
No 氏　名 クラス 大　　学　　院

1 臧 晟宇 院1 東京大学工学系研究科

2 谢 嘉皓 院1 東京工業大学情報理工研究科

大阪大学経済学研究科
神戸大学経済学研究科

4 王 安迪 B4 九州大学地球社会統合科学府

5 张 抖抖 A4 東京医科歯科大学大学院

早稲田大学経済学研究科
横浜国立大学国際社会科学府

7 陈 佳澍 院1 早稲田大学経済学研究科

8 高 欣悦 院1 早稲田大学アジア太平洋研究科

9 朱　寧 院2 早稲田大学大学院社会学部 

10 陈 静 院3 早稲田大学人間科学部 

11 邵 奇 院3 早稲田大学創造理工学部

12 王 钰龙 院3 早稲田大学情報生産システム研究科 

13 何　悦 B4 慶応義塾大学メディアデザイン研究科 

立教大学ビジネスデザイン研究科
明治大学グローバルビジネス研究科

15 张 亦丰 院2 明治大学商学研究科

16 李 佳旭 院1 法政大学経済学研究科

17 沈 博扬 院1 上智大学地球環境研究科

18 陈 齐觅 B3 同志社大学グローバルスタディーズ研究科 

19 陈 艺丹 院1 千葉大学工学部 

20 孙   静 院2 千葉大学文学部 

21 赵 世华 院3 首都大学東京システムデザイン研究科

22 董 倩玉 院2 首都大学東京人文科学部

23 刘 一特 院4 東京農工大学農学府

24 毕 艺飞 院3 横浜国立大学環境情報学府

25 朱 珅栎 院3 宇都宮大学教育学部 

26 黄 少伟 院2 宇都宮大学国際関係学部

27 刘 思齐 院2 新潟大学自然科学研究科

28 郭 丽莉 A8 岡山大学保健学部

29 李 佐乾 院3 岐阜大学自然科学技術研究科

30 纪 宣丞 院4 茨城大学理学部

31 邢 浩 院4 群馬大学理工学府

32 王 彦文 院4 滋賀大学経済学部 

33 燕 永伦 院4 北陸先端科学技術大学院大学

34 张 艺馨 A8 北陸先端科学技術大学院大学

35 郭 宇桐 院4 広島市立大学芸術学部

36 赫 庆哲 院1 静岡大学工学部

37 姜 卓秋 院2 岩手大学農学部

38 刘 倩倩 院3 富山大学薬学教育部

39 饶   非 院1 近畿大学薬学研究科

40 于 可心 院1 杏林大学国際協力研究科

日本大学商学研究科
東洋大学商学研究科

42 富 修然 院2 東洋大学経済学研究科

43 姜 佳维 院2 東洋大学電気電子情報工学研究科

44 段 　潋 院3 専修大学商学研究科

45 刘 远扬 院4 多摩美術大学美術研究科 

46 张 今宇 院1 帝京大学経済学研究科

47 李 书韵 院4 東京造形大学造形教育研究科 

48 林 开迪 院4 東京造形大学造形教育研究科 

49 赵 森 院3 武蔵野音楽大学音楽研究科

50 孟 志强 院3 京都造形芸術大学芸術研究科

早稲田言語学院

院114 吕 青岩

叶 紫薇 院241

3 唐   梦 院1

6 贾 蕊寒 院1
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No 氏　名 クラス 大　　学　　院

