
啓仁館グループ<五日市校・己斐校・尾道数楽考房>  ２０２１年入試・２０２０年入試・２０１９年入試　合格実績(抜粋)

大学 学部 生徒名 出身校 大学 学部 生徒名 出身校 大学 学部 生徒名 出身校

大学 学部 生徒名 出身校 広島大学 教育学部 A.Y. 尾道東 広島大学 総合科学部 M.Y. 舟入 関西大学 システム理工学部 Y.M. 尾道東

大阪大学 基礎工学部 R.K. 修道 広島大学 総合科学部 Y.N. 尾道北 広島大学 情報科学部 K.K. なぎさ 近畿大学 文芸学部 Y.U. 尾道北

九州大学 共創学部 F.K. 県立広島 広島大学 法学部 Y.M. 学院 広島大学 総合科学部 M.Y. 舟入 近畿大学 国際学部 H.S. 井口

筑波大学 情報学部 K.H. なぎさ 広島大学 法学部 K.S. 尾道北 広島大学 情報科学部 K.K. なぎさ 近畿大学 農学部 R.N. 尾道北

広島大学 教育学部 R.M. 尾道北 広島大学 歯学部・口腔保健学科 H.M. 舟入 愛媛大学 理学部 K.M. 廿日市 近畿大学 工学部 J.T. 尾道東

広島大学 経済学部 S.T. 修道 広島大学 工学部 K.M. 廿日市 愛媛大学 理学部 C.G. 尾道北 近畿大学 工学部 Y.M. 尾道北

広島大学 経済学部 Ｙ.Ｙ. 修道 広島大学 情報科学部 E.Y. なぎさ 東京海洋大学 海洋工学部 K.O. 尾道北 近畿大学 工学部 K.Y. 尾道北

広島大学 法学部 N.K. 基町 岡山大学 環境理工学部 H.Y. 尾道北 奈良県立大学 地域創造学部 K.S. 廿日市 近畿大学 経済学部 S.I. 井口

広島大学 法学部 R.W. 国泰寺 山口大学 経済学部 K.S. 尾道北 広島市立大学 情報科学部 S.J. 井口

広島大学 医学部・保健-看護 M.K. なぎさ 山口大学 工学部 K.M. 廿日市 広島市立大学 情報科学部 S.A. 五日市 早稲田大学 商学部 R.M. 尾道北

広島大学 生物生産学部 S.W. 修道 徳島大学 理工学部 K.T. 廿日市 広島市立大学 情報科学部 K.M. 廿日市 早稲田大学 基幹理工学部 K.T. なぎさ

岡山大学 教育学部 Ｙ.Ｙ. 尾道北 愛媛大学 理学部 T.S. 井口 広島市立大学 情報科学部 K.S. 廿日市 ICU(国際基督教大学) 教養学部 Y.T. なぎさ

岡山大学 農学部 R.Ｎ. 尾道北 愛媛大学 工学部 A.H. 尾道北 岡山県立大学 情報工学部 Y.K. 尾道北 中央大学 総合政策学部 Y.N. 尾道北

山梨大学 生命環境学部 S.N. 尾道北 愛媛大学 社会共創学部 T.K. 尾道東 福山市立大学 都市経営学部 K.T. 尾道北 同志社大学 法学部 K.S. 尾道北

奈良教育大学 教育学部 I.S. 廿日市 島根大学 医学部・看護学科 M.N. 尾道北 山口東京理科大学 工学部 S.N. 井口 同志社大学 経済学部 N.K. 尾道北

山口大学 理学部 A.W. なぎさ 島根大学 医学部・看護学科 H.Y. 尾道北 高知工科大学 環境工学群 Y.K. 井口 関西学院大学 人間福祉学部 N.S. 尾道東

山口大学 人文学部 Y.M. 尾道北 大分大学 教育学部 T.I. 井口 北九州市立大学 地域創生学群 H.N. 廿日市 関西学院大学 理工学部 Y.M. 廿日市

山口大学 工学部 T.U. 工大高 横浜市立大学 国際商学部 W.K. 廿日市 北九州市立大学 法学部 N.D. 廿日市 立命館大学 文学部 Y.N. 尾道北

香川大学 教育学部 Y.U. 尾道北 広島市立大学 国際学部 Y.M. 廿日市 北九州市立大学 経済学部 M.Y. 廿日市 立命館大学 経済学部 N.K. 尾道北

