
No 氏名 クラス 大学院

1 寇仓仓 院1 東京大学大学院

2 张临谦 A2 東京大学大学院

東京大学大学院

東京工業大学大学院

筑波大学大学院

早稲田大学大学院

4 王圣予 A5 東京大学大学院

5 黄圣文 A2 京都大学大学院

京都大学大学院

立命館大学大学院

大阪大学大学院

東北大学大学院

神戸大学大学院

8 韩静轩 院1 大阪大学大学院

9 袁志青 A24 大阪大学大学院

九州大学大学院

早稲田大学大学院

九州大学大学院

法政大学大学院

12 刘威桐 A6 九州大学大学院

A11李雨宸6

2023年卒業生大学院合格

早稲田言語学院

曹好 Ａ21

蒋海跃 A2

3

7

赖展域 A17 

徐飞克 A4

10

11



No 氏名 クラス 大学院

13 富仕榕 院2 名古屋大学大学院

14 董蒋玥 院1 名古屋大学大学院

15 葛磊 A8 東京工業大学大学院

16 龙文萱 Ａ21 一橋大学大学院

17 徐润民 A11 一橋大学大学院

18 陈抒伟 A8 一橋大学大学院

19 周航旭 A17 一橋大学大学院

20 杨心宇 A10 筑波大学大学院

聖心女子大学大学院

東京学芸大学大学院

22 岳宇杰 院1 電気通信大学大学院

神戸大学大学院

早稲田大学大学院

24 张雨萱 A8 神戸大学大学院

横浜国立大学大学院

大阪公立大学大学院

26 廖瀚声 院1 東京都立大学大学院

27 卫冕 A2 東京都立大学大学院

富山大学大学院

桜美林大学大学院

院1陈一萌21

李尚威 院2

2023年卒業生大学院合格

早稲田言語学院

A2高飞

朱浩良 院2

23

25

28



No 氏名 クラス 大学

29 路御风 A28 北陸先端科学技術大学院

30 楊新宇 院1 早稲田大学大学院

31 鲍芊羽 院1 横浜市立大学大学院

32 邓碧晶 A2 早稲田大学大学院

33 张钰 A2 早稲田大学大学院

34 任佳丽 A10 早稲田大学大学院

35 殷悦 A19 早稲田大学大学院

36 喻藤 A3 早稲田大学大学院

37 张语芯 A7 早稲田大学大学院

38 王健雷 A7 早稲田大学大学院

39 张昊轩 A16 早稲田大学大学院

40 周诗晴 院1 上智大学大学院

41 吴倩怡 A13 上智大学大学院

42 杨笑尘 A20 上智大学大学院

43 胡晋玮 A9 明治大学大学院

44 李佳玲 院2 青山学院大学大学院

45 王宇强 院1 立教大学大学院

46 邢昊 院1 立教大学大学院

九州大学大学院

中央大学大学院

A2

早稲田言語学院

47 容梓皓

2023年卒業生大学院合格



No 氏名 クラス 大学

48 刘婧婕 A18 関西大学大学院

立教大学大学院

東洋大学大学院

50 龚昊俊 A8 立教大学大学院

51 王凯仪 院1 立命館大学大学院

52 朱 雨晴 A7 武蔵野美術大学大学院

53 郭煜涵 院2 東洋大学大学院

54 瞿子昂 A8 国士舘大学大学院

国士舘大学大学院

文化学園大学大学院

56 刘雨凡 A8 昭和音楽大学大学院

57 范皓博 Ａ21 京都芸術大学大学院

58 刘同和 院1 芝浦工業大学大学院

59 潘 文斌 A11 東京都市大学大学院

60 唐 书经 A20 洗足学園音楽大学大学院

61 周洋仪 A21 昭和音楽大学大学院

2023年卒業生大学院合格

早稲田言語学院

49 洪紹丹 院1

穆雨豪 院155



No 氏　名 クラス 大　　学

1 杨卓诚 A7 大阪大学

2 周宣辰 A3 筑波大学

3 袁子平 A26 埼玉大学

埼玉大学

兵庫県立大学

5 杨震宇 A1 室蘭工業大学

室蘭工業大学

日本大学

山口大学

関西大学

8 李昊阳 大2 山口大学

九州工業大学

山口大学

10 朱逸筠 A11 秋田大学

11 陈 泓佚 A11 島根大学

立教大学

中央大学

同志社大学

立命館大学

日本大学

順天堂大学

高崎経済大学

13 邹丰宇 大9 早稲田大学

電気通信大学

東京都立大学

東京理科大学

立命館大学

15 范昊川 A1 東京理科大学

2023年卒業生大学合格

早稲田言語学院

4 古丽拉兰 苏力 大9

9 刘一真 A1

王译正 A1

于双源 A7

徐艺欣 大1

李若瑄 A7

14

6

7

12



No 氏　名 クラス 大　　学

16 高欣 A3 東京理科大学

明治大学

法政大学

同志社大学

関西大学