1 刘   源 大1 明治大学文学部

2 范 渊钦 大1 青山学院大学総合文化政策学部

東京理科大学理学部
中央大学理工学部

日本大学生産工学部
上智大学経済学部

明治学院大学経済学部

5 陈 嘉琳 大4 中央大学文学部

6 金 璐璐 大1 中央大学文学部

7 林   志 大4 中央大学理工学部

首都大学東京理学部
山梨大学
茨城大学

関西大学理工学部
日本大学工学部

東洋大学国際観光学部
関西学院大学総合政策学部

駒澤大学経済学部

11 傅　 涵 大5 立命館大学理工学部

12 于 昊洋 大2 秋田大学理工学部

新潟大学工学部
東京電機大学

14 唐 肇祥 大5 明治学院大学法学部

15 王 雅楠 大1 日本大学文理学部

日本大学文理学部
東洋大学社会学部

17 刘 可心 大1 日本大学文学部

18 王 治达 大4 日本大学生物資源科学学部

武蔵野美術大学造形学部
日本大学芸術学部

20 王 维圣 大5 多摩美術大学環境デザイン学部

21 LI ZHIYU 大4 日本映画大学映画学部

22 欧阳 杰斌 大5 東京電機大学システムデザイン工学部

23 王   舒 大4 東洋大学文学部

24 高   源 大2 東洋大学経済学部

25 熊 梽宇 大4 東洋大学生命科学部

26 王 宇雄 大4 東洋大学ライフデザイン学部

27 龙 彦江 大4 駒澤大学経営学部

28 楊 文博 大2 近畿大学経営学部

29 张 丽敏 大2 武蔵野大学グローバル学部

30 于 佳鑫 大2 武蔵野大学人間科学部

31 刘   泽 大2 武蔵野大学経済学部

32 刘   睿 大5 武蔵野大学工学部

33 季   雷 大2 日本薬科大学薬学部

34 孟   琪 大3 国士舘大学21世紀アジア学部

35 李 岩泉 大6 国士舘大学経済学部

36 张 亚龙 大2 拓殖大学政経学部

37 谢 恒瑞 大2 拓殖大学政経学部

38 王 凯民 大5 拓殖大学経済学部

39 周 子怡 大1 拓殖大学商学部

40 朴   宇 大5 拓殖大学商学部

41 杨 　宇 大6 拓殖大学工学部

42 王   冲 大2 大東文化大学経営学部

43 马 一天 大3 東海大学農学部

44 孙   玉 大3 帝京大学経済学部

45 岳   祺 大5 帝京大学文学部

46 姚 瀚林 大5 帝京大学経済学部

47 于 子涵 大5 帝京大学経済学部

48 杨   婧 大5 帝京大学教育学部

49 李 少峰 大1 桜美林大学ビジネスマネジメント学部

50 张 曼莉 院4 恵泉女学園人間社会学部(三年編入)

13 许   倩

19 阮 家俊 大5

16 陈 心语 大1

大1

10

朱 品帆

大4

王 浩宇 大2

早稲田言語学院

4 闻 　馨 大5
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3 丛 佳林 大1

8 袁 嘉伟 大1
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No 氏　名 クラス 大　　学　　院

