
平成 2７年度大学入試結果速報 
 

私立大学医・歯・薬・獣医学部 
北里大学（医・医、特待）１名 順天堂大学（医・医）１名 藤田保健衛生大学（医・医）３名 
福岡大学（医・医）１名 岩手医科大学（医・医）１名 金沢医科大学（医・医）１名 
獨協医科大学（医・医）１名 埼玉医科大学（医・医）１名 帝京大学（医・医）１名 
 
酪農学園大学（獣医）１名 
 
愛知学院大学（歯）１名 大阪薬科大学 １名 神戸薬科大学 1 名 
金城学院大学（薬、特待含む）３名 名城大学（薬）３名 北里大学（獣医・生）１名 
北里大学（医療衛生）１名 東京薬科大学（応用生命科学）１名 
東京薬科大学（生命医科学）１名 酪農学園大学（獣医保健看護学）１名 
 

私立大学その他学部 

慶應義塾大学 １名 東京理科大学 １名 同志社大学 １名 同志社女子大学 ２名 
立命館大学 １名 名城大学 ６名 金城学院大学 ３名（特待１名） 椙山女学園大学 １名 
 

国公立大学医・歯・薬・獣医学部 
名古屋市立大学（医・医）１名 香川大学（医・医）1 名 宮崎大学（医・医）1 名 
岐阜薬科大学 １名 
 

国公立大学その他学部 
名古屋大学 １名  名古屋市立大学 １名 三重大学 ２名 北九州市立大学 1 名 
愛知教育大学 １名 
 

その他 
 
 
 
 

 



 
平成 2８年度大学入試結果速報 

 

私立大学医・歯・薬・獣医学部 
 
藤田保健衛生大学（医・医） ６名 愛知医科大学（医・医） ３名  
杏林大学（医・医） １名 日本大学（医・医） １名 
聖マリアンナ医科大学（医・医） ２名 大阪医科大学（医・医） １名 
 
昭和大学（歯）１名 愛知学院大学（歯）２名 日本歯科大学 ２名 東京歯科大学 １名 
 
東京理科大学（創薬） １名 立命館大学（薬） １名 名城大学（薬） １名 
愛知学院大学（薬）１名 
 
酪農学園大学（獣医） １名 
 

私立大学その他学部 

立命館大学 ４名 同志社大学 ２名 近畿大学 ２名 東京理科大学 ６名  
明治大学 ２名 芝浦工業大学 １名 豊田工業大学 １名 
 

国公立大学医・歯・薬・獣医学部 
富山大学（医・医） １名 九州歯科大学（歯） １名 北海道大学（歯） 
岐阜薬科大学（薬） １名 
 

国公立大学その他学部 
神戸大学 １名 静岡大学 １名 岐阜大学 １名 名古屋工業大学 ２名 
群馬大学 １名 三重大学 １名 兵庫県立大学 １名 
 

その他 
 
 
 

 



 

平成 2９年度大学入試結果速報 

（３月２８日１７：００判明分 最終合格者のみ） 

 

私立大学医・歯・薬・獣医学部 
 

杏林大学（医・医、特待含む）２名 順天堂大学（医・医）１名 東京医科大学（医・医）１名 

関西医科大学（医・医）２名 兵庫医科大学（医・医）１名 藤田保健衛生大学（医・医）６名 

愛知医科大学（医・医）１名 聖マリアンナ医科大学（医・医）１名 帝京大学（医・医）２名 

岩手医科大学（医・医）２名 川崎医科大学（医・医）１名 国際医療福祉大学（医・医）１名 

 

昭和大学（歯、特待）１名 東京歯科大学 １名 大阪歯科大学 １名 日本歯科大学 1名 

日本大学（歯）１名 愛知学院大学（歯）２名 

 

帝京大学（薬）１名 名城大学（薬）２名 

 

私立大学その他学部 

 

早稲田大学 １名 青山学院大学 １名 明治大学 １名 同志社大学 ２名 

南山大学 ２名 名城大学 ２名 椙山女学園大学 １名 愛知大学（特待） 1 名 

 

国公立大学医・歯・薬・獣医学部 
信州大学（医・医）１名 三重大学（医・医）１名 徳島大学（医・医）１名 

東京医科歯科大学（歯）1 名 

 