明治大学

立命館大学

立教大学

中央大学

立命館アジア太平洋大学

立教大学

立命館大学

東洋大学

21 曾非凡 A7 中央大学

22 葛恩吉 A16 中央大学

23 朱欣怡 A16 中央大学

24 汤浩东 A9 中央大学

25 张家豪 A3 法政大学

26 杨若瑜 大1 関西大学

関西大学

専修大学

28 邓耀霖 A1 関西学院大学

29 郑绎人 A1 関西学院大学

立命館大学

明治学院大学

日本大学

31 郑子仪 A7 立命館大学

32 郝子涵 A1 立命館大学

早稲田言語学院

2023年卒業生大学合格

19

20

27

黄景琦 A717

18 葛腾 A1

胡惠然 A7

李崇牧 大1

张旭明 大2

张振旺 A730



No 氏　名 クラス 大　　学

立命館大学

日本大学

近畿大学

34 吴子吟 A3 立命館大学

35 李高俊 大3 立命館大学

36 徐洁 A22 明治学院大学

多摩美術大学

京都芸術大学

女子美術大学

京都芸術大学

39 高睿琪 大1 東洋大学

東洋大学

東海大学

41 朱涵蕊 A1 東洋大学

42 郭宇博 A3 東洋大学

43 金添 A3 東洋大学

44 栾永琦 A3 東洋大学

45 张佳楠 A1 龍谷大学

龍谷大学

東海大学

47 姚仙玥 大1 大東文化大学

48 王俊傑 大1 大東文化大学

49 王睿齐 大2 大東文化大学

50 彭清亮 大2 大東文化大学

51 庄海川 大2 国士舘大学

国士舘大学

東海大学

武蔵野大学

日本大学

桜美林大学

54 鲁乘昊 A1 日本大学

東海大学

帝京大学

52

46

56

A1黄荞敬

大1朴秀妍

李睿涵 A11

早稲田言語学院

2023年卒業生大学合格

涂箬青 大1

谢政通 A10

张雨欣 A1

唐嘉蔓 A1

周上岚 A353

33

37

38

40



No 氏　名 クラス 大　　学

57 冯楚媛 大1 東海大学

58 汪小龙 大2 東海大学

59 戚维哲 A16 東海大学

60 颜信宇 A18 東海大学

帝京大学

拓殖大学

62 蒋岱玟 A3 神奈川大学

63 宋高兴 A3 洗足学園音楽大学

64 王江遥 大1 拓殖大学

65 曲致远 大2 拓殖大学

66 王鑫伟 大2 拓殖大学

67 呉毅飛 大2 拓殖大学

68 张景木 大3 拓殖大学

69 王 慧毓 A11 拓殖大学

70 沈 莹莹 A11 拓殖大学

71 龚轩 A4 拓殖大学

72 曲颖 大2 拓殖大学

73 余思娇 A11 拓殖大学

74 张凯源 A12 昭和音楽大学

75 常明宇 大2 武蔵野大学

76 秦梓童 A18 武蔵野大学

77 顾昀辉 A3 武蔵野大学

早稲田言語学院

2023年卒業生大学合格

徐 嘉怡 A1161



No 氏名 クラス 大学院

1 杨金翰 院1 東京大学

2 王逸臻 院3 東京大学

東京工業大学

早稲田大学

一橋大学

大阪大学

一橋大学

横浜国立大学

6 简萨娅·努尔苏里坦 院2 東京藝術大学

神戸大学

大阪公立大学

8 李天然 院2 東北大学

9 張雨薇 院1 東京学芸大学

10 鲁思尘 院2 筑波大学

11 回一帆 院1 秋田大学

12 王谈 院3 大阪公立大学

13 桂詩雨 院1 早稲田大学

早稲田大学

日本大学

明治学院大学

2022年卒業生大学院合格

早稲田言語学院

3 杨涛 院2

4 白一冰 院1

5 涂植瀚 院2

7 胡远锦 院1

14 丁沫 院1



No 氏名 クラス 大学院

上智大学

千葉大学

16 胡楷晨 院1 青山学院大学

17 施伯霖 継続 立教大学

18 李瑀琪 院1 明治大学

19 張百伶 院2 明治大学

20 麻松琦 院3 明治大学

21 吴祉璇 院1 中央大学

22 李海铭 院1 立命館大学

23 赵胜伟 S4 亜細亜大学

24 李正昊 継続 洗足学園音楽大学

25 张涛 院3 昭和音楽大学

26 范博文 院1 文教大学

27 郑竣匀 院3 東京工芸大学

28 黄雯珠 院3 文化ファッション大学院大学

29 赵宗盛 S2 ハリウッド大学院大学

2022年卒業生大学院合格

早稲田言語学院

15 王晓慧 院2



No 氏名 クラス 大学

東京大学

一橋大学

東京外国語大学

早稲田大学

北海道大学

千葉大学

東京工業大学

電気通信大学

東京農工大学

茨城大学

筑波大学

埼玉大学

