
2020年度大学入試状況（抜粋）と大学世界ランキング

2020.6.5時点

THEランキング

2020

THE

日本ランキング

2019

合格者数

医学部医学科・獣医学科 25名

  ミネルヴァ大学(※) 対象外 - 2 総計

【英】UCL 15 - 3 海外の大学 4

【加】トロント大学 18 - 3 ハンガリー国立センメルワイス大 1

【新】シンガポール国立大学 25 - 2 ハンガリー国立ペーチ大 1

【米】ニューヨーク大学 29 - 1 ハンガリー国立セゲド大 1

【英】エジンバラ大学 30 - 3 ハンガリー国立デブレツェン大 1

【豪】メルボルン大学 32 - 1 公立 1

【加】UBC 34 - 3 奈良県立医科大学 1

東京大学 36 2 4 国立 11

【英】キングス・カレッジ・ロンドン 36 - 3 岡山大学 1

【英】マンチェスター大学 55 - 2 広島大学 6

京都大学 65 1 4 山口大学 2

【豪】クイーンズランド大学 66 - 2 島根大学 1

【英】ウォーリック大学 77 - 1 北海道大学 1

【英】グラスゴー大学 99 - 1 私立 6

【豪】アデレード大学 120 - 2 岡山理科大学 1

【豪】西オーストラリア大学 131 - 1 国際医療福祉大学 1

【英】レスター大学 166 - 1 帝京大学 1

【英】イーストアングリア大学 192 - 2 東海大学 1

200位以内 【米】ジョージ・ワシントン大学 198 - 1 藤田医科大学 2

東京工業大学 251-300 7 1 大学校 3

【豪】南オーストラリア大学 251-300 - 1 防衛医科大学校 3

名古屋大学 301-350 5 1

大阪大学 301-350 8 3

400位以内 【英】ケント大学 351-400 - 2 2020.6.5時点のまとめ

九州大学 401-500 4 1 海外の大学 44

北海道大学 401-500 5 1 国公立大学 71

筑波大学 401-500 9 1 大学校 5

藤田医科大学 401-500 141-150 2

【ハンガリー】国立センメルワイス大学 401-500 - 1 旧七帝大+2（東工大・一橋大） 16

600位以内 横浜市立大学 501-600 30 2 早慶上理ICU 37

広島大学 601-800 12 17 MARCH 25

早稲田大学 601-800 13 13 関関同立 68

神戸大学 601-800 16 1

東京都立大学 601-800 39 1 医学部医学科・獣医学科 25

800位以内 慶應義塾大学 601-800 - 6 歯学科 2

岡山大学 801-1000 24 5 薬学部 22

東京理科大学 801-1000 36 15

【ハンガリー】国立デブレツェン大学 801-1000 - 1 ※海外の大学はFull Offerのみをカウントしており、

大阪市立大学 801-1000 38 1 　Conditional Offer（条件付き合格）のみのものは

1000位以内 立教大学 801-1000 41 2 　含んでおりません。

注）THEランキング…Times Higher Educationの発表した大学の世界ランキング。現在世界ランキングは2020版が最新、日本ランキングは2019版を使用。