1 罗　超贤 院3 東北大学工学部

2 徐　　炼 院3 東北大学文学部

3 殷　子杰 院3 筑波大学人間総合科学

一橋大学経済学研究科

横浜国立大学国際社会科学府

5 龚　蕾宇 院3 慶應義塾大学法学研究科

6 徐　钦玥 院3 慶應義塾大学商学研究科

7 王　晨凌 Ａ4 慶應大学法学研究科

8 李　佩融 院3 早稲田大学商学研究科

9 张　博雅 院4 早稲田大学教育学研究科

10 王　雁男 院4 早稲田大学法学部

11 丛　方旖 院3 東京外国語大学言語文化学部

12 干　迪格 Ａ3 東京外国語大学国際社会学部

13 石　雨鑫 院1 明治大学文学研究科博士後期課程

14 陶　　璐 院3 青山学院大学国際政治経済学研究科

15 谢　陈程 院1 青山学院大学会計プロフェッション研究科

16 谢　梦静 院1 立教大学ビジネスデザイン研究科

17 李　　然 院3 法政大学人文科学研究科

18 孔　　倩 院1 東京理科大学建築学専攻

19 苏　　荻 院1 千葉大学園芸学研究科

赵　　政 院2 千葉大学

邢　　健 院1 首都大学東京経営学研究科

21 吴　　峰 院1 首都大学東京システムデザイン研究科

22 张　　靚 Ａ1 関西大学会計専門職大学院会計研究科

23 王　萌蕾 院1 横浜国立大学工学府

24 金　照为 院1 横浜国立大学国際社会科学府

25 陈　冬雪 院1 横浜国立大学国際社会科学府

26 曹　　璐 院4 横浜国立大学国際社会科学府

27 杨　寅航 院1 多摩美術大学美術研究科

28 曲　　闻 院1 武蔵野美術大学造形研究科

29 张　斯奇 院2 東京工芸大学芸術学部

30 金　　铭 院1 岡山大学工学部

31 张　忆凡 院4 埼玉大学工学部

32 胡　明达 院2 熊本大学

33 徐　有强 院4 札幌市立大学デザイン研究科

34 付　琼慧 院1 茨城大学人文科学研究科

35 费　莞舒 院4 日本大学理工学研究科

36 孫　婉婷 院3 武蔵野大学言語文化研究科

37 邢　梦捷 院3 國學院大学文学研究科

38 秦　旭国 院3 事業創造大学院大学

39 陶　　晶 院1 恵泉女学園大学人文学研究科

40 刘亨可尔 院1 東京工科大学メディア学部

41 邱　思瑶 院1 神奈川大学歴史民俗資料学研究科

42 孙　晓茜 院2 城西大学経営学研究科

43 吕　　振 院2 城西大学経営学部

44 陈　星星 院2 城西大学経営学部

45 康　瑞元 院3 城西国際大学人文科学研究科

46 韩　　悦 院2 宇都宮大学

47 金　　鶴 院4 帝京大学文学研究科

48 何　崇超 院4 芝浦工業大学機械工学科

49 姜　囡囡 院3 目白大学国際交流研究科

50 马　　骋 院4 奈良教育大学教育学部

4

早稲田言語学院

赵　騰飞 院1

20
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No 氏　名 クラス 大　　学　　院

立教大学経営学部

慶應大学商学部

2 郑　思青 大1 順天堂大学医学部

3 方　文彦 国公立 千葉大学法政経学部

4 贾　　浩 大1 立命館大学情報理工学部

5 李　文強 国公立 立命館大学法学部

6 齐　吟雪 大1 法政大学デザイン工学部

7 吴　　涛 国公立 岩手大学理工学部

8 张　　航 国公立 琉球大学観光産業学部

9 宋　易枰 国公立 福島大学行政政策学類

10 高　　山 国公立 日本大学経済学部

11 刘　林森 国公立 日本大学理工学部

12 王　雪倩 国公立 日本大学理工学部

13 王　悦同 大1 日本大学文理学部

14 官　霊珊 大3 日本大学文理学部

15 王　鵬宇 国公立 東洋大学国際地域学部（3年編入）

16 刘　涵雨 大2 東洋学園大学ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部

17 王　梦清 大2 東洋大学文学部

18 薛　　晗 国公立 近畿大学理工学部

19 薛　　冰 国公立 大東文化大学文学部

20 蒋　鉴昊 大1 大東文化大学国際関係学部

21 葛　恒志 大2 大東文化大学環境創造学部

22 成　宇超 大2 大東文化大学外国語学部

23 郑　嘉华 大3 獨協大学経済学部

24 尼合麦提 大1 拓殖大学商学部

25 杜　潇涵 大1 拓殖大学商学部

26 宋　美琦 大2 拓殖大学短期大学農学ビジネス学部

27 樊　　莹 大2 拓殖大学短期大学農学ビジネス学部

28 董 　 瀛 大3 帝京大学経済学部

29 鞠　春田 大3 帝京大学経済学部

30 王　惟轩 大3 帝京大学経営学部

26 夏　士程 大3 帝京大学観光経営学部

27 孟　益竹 大1 日本映画大学映画学部

28 刘　金宇 大4 東海大学国際文化学部

29 林　俊祥 大2 流通経済大学国際観光学部

30 孙　天宇 大4 流通経済大学法学部

31 冯　文佳 大4 流通経済大学流通情報学部

32 李　夢彤 大2 亜細亜大学都市創造学部

33 宋　佳桐 大3 尚美学園大学総合政策学部

34 刁　　寒 大3 尚美学園大学音楽応用学科

35 郝　骄阳 大4 尚美学園大学総合政策学部

36 赵　子博 大1 千葉商科大学商経学部

38 刘　浩宇 大1 千葉商科大学商経学部

39 趙　丹阳 大1 明海大学外国語学部

40 闫　泓宇 大3 秀明大学経済学部

41 江　其千 大4 秀明大学英語情報ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学部

42 张　冠益 大3 明海大学経済学部

43 陈　　栋 国公立 松蔭大学経営文化学部

44 梁　桓語 大3 立正大学経済学部

45 许　盼飞 大4 至誠館大学ライフデザイン学部

46 王　玉晗 院2 至誠館大学ライフデザイン学部

47 庄　孟伟 大1 至誠館大学

48 林　浩天 院4 明海大学

49 韦　　皝 Ａ6 京都外国語大学留学生別科

50 蔡　沅宏 Ａ8 神奈川大学経営学部

早稲田言語学院

王　彦婷 国公立1
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