早稲田大学

上智大学

5 呂欣宜 大1 法政大学

6 趙澤宇 大1 立教大学

7 古丽拉兰苏力 大1 法政大学

法政大学

関西大学

立命館大学

2022年卒業生大学合格

1 臧喜来 継続

2 陈诗伊 大1

3 徐铭骏 大1

4 顾茗瑞 大1

8 李靖 大1

早稲田言語学院



No 氏名 クラス 大学

中央大学

山梨大学

立教大学

関西大学

11 张欣韵 大3 法政大学

多摩美術大学

日本大学

13 李園艶 S1 武蔵野美術大学

武蔵野美術大学

京都精華大学

関西学院大学

関西大学

埼玉大学

群馬大学

17 郝安琦 大1 静岡大学

18 王瀚晨 大1 茨城大学

19 李昊阳 大4 北見工業大学

20 李瑜 大3 東洋大学

21 王玮 大1 東洋大学

22 邵勃润 大1 東洋大学

9 李宸 大1

10 林俊豪 大2

2022年卒業生大学合格

12 黄梓雅 大2

14 夏艺珈 大2

15 杨琦琦 大2

16 倪宇凡 大1

早稲田言語学院



No 氏名 クラス 大学

東洋大学

第一工科大学

24 顾天乐 大2 東洋大学（編入）

25 林時鴻 大2 東洋大学

26 暨雨霏 大2 東洋大学

東洋大学

武蔵野大学

28 徐艺欣 大1 日本大学

29 侯旸 大4 日本大学

日本大学

東海大学

31 王一诺 大2 近畿大学

駒澤大学

国士館大学

33 曹容樸 大1 東京農業大学

34 杨斯祺 S3 武蔵野大学

35 王熙龙 大2 大東文化大学

神奈川大学（編入）

帝京大学（編入）

駿河台大学（編入）

23 吴实 大2

27 马伊莲 大4

2022年卒業生大学合格

30 靳茼菲 大4

32 杜锦超 大3

36 朱晟奕 院1

早稲田言語学院



No 氏名 クラス 大学

37 賀慶 S2 東海大学

38 付庆雨 大4 東海大学

39 李天石 継続 東海大学

40 王善先 大2 東海大学

41 尤祺 大3 東海大学

42 张梦喆 大4 拓殖大学

43 陳茂同 大3 拓殖大学

44 魏梓恒 S1 拓殖大学

帝京大学

城西国際大学

早稲田言語学院

45 陈照 大3

2022年卒業生大学合格



No 氏名 クラス 大学院

東京大学

北海道大学

早稲田大学

2 刘思远 院5 東京工業大学

3 杨博帆 院8 大阪大学

大阪大学

早稲田大学

5 杨紫培 院7 大阪大学

6 孙贻悦 院5 早稲田大学

7 金瑜颖 院5 早稲田大学

8 任聪聪 院1 早稲田大学

9 金令 院5 早稲田大学

10 郑晨凯 院2 早稲田大学

11 李珂瑜 院6 早稲田大学

12 袁语嘉 院7 早稲田大学

13 龚照森 院8 早稲田大学

14 蒋詠茜 院5 慶應義塾大学

筑波大学

東京造形大学

神戸芸術工科大学

2021年卒業生大学院合格

早稲田言語学院

1 朱思霖 院6

4 陈天耘 院1

15 王曦晨 院5



No 氏名 クラス 大学院

16 王慧敏 院2 北海道大学

17 乔仪萱 院5 神戸大学

18 窦元彬 院4 千葉大学

千葉大学

東京農業大学

20 黄嘉琦 院2 青山学院大学

21 沈冰洋 院3 青山学院大学

明治大学

立命館大学

23 杜明轩 院1 明治大学

24 趙思訥 C1 中央大学

25 朱雯茜子 院2 関西学院大学

26 云嘉雯 院2 関西学院大学

関西大学

東京経済大学

28 王术帆 院1 立命館大学

立命館大学

駒沢大学

中京大学

30 彭焕舵 院2 大阪府立大学

2021年卒業生大学院合格

早稲田言語学院

19 张雨琪 院5

22 韩阳 院1

27 毛俊潼 院3

29 白金 院1



No 氏名 クラス 大学院

31 贺琴 院2 中京大学

32 秦泗茂 院3 金沢大学

信州大学

群馬大学

34 唐诗林 院5 新潟大学

35 胡亚琪 院8 宇都宮大学

36 王辰 院3 山口大学

37 曹文悦 院7 弘前大学

38 李梦诗 院8 山梨大学

39 刘喆 院2 北陸先端科学技術大学院大学

40 路天阳 院6 鳴門教育大学

41 黄泽娜 院5 二松学舎大学

42 卢思琪 院4 立正大学

43 唐忻圆 院8 大東文化大学

44 马骥腾 院1 杏林大学

45 付林鑫 院7 関東学院大学

46 华运旭 院3 東京工科大学

大阪国際大学

大阪学院大学

48 黄啸 院1 日本工業大学

早稲田言語学院

2021年卒業生大学院合格

33 李嗣伟 院3