　　　   として、その教育内容も含めて大きな話題となりました。

世界ランキング200位以内の大学とミネルヴァ大に42名合格

AICJ高校　令和元年度卒業生数　113名

（IBDPコース26名　　東医H・早慶/国立大コース87名）

(※)ミネルヴァ大学は2014年に創立した大学で、2019年度の志願者数は約24000人、合格率は約1.2％でした。

　　同年のハーバード大学の志願者数が40000人超、合格率が約4.5％であったことから「世界最難関の大学」



■海外の大学 44名

（2020年6月5日時点）

2020年度 AICJ高等学校 大学入試状況

■医学部医学科・獣医学科 25名

■国公立大学 71名 ・ 文科省管轄外の大学校 5名

■難関私立大学 130名

Academy for the International Community in Japan

（英）UCL（3名）《15位》・（加）トロント大（3名）《18位》・（星）シンガポール国立大（2名）《25位》

（米）ニューヨーク大《29位》・（英）エジンバラ大（3名）《30位》・（豪）メルボルン大《32位》

（加）UBC（3名）《34位》・（英）キングス カレッジ ロンドン（3名）《36位》・（英）マンチェスター大（2名）《55位》

（豪）クィーンズランド大（2名）《66位》・（英）ウォリック大《77位》・（英）グラスゴー大《99位》

（豪）アデレード大（2名）《120位》・（豪）西オーストラリア大《131位》・（英）レスター大《166位》

（英）イースト アングリア大（2名）《192位》・（米）ジョージ ワシントン大《198位》

ミネルヴァ大（2名） など

広島大（6名）・岡山大・山口大（2名）・島根大・奈良県立医科大

国際医療福祉大・藤田医科大（2名）・防衛医科大学校（3名）・帝京大・東海大

ハンガリー国立センメルワイス大・ハンガリー国立ペーチ大・ハンガリー国立セゲド大

ハンガリー国立デブレツェン大・北海道大（獣医）・岡山理科大（獣医）

■歯学科 2名

■薬学部 22名

広島大・日本大

愛知学院大（2名）・安田女子大・横浜薬科大・広島国際大（5名）・神戸薬科大（2名）

星薬科大・東京理科大・同志社女子大（2名）・福岡大・福山大・立命館大（3名）・摂南大 など

東京大（4名）・京都大（4名）・大阪大（3名）・九州大・名古屋大・北海道大（2名）

東京工業大・神戸大・筑波大・東京外国語大・お茶の水女子大・東京農工大・広島大（17名）

岡山大（5名）・山口大（4名）・愛媛大（2名）・島根大（2名）・鹿児島大（2名）・岐阜大・宮崎大

横浜市立大（2名）・県立広島大（2名）・大阪市立大・大阪府立大・島根県立大・東京都立大

北九州市立大・防衛医科大学校（3名）・防衛大学校（2名） など

早稲田大（13名）・慶應義塾大（6名）・上智大（2名）・東京理科大（15名）・国際基督教大

明治大（11名）・青山学院大（2名）・立教大（2名）・中央大（7名）・法政大（3名）

関西大（9名）・関西学院大（10名）・同志社大（18名）・立命館大（31名） など

※ 《 》内世界ランクはTimes Higher Education （THE）World University Rankings2020 を参照

※過年度生を含む

卒業生113名（IBDPコース26名 東医H・早慶／国立大コース87名）



■海外の大学 140名
インペリアル大2名・シンガポール国立大2名・トロント大6名・ユニバーシティ カレッジ ロンドン（UCL）7名
エジンバラ大11名・メルボルン大3名・オーストラリア国立大学（ANU）・マンチェスター大8名
クィーンズランド大（UQ)4名・ブリティッシュ コロンビア大（UBC）7名・ミネルヴァ大2名 など

京都大・大阪大・東北大・名古屋大・東京医科歯科大・九州大2名・筑波大2名・岡山大4名・広島大24名・山口大8名
宮崎大2名・佐賀大3名・大分大2名・山梨大・信州大・島根大2名・鹿児島大・高知大・山形大・愛媛大
和歌山県立医科大・慶応義塾大・自治医科大・防衛医科大学校9名 など
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（2020年6月5日時点）

AICJ高等学校 《中学開校1～9期卒業生》大学入試状況

※ 世界ランクはTimes Higher Education （THE）World University Rankings2020 を参照

■医学部医学科 122名

■国公立大学 525名
東京大19名・京都大23名・大阪大27名・北海道大12名・東北大4名・名古屋大4名・九州大25名・一橋大3名
東京工業大6名・東京藝術大・広島大116名・国際教養大4名・横浜国立大11名・神戸大12名 など

～世界ランク100位以内の大学へ113名合格～

世界ランク200位内の大学へ

1
名

3
名

■早慶上理 ICU 265名・ＧMARCH 212名・関関同立 477名 など

42
名

1
名

国 世界ランク 合格大学 人数 国 世界ランク 合格大学 人数
イギリス 10位 インペリアル大 2 オランダ 62位 アムステルダム大 1
イギリス 15位 UCL 7 日本 65位 京都大 23
カナダ 18位 トロント大 6 オーストラリア 66位 クィーンズランド大 4

シンガポール 25位 シンガポール国立大 3 オランダ 69位 エラスムス ロッテルダム大 1
アメリカ 29位 ニューヨーク大 1 アメリカ 70位 オハイオ州立大 1
イギリス 30位 エジンバラ大 11 オーストラリア 75位 モナッシュ大 2

オーストラリア 32位 メルボルン大 3 イギリス 77位 ウォリック大 2
カナダ 34位 UBC 7 アメリカ 78位 ペンシルベニア州立大 1

イギリス 36位 キングス カレッジ ロンドン 4 アメリカ 84位 ミシガン州立大 1
日本 36位 東京大 19 イギリス 87位 ブリストル大 2

オーストラリア 50位 オーストラリア国立大 1 イギリス 99位 グラスゴー大 3
イギリス 55位 マンチェスター大 8 ※ ※ ミネルヴァ大 2


2020版 (100位)