国公立大学その他学部 
 

名古屋市立大学 ２名 

 

その他 
 

ハンガリー国立大学医学部 １名 

 



平成３０年度大学入試 結果速報 

私立大学医・歯・薬・獣医学部 
 

岩手医科大学（医・医）２名 金沢医科大学（医・医）２名 獨協医科大学（医・医）２名 

聖マリアンナ医科大学（医・医）２名 北里大学（医・医）１名 埼玉医科大学（医・医）１名 

東京女子医科大学（医・医）１名 東海大学（医・医）１名 愛知医科大学（医・医）８名 

藤田保健衛生大学（医・医）10名 大阪医科大学（医・医）１名 関西医科大学（医・医）１名 

近畿大学（医・医）２名 川崎医科大学（医・医）１名 福岡大学（医・医）２名  

産業医科大学（医・医）１名 

 

立命館大学（薬）１名 愛知学院大学（歯）３名 昭和大学（薬）１名 名城大学（薬）３名  

金城学院大学（薬）１名 

 

岡山理科大学（獣医）１名 

 

私立大学その他学部 

  

早稲田大学 １名 明治大学 １名 東京理科大学 ２名 東京農業大学 １名  

同志社大学 ３名 立命館大学 ３名 関西学院大学 １名 関西大学 ２名  

近畿大学 １名 南山大学 ６名 名城大学 ４名 中部大学 １名 愛知医科大学（看）１名 

藤田保健衛生大学（医療）１名 

 

国公立大学医・歯・薬・獣医学部 
 

名古屋大学（医・医）１名 大阪市立大学（医・医）１名 広島大学（医・医）１名  

山口大学（医・医）１名 香川大学（医・医）１名 宮崎大学（医・医）２名  

琉球大学（医・医）１名 奈良県立医科大学（医・医）１名 

 

名古屋大学（保健）１名 名古屋市立大学（薬）１名 広島大学（歯）１名  

鹿児島大学（歯）１名  

 

国公立大学その他学部 
 

北海道大学（総合理系）１名 新潟大学 １名 名古屋工業大学 ２名 

名古屋市立大学（総合生命）１名 大阪府立大学 １名 神戸大学（検査技術）１名 

 



２０１９年度大学入試 結果速報 

（３月２８日判明分、最終合格者のみ） 

私立大学医・歯・薬・獣医学部 
 

岩手医科大学（医・医）１名 東北医科薬科大学（医・医）２名 金沢医科大学（医・医）１名 

国際医療福祉大学（医・医）１名 日本医科大学（医・医）１名 昭和大学（医・医）１名  

日本大学（医・医）１名 埼玉医科大学（医・医）２名 獨協医科大学（医・医）１名  

東海大学（医・医）４名 帝京大学（医・医）１名 藤田医科大学（医・医）８名  

愛知医科大学（医・医）７名 大阪医科大学（医・医）１名 関西医科大学（医・医）３名  

近畿大学（医・医）３名 産業医科大学（医・医）１名 

 

愛知学院大学（歯）１名 

 

立命館大学（薬）３名 大阪薬科大学（薬）１名 京都薬科大学（薬）２名 

武蔵野薬科大学（薬）１名 

 

日本獣医生命科学大学（獣医）１名 酪農学園大学（獣医）２名 北里大学（獣医）１名  

麻布大学（獣医）１名 

 

国際医療福祉大学（言語聴覚）１名 

 

私立大学その他学部 

慶應義塾大学 １名 早稲田大学 １名 立教大学 １名 東京理科大学 ２名  

同志社大学 ５名 立命館大学 ２名 南山大学 ２名 

  

国公立大学医・歯・薬・獣医学部 
岐阜大学（医・医）１名 名古屋市立大学（医・医）１名 三重大学（医・医）１名  

山口大学（医・医）１名 琉球大学（医・医）１名 名古屋市立大学（薬）１名 

岐阜薬科大学（薬）１名 

 

国公立大学その他学部 
東京大学（文一）１名 名古屋大学（情報）１名 北海道大学（農）１名 

静岡大学（理）１名 秋田大学（国際資源）１名 県立広島大学（生命資源）１名  

名古屋工業大学（工）１名 三重大学（医・看）１名 
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