47 邵颖娴 院5



No 氏名 クラス 大学

一橋大学

大阪大学

名古屋大学

関西大学

3 吴天祺 大1 早稲田大学

4 陈周福 大1 早稲田大学

慶應義塾大学

青山学院大学

6 王寰宇 大9 上智大学

青山学院大学

明治大学

東洋大学

8 付潇龙 大1 青山学院大学

京都工芸繊維大学

明治大学

東京理科大学

芝浦工業大学

明治大学

関西大学

11 魏彦臣 大7 東京理科大学

2021年卒業生大学合格

早稲田言語学院

1 丁子涵 院1

2 蔵喜来 院1

5 吴家雨 院1

7 舒梓涵 大1

9 李鑫佳 大1

10 徐雷雨 大2



No 氏名 クラス 大学

明治大学

東洋大学

東京理科大学

関西大学

東京農業大学

山形大学

山口大学

14 顾茗瑞 C1 東京理科大学

関西大学

東洋大学

16 梅芸菲 大1 関西大学

17 刘诗 大6 立命館大学

関西大学

昭和女子大学

19 左童童 大9 立命館大学

20 梁汉宸 大8 立命館大学

日本女子大学

日本大学

22 郭翠婷 大1 日本女子大学

23 吴桐 大1 東洋大学

2021年卒業生大学合格

早稲田言語学院

15 金弛 大1

崔明祺 大2

12 高天杨 大6

13 赵肯 大2

21 刘子畅 大5

18



No 氏名 クラス 大学

日本女子大学

聖心女子大学

25 王温昊 大1 東洋大学

26 孙渟岳 大1 東洋大学

27 陈可凡 大1 東洋大学

28 张泽一 大1 東洋大学

29 邓力欣 C1 東洋大学

30 刘逸轩 B5 東洋大学

31 翟俊博 大5 東洋大学

東洋大学

東京電機大学

東海大学

埼玉大学

東洋大学

34 李梓豪 大6 東洋大学

日本大学

拓殖大学

大分大学

日本大学

東海大学

2021年卒業生大学合格

早稲田言語学院

24 姚瑾仪 大2

35 陶书玮 大2

36 纪星羽 大3

33 毕庭睿 大2

32 吴彧杰 大6



No 氏名 クラス 大学

36 纪星羽 大3 高知大学

37 栗靖轩 大3 滋賀大学

日本大学

東京電機大学

39 唐子琁 大4 日本大学

40 周奥琳 大7 日本大学

41 苏宝龙 大6 日本大学

日本大学

拓殖大学

43 许颖彤 大3 日本大学

44 黄文灏 大1 武蔵野大学

45 栾非凡 大1 武蔵野大学

46 单诗轩 大1 武蔵野大学

47 齐腾翔 大2 武蔵野大学

48 周克景 大3 武蔵野大学

49 肖琦渝 大4 武蔵野大学

50 秦正康 大6 武蔵野大学

51 赵卓雅 大9 武蔵野大学

52 栾丽颖 大6 武蔵野大学

53 李望宁 大9 武蔵野大学

早稲田言語学院

2021年卒業生大学合格

42 郑乾 大2

38 史上 大8



No 氏名 クラス 大学

武蔵野大学

東海大学

55 郏宣豪 大3 東京農業大学

文教大学

大東文化大学

国士館大学

大東文化大学

国士館大学

拓殖大学

59 万祉乐 大3 神奈川大学

60 王雨晨 大9 神奈川大学

61 王润疆 大2 東海大学

62 江沁润 大6 東海大学

63 黄俊杰 大6 東海大学

大東文化大学

拓殖大学

65 马捷 大3 帝京大学

66 朱律铭 大2 拓殖大学

67 张椿庚 大2 拓殖大学

68 孟繁屹 大2 拓殖大学

2021年卒業生大学合格

早稲田言語学院

64 王天阳 大1

57 董丹妮 大1

58 温月李楠 大3

54 苏勃羽 大6

56 叶亦南 大6



No 氏名 クラス 大学

拓殖大学

足利大学

70 张真源 大6 拓殖大学

71 张劲松 大7 拓殖大学

72 陈馥阳 大8 拓殖大学

73 张雅琪 大7 桜美林大学

74 王亦凡 大2 目白大学

75 吕晓佟 大4 淑徳大学

76 赵芳凝 大5 淑徳大学

北海学園大学

札幌学院大学

78 杜立山 C1 東京造形大学

79 李伟杰 大2 文化学園大学

80 曹悦 大5 文化学園大学

81 金庆哲 大7 東京工芸大学

82 潘奕玮 大2 神奈川工科大学

83 马姝琳 大8 京都精華大学

84 桓娅昕 大4 京都精華大学

2021年卒業生大学合格

早稲田言語学院

69 林玥皎 大4

77 陈泽荣 大5



No 氏名 クラス 大学院

1 路海月 院4 東京大学

2 雅夏尔 院3 東京大学

3 陈天若 院4 京都大学

4 田兴艺 院6 東京工業大学