愛媛大学 法文学部 Y.N. 廿日市 広島市立大学 国際学部 T.Y. 廿日市 立命館大学 経済学部 K.S. 尾道北

愛媛大学 工学部 A.M. 廿日市 北九州市立大学 外国語学部 T.N. 尾道北 立命館大学 理工学部 H.Y. 尾道北

愛媛大学 工学部 J.T. 尾道東 広島市立大学 情報科学部 S.I. 廿日市 早稲田大学 創造理工学部 A.W. なぎさ 関西大学 社会学部 R.T. 井口

愛媛大学 工学部 Y.M. 尾道北 広島市立大学 情報科学部 N.I. 廿日市 明治大学 文学部 A.I. なぎさ 関西大学 システム理工学部 A.H. 尾道北

愛媛大学 工学部 Y.M. 尾道東 広島市立大学 情報科学部 S.K. 廿日市 明治大学 農学部 S.W. 修道

愛媛大学 農学部 A.M. 尾道北 広島市立大学 情報科学部 M.T. ひろしま協創 青山学院大学 経済学部 A.O. 尾道北 ICU(国際基督教大学) 教育学部 Y.F. 女学院

愛媛大学 社会共創学部 K.M. 井口 広島市立大学 情報科学部 T.N. 井口 同志社大学 グローバル地域文化学部 F.K. 県立広島 明治大学 理工学部 M.M. なぎさ

長崎大学 環境科学部 A.M. なぎさ 広島市立大学 情報科学部 Y.F. 国泰寺 同志社大学 理工学部 R.K. 修道 明治大学 商学部 K.I. 県立広島

大阪市立大学 経済学部 S.I. 井口 広島市立大学 情報科学部 T.F. 国泰寺 同志社大学 理工学部 R.Y. 修道 明治大学 法学部 M.Y. なぎさ

北九州市立大学 外国語学部 H.S. 井口 広島市立大学 情報科学部 K.M. 井口 関西学院大学 経済学部 S.I. 井口 中央大学 商学部 K.I. 県立広島

福岡教育大学 教育学部 A.S. 井口 県立広島大学 地域創生学部 R.T. 井口 関西学院大学 経済学部 F.T. 尾道北 法政大学 経済学部 K.I. 県立広島

福岡教育大学 教育学部 F.H. 廿日市 県立広島大学 地域創生学部 M.N. 廿日市 関西学院大学 経済学部 N.F. 井口 法政大学 経営学部 K.I. 県立広島

福岡教育大学 教育学部 M.M. 安田女子 県立広島大学 地域創生学部 A.S. 尾道北 関西学院大学 法学部 N.K. 基町 同志社大学 理工学部 M.M. なぎさ

兵庫県立大学 環境人間学部 S.S, 井口 県立広島大学 保健福祉学部 S.S. 井口 関西学院大学 法学部 R.W. 国泰寺 同志社大学 理工学部 M.I. なぎさ

広島市立大学 情報科学部 K.I. 安田女子 県立広島大学 生物資源化学部 A.K. 尾道東 関西学院大学 工学部 Y.M. 尾道東 同志社大学 商学部 R.H. 尾道北

下関市立大学 経済学部 A.T. 尾道東 山口県立大学 国際文化学部 M.N. 廿日市 関西学院大学 理学部 T.A. 国泰寺 関西学院大学 法学部 R.Y. 観音

県立広島大学 生物資源科学部 R.N. なぎさ 島根県立大学 総合政策学部 R.A. 廿日市 立命館大学 国際関係学部 H.S. 井口 関西学院大学 教育学部 H.T. 舟入

県立広島大学 生物資源科学部 A.T. 安田女子 福岡女子大学 国際文理学部 S.I. 井口 立命館大学 法学部 K.M. 尾道北 立命館大学 国際グローバル学部 R.H. 女学院

新見公立大学 健康科学部 M.F. 尾道東 福山市立大学 教育学部 N.T. 廿日市 立命館大学 理工学部 I.T. 工大高 立命館大学 生命科学部 M.M. なぎさ

福山市立大学 都市経営学部 K.K. 廿日市 立命館大学 情報理工学部 H.K. なぎさ 立命館大学 情報理工学部 K.K. なぎさ

九州大学 共創学部 T.Ｍ. 学院 福山市立大学 都市経営学部 S.Y. 尾道北 立命館大学 経済学部 S.T. 修道 立命館大学 経済学部 H.N. 崇徳

九州大学 法学部 S.T. 修道 立命館大学 政策科学部 Y.Y. 修道 立命館・アジア太平洋大学 アジア太平洋学部 Y.F. 女学院

神戸大学 経済学部 N.K. 尾道北 大阪大学 工学部 M.M. なぎさ 関西大学 社会学部 Y.F. 井口 立命館・アジア太平洋大学 体育学部 M.F. なぎさ

東京都立大学 システムデザイン学部 T.S. 舟入 岐阜薬科大学 薬学部 S.M. 修道 関西大学 社会学部 H.Y. なぎさ 関西大学 社会学部 H.T. 舟入

東京都立大学 理学部 Y.M. 廿日市 横浜国立大学 経営学部 R.H. 尾道北 関西大学 経済学部 S.T. 修道 関西大学 総合情報学部 K.K. なぎさ

大阪教育大学 教育学部 H.K. 尾道東 千葉大学 教育学部 H.T. 舟入

国公立大学 国公立大学 国公立大学 私立大学
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