２０８                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０２０９   １０７２０２１０   １０７２０２１１   １０７２０２１２   １０７２０２１３   １０７２０２１４   １０７２０２１５   １０７２０２１７                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０２１８   １０７２０２１９   １０７２０２２０   １０７２０２２１   １０７２０２２２   １０７２０２２３   １０７２０２２４   １０７２０２２５                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０２２６   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　２５人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  スポーツ能力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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０５０１   １０７２０５０２   １０７２０５０３   １０７２０５０４   １０７２０５０５   １０７２０５０６   １０７２０５０７   １０７２０５０８                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　８人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  スポーツ能力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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０８０１   １０７２０８０２   １０７２０８０３   １０７２０８０４   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　４人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  スポーツ能力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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０１０１   １０７２０１０２   １０７２０１０３   １０７２０１０４   １０７２０１０５   １０７２０１０６   １０７２０１０７   １０７２０１０８                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０１０９   １０７２０１１０   １０７２０１１１   １０７２０１１２   １０７２０１１３   １０７２０１１４   １０７２０１１５   １０７２０１１６                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０１１７   １０７２０１１８   １０７２０１１９   １０７２０１２１   １０７２０１２２   １０７２０１２４   １０７２０１２５   １０７２０１２６                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０１２７   １０７２０１２９   １０７２０１３０   １０７２０１３２   １０７２０１３３   １０７２０１３４   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　３０人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  スポーツ能力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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２１４０１   １０７２１４０３   １０７２１４０４   １０７２１４０５   １０７２１４０６   １０７２１４０７   １０７２１４０８   １０７２１４１０                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２１４１１   １０７２１４１２   １０７２１４１３   １０７２１４１４   １０７２１４１５   １０７２１４１６   １０７２１４１７   １０７２１４１８                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２１４１９   １０７２１４２０   １０７２１４２１   １０７２１４２３   １０７２１４２４   １０７２１４２５   １０７２１４２６   １０７２１４２７                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２１４２９   １０７２１４３０   １０７２１４３１   １０７２１４３２   １０７２１４３５   １０７２１４３６   １０７２１４３８   １０７２１４３９                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　３２人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  スポーツ能力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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２１００１   １０７２１００３   １０７２１００４   １０７２１００５   １０７２１００６   １０７２１００７   １０７２１００８   １０７２１０１１                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２１０１２   １０７２１０１３   １０７２１０１４   １０７２１０１５   １０７２１０１６   １０７２１０１７   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　１４人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  スポーツ能力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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０９０４   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０９０１   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０９０６   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  環境都市工学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 合格者なし　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  建築都市デザイン学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２０９０２   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  スポーツ能力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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２１１０１   １０７２１１０２   １０７２１１０３   １０７２１１０４   １０７２１１０５   １０７２１１０６   １０７２１１０７   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　７人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  スポーツ能力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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２１２０４   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  生物工学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２１２０１   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  生命情報学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 合格者なし　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  生命医科学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 １０７２１２０２   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 以上　　１人　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ２０２３年度  スポーツ能力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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

薬学部　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  創薬科学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 合格者なし　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