5 徐逸凡 B3 東京工業大学

6 解桐 B1 東京芸術大学

7 姜皑雪 A1 一橋大学

8 张彤 B1 東京外国語大学

9 朱俊齐 院6 北海道大学

10 龚楚乔 A1 北海道大学

11 祁新菊 院3 順天堂大学

12 杨胤 院3 早稲田大学

13 刘志晟 院4 早稲田大学

14 李楠 院6 早稲田大学

15 郑茜 A1 早稲田大学

16 吴嘉欣 院1 早稲田大学

17 金圣爱 院1 早稲田大学

18 王涵 院4 早稲田大学

19 秦佳玲 院4 早稲田大学

20 郭少轩 院6 早稲田大学

早稲田言語学院

2020年卒業生大学院合格



No 氏名 クラス 大学院

21 颜思逸 A2 早稲田大学

22 张星宇 院5 筑波大学

23 王彤 院6 筑波大学

24 汤宁晓 A1 千葉大学

25 田亦嘉 A1 千葉大学

26 吴静 院4 横浜国立大学

27 李扬丹 院4 東京農工大学（博士後期）

28 郭彤 院5 茨城大学

名古屋市立大学

青山学院大学

30 周笠轩 院4 高知大学

31 伍凤祥 A1 岡山大学

32 史珂 院5 新潟大学

33 魏源鸿 院5 長岡造形大学

34 孙小迪 院2 北九州市立大学

35 吕一蕾 院1 多摩美術大学

36 王琮 院1 上智大学

37 樊思泓 院3 上智大学

上智大学

立命館大学

2020年卒業生大学院合格

早稲田言語学院

许婳 院438

院4孙凯馨29



No 氏名 クラス 大学院

上智大学

東洋大学

上智大学

関西学院大学

明治大学

同志社大学

42 黄子梁 院4 学習院大学

43 李佳伟 院3 中央大学

44 涂彦可 院6 同志社大学

45 李妍君 院1 立命館大学

46 李俊杰 A1 立命館大学

47 曹硕 院2 芝浦工業大学

48 付松洮 院5 日本大学

49 王東琦 院4 日本大学

日本大学

拓殖大学

51 黄蔚 院5 東洋大学

52 罗真 院5 二松学舎大学

53 蔺铂奥 院3 大東文化大学

54 袁方 院3 大東文化大学

2020年卒業生大学院合格

早稲田言語学院

康昱 A139

艾柯君 院441

冯宇轩 院4

院6侯曦冉50

40



No 氏名 クラス 大学院

55 聂琦航 院3 昭和音楽大学

56 马子杰 院6 神奈川大学

57 苏瑞琦 院3 国士館大学

58 李盈奇 院5 国士舘大学

59 邓莉 院5 京都造形大学

60 许有志 院1 尚美学園大学

61 王文铎 A1 尚美学園大学

2020年卒業生大学院合格

早稲田言語学院



No 氏名 クラス 大学

一橋大学

早稲田大学

2 郑迪穿 大1 早稲田大学

3 陆嘉文 大2 早稲田大学

4 何雪尧 A3 早稲田大学

慶應義塾大学

法政大学

6 兰浩然 大1 東京理科大学

東京理科大学

中央大学

8 黄煨 大1 東京理科大学

9 贺朗 大7 中央大学

10 赵文博 大6 立命館大学

11 江小语 大7 鹿児島大学

12 唐浚丰 大6 関西学院大学

13 李方正 大2 日本大学

14 司家钰 大6 日本大学

15 田润鑫 大6 日本大学

16 李思琪 大1 東洋大学

17 曹溢森 大1 東洋大学

早稲田言語学院

2020年卒業生大学合格

1 蓝博 大6

5 李小丫 A3

7 李慕笛 大1



No 氏名 クラス 大学

18 孙梦 大6 東洋大学

19 吴思磊 大6 東洋大学

20 屈凯鸥 大6 東洋大学

21 金昭廷 大7 東洋大学

東洋大学

亜細亜大学

23 李万荣 A3 東洋大学

24 葛语嫣 大6 二松学舎大学

25 龚杨鳗 大1 日本女子大学

日本女子大学

東京女子大学

武蔵野大学

東海大学

28 刘少郡 大2 武蔵野大学

29 刘琛巍 大7 武蔵野大学

30 王一轩 大4 武蔵野大学

31 张任楷 大1 東海大学

32 吴雨伦 大6 東海大学

33 宋子茹 大6 東海大学

34 屈凯鸥 大6 東海大学

2020年卒業生大学合格

早稲田言語学院

大6

27 王颢然 大1

龙玥茗

22 金雨辰 A3

26



No 氏名 クラス 大学

35 冯昊天 大8 東海大学

36 贠好 大2 大東文化大学

37 孙钰婷 大7 大東文化大学

38 金美娜 大3 女子美術大学

39 何沐仪 大1 女子美術大学

40 张晓语 大7 獨協大学

亜細亜大学

桜美林大学

42 胡翼阳 大3 亜細亜大学

43 文程阳 大6 神奈川大学

44 宋海伦 院5 国士舘大学

45 曹舜清 大2 国士舘大学

46 刘诗缘 大5 国士舘大学

47 田润鑫 大6 国士舘大学

48 张筱楠 大3 京都精華大学

49 王丁 大7 京都精華大学

50 李洋 大3 拓殖大学

51 洪健程 大6 拓殖大学

52 梁鐘月 大6 拓殖大学

53 吴文迪 大7 拓殖大学

2020年卒業生大学合格

41 王茹

早稲田言語学院

大7



No 氏名 クラス 大学

54 孙嘉玥 大7 拓殖大学

55 杨天怡 大8 文化学園大学

56 周梦雪 大8 文化学園大学

57 沈嘉铖 大2 多摩大学

58 刘俊康 A3 国立音楽大学

59 贺悦航 A3 国立音楽大学

60 张益铖 大1 桜美林大学

61 葛照鹏 大4 桜美林大学

62 崔航 大3 関東学院大学

京都外国語大学

奈良大学

64 魏士超 大6 奈良大学

65 刘凌超 大5 日本映画大学

2020年卒業生大学合格

63 曾令祎 大6

早稲田言語学院



No 氏名 クラス 大学院

1 王良哲 院1 東京大学

2 葉子熙 院1 東京大学

東京大学

一橋大学

横浜国立大学

4 徐鸿金 院2 東京工業大学

5 谢克 院2 東京藝術大学

6 安震宁 A3 東京藝術大学

名古屋大学

学習院大学

拓殖大学

北海道大学

名古屋大学

中央大学

北海道大学

慶應義塾大学

10 陈泽华 A3 北海道大学

北海道大学

立命館大学

12 胡珊慧 院3 九州大学

11 刁子健 院6

8 莫沉 院6

9 翁羽 院5

早稲田言語学院

2019年卒業生大学院合格

3 康琳琳 院3

7 张奕 院1



No 氏名 クラス 大学院

九州大学

東京理科大学

14 李昆珈 院3 東北大学

15 刘尊 院1 東北大学

16 朱振环 院4 東北大学

17 张琛 院4 東北大学

東京外国語大学

上智大学

19 田子楽 院1 筑波大学

20 徐晗 院1 筑波大学

21 李嘉玥 院2 お茶の水女子大学

22 周晴昕 院4 早稲田大学

23 卞芳晴 院5 早稲田大学

24 薛童 院6 早稲田大学

25 早稲田大学

25 兵庫教育大学

26 刘雅静 院1 慶應義塾大学

27 侯書遙 院1 慶應義塾大学

上智大学

法政大学

早稲田言語学院

伍翔南 院6

28 朴曼纯 院1

18 杨佳鑫 院1

2019年卒業生大学院合格

13 韩鵬宇 院5



No 氏名 クラス 大学院

29 陈冉然 院2 上智大学

30 吴柯 院4 首都大学東京

31 李雪洁 院3 青山学院大学

32 刘钊 院1 法政大学

33 贾泽晖 院1 法政大学

34 刘壮 院1 法政大学

35 赖莉月 院1 立命館大学

36 张安煜 院3 立命館大学

37 冷一夫 院3 多摩美術大学

38 欧茂阳 院1 武蔵野美術大学

39 谢雨汐 院3 岡山大学

40 臧伝峰 院4 群馬大学

41 刘畅 院4 群馬大学

42 张燕飞 院5 愛知県立芸術大学

43 许阳 院5 関西学院大学

44 王逸夫 院5 岐阜大学

45 韩心雨 院5 宇都宮大学

46 石芮宁 院2 北陸先端科学技術大学院大学

47 鄂香伶 院2 北陸先端科学技術大学院大学

48 張思岳 A7 北陸先端科学技術大学院大学

2019年卒業生大学院合格

早稲田言語学院



No 氏名 クラス 大学院

49 许千 院1 日本大学

50 颜琳瑛 院1 日本大学

51 陈博闻 院3 日本大学

52 赵雯 院3 駒澤大学

53 刘超 院4 駒澤大学

54 李天泽 院6 専修大学

55 朱中昱 院6 東京造形大学

56 盛雪儿 A2 女子美術大学

57 文竞婧 院4 亜細亜大学

58 何亚男 大3 国士館大学

59 袁一博 院3 東京電機大学

60 周湘君 院1 拓殖大学

61 田韵涌 院2 京都情報大学院大学

62 曹放 院6 京都情報大学院大学

63 王天祎 院4 文化ファッション大学院大学

64 苏畅 院5 文化ファッション大学院大学

65 黄依凝 院6 文化ファッション大学院大学

66 曹麟茜 C1 文化ファッション大学院大学

67 周贝妮 院4 文化学園大学

68 李忠荣 院5 目白大学

2019年卒業生大学院合格

早稲田言語学院



No 氏名 クラス 大学

1 周杉彤 大4 東京大学

2 魏雨萱 大1 早稲田大学

3 张正一铭 大6 早稲田大学

慶應義塾大学

法政大学

5 陈筠怡 A6 首都大学東京

6 龙玫孝 大1 上智大学

明治大学

学習院大学

8 李明威 大1 明治大学

明治大学

東京理科大学

立命館大学

東京理科大学

室蘭工業大学

11 曾楚喆 大2 青山学院大学

12 李室锦 大6 立命館大学

13 孙魏嵩 大6 秋田大学

14 何凯宸 大3 芝浦工業大学

15 史梦玥 大2 日本大学

早稲田言語学院

10 张子秋 大5

7 刘雨初 大1

9 赵凯 大4

2019年卒業生大学合格

4 王辰薇 A6



No 氏名 クラス 大学

日本大学

女子美術大学

日本大学

東海大学

18 杜汉诚 大6 日本大学

19 李莉颖 大6 武蔵野大学

20 岳汝豪 大4 龍谷大学

21 王嗣淳 大2 愛知大学

22 冷一夫 院3 多摩美術大学

23 索德尔 大4 東京音楽大学

24 王凌枫 A4 東邦音楽大学

25 张煦彬 大4 昭和音楽大学

26 王瀚 大1 京都精華大学

27 朱正宇 大1 京都精華大学

28 盛雪儿 A2 女子美術大学

29 柯帅宇 大4 東京電機大学

30 伍绍鼎 大1 東洋大学

31 陈礼民 大2 東洋大学

32 刘广灏 大4 東洋大学

33 王安达 大6 東洋大学

早稲田言語学院

17 李柯澄 大2

2019年卒業生大学合格

16 王本君 大1



No 氏名 クラス 大学

34 赵芊芊 大6 東洋大学

専修大学

神奈川大学

36 坂本星児 B1 駒澤大学

静岡県立大学

恵泉女学園大学

38 曹昱晖 大1 二松学舎大学

39 陈强 大1 二松学舎大学

40 夏锋 大1 神奈川大学

神奈川大学

東京都市大学

国士館大学

埼玉工業大学

43 洪景涛 大3 国士館大学

44 容永康 大3 国士館大学

45 黄美嘉 大1 目白大学

46 熊威 A6 目白大学

47 于述吉 大2 神奈川工科大学

大東文化大学

東海大学

早稲田言語学院

48 金憬睿 大5

2019年卒業生大学合格

41 陈漠 大5

42 郑斯元 大3

35 陈旭荣 大6

37 刘俊薇 大6



No 氏名 クラス 大学

49 徐吾阳 大8 大東文化大学

50 顾欣怡 大3 亜細亜大学

51 顾欣怡 大3 拓殖大学

52 韩威林 大6 東海大学

53 姜泽宇 大2 東海大学

54 赵钜澄 大9 東海大学

帝京大学

明海大学

56 曾之叶 大5 帝京大学

57 张忆南 大9 桜美林大学

58 邹航 大1 文教大学

59 赵梦雪 A6 麗澤大学

60 许润沛 大1 拓殖大学

61 邹毅杰 大4 拓殖大学

62 陈欣然 大6 拓殖大学

63 梁镇鹏 大6 拓殖大学

64 张乃昭 大8 拓殖大学

65 杨嘉琦 院3 筑波学院大学

66 赵家彪 大7 筑波学院大学

67 耿婉宁 大3 流通経済大学

2019年卒業生大学合格

早稲田言語学院

55 赵轩鹤 大2



No 氏名 クラス 大学

68 祝邦彦 大4 流通経済大学

69 李子龙 大4 流通経済大学

70 郑文彬 大4 流通経済大学

71 崔喆 大9 尚美学園大学

72 孙嘉悦 大1 尚美学園大学

73 武书正 大5 尚美学園大学

74 施海楠 大9 尚美学園大学

75 李卓翼 大9 尚美学園大学

76 李建辉 大5 尚美学園大学

尚美学園大学

嘉悦大学

78 王正源 院3 尚美学園大学

79 孙福阳 大4 札幌学院大学

80 褚雨露 大4 札幌学院大学

81 殷艺真 大4 札幌学院大学

札幌学院大学

旭川大学

83 马千路 大2 札幌学院大学

84 张晅 大4 杉野服飾大学

85 康思宇 大1 恵泉女学園大学

2019年卒業生大学合格

早稲田言語学院

77 王静 院2

刘子贤 大982



No 氏名 クラス 大学

86 张伊琳 大1 恵泉女学園大学

87 何燕春 大3 城西大学

88 赵思佳 大3 城西大学

89 宁佐威 大8 城西大学

90 刘南希 大3 明海大学

91 徐申杰 大4 明海大学

92 高嘉鑫 大6 明海大学

93 史楷锋 大7 明海大学

94 丁俊元 大7 明海大学

95 柳锦秀 大8 明海大学

96 薛宏敏 大8 明海大学

97 陈秋多 大8 明海大学

98 史宸瑶 大3 埼玉工業大学

99 张智铭 大5 聖学院大学

100 周亚洲 大3 東京富士大学

101 潘明志 大3 東京富士大学

2019年卒業生大学合格

早稲田言語学院



No 氏名 クラス 大学院

1 臧晟宇 院1 東京大学

2 谢嘉皓 院1 東京工業大学

大阪大学

神戸大学

4 王安迪 B4 九州大学

5 张抖抖 A4 東京医科歯科大学

早稲田大学

横浜国立大学

7 陈佳澍 院1 早稲田大学

8 高欣悦 院1 早稲田大学

9 朱寧 院2 早稲田大学

10 陈静 院3 早稲田大学

11 邵奇 院3 早稲田大学

12 王钰龙 院3 早稲田大学

13 何悦 B4 慶応義塾大学

立教大学

明治大学

15 张亦丰 院2 明治大学

16 李佳旭 院1 法政大学

17 沈博扬 院1 上智大学

早稲田言語学院

2018年卒業生大学院合格

3 唐梦 院1

6 贾蕊寒 院1

14 吕青岩 院1



No 氏名 クラス 大学院

18 陈齐觅 B3 同志社大学

19 陈艺丹 院1 千葉大学

20 孙静 院2 千葉大学

21 赵世华 院3 首都大学東京

22 董倩玉 院2 首都大学東京

23 刘一特 院4 東京農工大学

24 毕艺飞 院3 横浜国立大学

25 朱珅栎 院3 宇都宮大学

26 黄少伟 院2 宇都宮大学

27 刘思齐 院2 新潟大学

28 郭丽莉 A8 岡山大学

29 李佐乾 院3 岐阜大学

30 纪宣丞 院4 茨城大学

31 邢浩 院4 群馬大学

32 王彦文 院4 滋賀大学

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

36 赫庆哲 院1 静岡大学

37 姜卓秋 院2 岩手大学

2018年卒業生大学院合格

早稲田言語学院



No 氏名 クラス 大学院

38 刘倩倩 院3 富山大学

39 饶非 院1 近畿大学

40 于可心 院1 杏林大学

日本大学

東洋大学

42 富修然 院2 東洋大学

43 姜佳维 院2 東洋大学

44 段潋 院3 専修大学

45 刘远扬 院4 多摩美術大学

46 张今宇 院1 帝京大学

47 李书韵 院4 東京造形大学

48 林开迪 院4 東京造形大学

49 赵森 院3 武蔵野音楽大学

50 孟志强 院3 京都造形芸術大学

41 叶紫薇 院2

早稲田言語学院

2018年卒業生大学院合格



No 氏名 クラス 大学

1 刘源 大1 明治大学

2 范渊钦 大1 青山学院大学

東京理科大学

中央大学

日本大学

上智大学

明治学院大学

5 陈嘉琳 大4 中央大学

6 金璐璐 大1 中央大学

7 林志 大4 中央大学

首都大学東京

山梨大学

茨城大学

関西大学理

日本大学

東洋大学

関西学院大学

駒澤大学

11 傅涵 大5 立命館大学

12 于昊洋 大2 秋田大学

10 王浩宇 大2

早稲田言語学院

8 袁嘉伟 大1

9 朱品帆 大1

3 丛佳林 大1

4 闻馨 大5

2018年卒業生大学合格



No 氏名 クラス 大学

新潟大学

東京電機大学

14 唐肇祥 大5 明治学院大学

15 王雅楠 大1 日本大学

日本大学

東洋大学

17 刘可心 大1 日本大学

18 王治达 大4 日本大学

武蔵野美術大学

日本大学

20 王维圣 大5 多摩美術大学

21 LI ZHIYU 大4 日本映画大学

22 欧阳杰斌 大5 東京電機大学

23 王舒 大4 東洋大学

24 高源 大2 東洋大学

25 熊梽宇 大4 東洋大学

26 王宇雄 大4 東洋大学

27 龙彦江 大4 駒澤大学

28 楊文博 大2 近畿大学

29 张丽敏 大2 武蔵野大学

16 陈心语 大1

19 阮家俊 大5

13 许倩 大4

2018年卒業生大学合格

早稲田言語学院



No 氏名 クラス 大学

30 于佳鑫 大2 武蔵野大学

31 刘泽 大2 武蔵野大学

32 刘睿 大5 武蔵野大学

33 季雷 大2 日本薬科大学

34 孟琪 大3 国士舘大学

35 李岩泉 大6 国士舘大学

36 张亚龙 大2 拓殖大学

37 谢恒瑞 大2 拓殖大学

38 王凯民 大5 拓殖大学

39 周子怡 大1 拓殖大学

40 朴宇 大5 拓殖大学

41 杨宇 大6 拓殖大学

42 王冲 大2 大東文化大学

43 马一天 大3 東海大学

44 孙玉 大3 帝京大学

45 岳祺 大5 帝京大学

46 姚瀚林 大5 帝京大学

47 于子涵 大5 帝京大学

48 杨婧 大5 帝京大学

49 李少峰 大1 桜美林大学

早稲田言語学院

2018年卒業生大学合格
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