		国		世界ランク		合格大学		人数		国		世界ランク		合格大学		人数

		イギリス		10位		インペリアル大		2		オランダ		62位 イ		アムステルダム大 ダイ		1

		イギリス		15位		UCL		7		日本 ニッポン		65位		京都大		23

		カナダ		18位		トロント大		6		オーストラリア		66位 イ		クィーンズランド大 ダイ		4

		シンガポール		25位		シンガポール国立大 コクリツ ダイ		3		オランダ		69位		エラスムス ロッテルダム大 ダイ		1

		アメリカ		29位		ニューヨーク大		1		アメリカ		70位		オハイオ州立大		1

		イギリス		30位		エジンバラ大		11		オーストラリア		75位		モナッシュ大		2

		オーストラリア		32位		メルボルン大 ダイ		3		イギリス		77位		ウォリック大		2

		カナダ		34位		UBC		7		アメリカ		78位		ペンシルベニア州立大		1

		イギリス		36位		キングス カレッジ ロンドン		4		アメリカ		84位		ミシガン州立大		1

		日本 ニッポン		36位		東京大		19		イギリス		87位		ブリストル大		2

		オーストラリア		50位 イ		オーストラリア国立大 コクリツ ダイ		1		イギリス		99位		グラスゴー大		3

		イギリス		55位		マンチェスター大		8		※		※		ミネルヴァ大		2		113





2020版 (200位)

		国		世界ランク		合格大学		人数		国		世界ランク		合格大学		人数

		イギリス		10位		インペリアル大		2		アメリカ		78位		ペンシルベニア州立大		1

		イギリス		15位		UCL		5		アメリカ		84位		ミシガン州立大		1

		カナダ		18位		トロント大		6		イギリス		87位		ブリストル大		2

		シンガポール		25位		シンガポール国立大 コクリツ ダイ		1		イギリス		99位		グラスゴー大		3

		アメリカ		29位		ニューヨーク大		1		イギリス		117位		シェフィールド大		1				100位以内 イ イナイ		102

		イギリス		30位		エジンバラ大		9		オーストラリア		120位		アデレード大		2				200位以内 イ イナイ		125

		オーストラリア		32位		メルボルン大 ダイ		3		台湾 タイワン		120位		台湾国立大		1								2020のみ

		カナダ		34位		UBC		5		イギリス		128位		ヨーク大 ダイ		1				台湾 タイワン		1

		イギリス		36位		キングス・カレッジ・ロンドン		4		オーストラリア		131位		西オーストラリア大 ニシ ダイ		1				日本 ニホン		42		8

		日本 ニッポン		36位		東京大		19		イギリス		133位		ダーハム大 ダイ		1				オランダ		2

		オーストラリア		50位 イ		オーストラリア国立大 コクリツ ダイ		1		イギリス		139位		ランカスター大 ダイ		1				ＮＺ		1

		イギリス		55位		マンチェスター大		7		イギリス		155位		リーズ大 ダイ		1				アメリカ		4		1

		オランダ		62位 イ		アムステルダム大 ダイ		1		イギリス		165位		リバプール大 ダイ		2				シンガポール		1

		日本 ニッポン		65位		京都大		23		イギリス		166位		レスター大 ダイ		4				イギリス		51		9

		オーストラリア		66位 イ		クィーンズランド大 ダイ		2		イギリス		168位		アバディーン大 ダイ		1				カナダ		11		4

		オランダ		69位		エラスムス・ロッテルダム大 ダイ		1		ニュージーランド		179位		オークランド大 ダイ		1				オーストラリア		12		4

		アメリカ		70位		オハイオ州立大		1		オーストラリア		179位		クィーンズランド工科大 コウカ ダイ		1						125		26

		オーストラリア		75位		モナッシュ大		2		イギリス		192位		イースト・アングリア大 ダイ		3

		イギリス		77位		ウォリック大		2		イギリス		198位		セント・アンドリュース大 ダイ		2

		海外の大学　　（75名）

								国公立大学　　（396名）





















		医学部医学科　　（80名）

								難関私立大学　　（966名）





























海外集計 2020

		期 キ		生徒　Student セイト		大学　University ダイガク		2020		Times Higher Education 20

		9		真田　翔太 サナダ ショウタ		University College London（英：ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン）		15

		9		雑賀　亮介 ザツ ガ リョウスケ		University of Toront（加：トロント大学） クワ		18

		9		雑賀　亮介 ザツ ガ リョウスケ		University of Toront（加：トロント大学） クワ		18

		9		雑賀　亮介 ザツ ガ リョウスケ		University of Toront（加：トロント大学） クワ		18

		9		山神　怜央 ヤマガミ レイ オウ		New York University（米：ニューヨーク大学）上海キャンパス ベイ ダイガク シャンハイ		29

		9		雑賀　亮介 ザツ ガ リョウスケ		The University of Edinburgh（英：エジンバラ大学） エイ ダイガク		30

		9		地主　一紀 イチ キ		University of Melbourne(豪：メルボルン大学） ゴウ ダイ ガク		32

		9		地主　一紀 イチ キ		The University British Columbia（加）ブリティッシュ・コロンビア大学） カ ダイガク		34

		9		平岡　紗季 ヒラオカ サ キ		The University British Columbia（加）ブリティッシュ・コロンビア大学） カ ダイガク		34

		9		雑賀　亮介 ザツ ガ リョウスケ		King’s College London（英：キングスカレッジロンドン） エイ		36

		9		松田　莉歩 マツダ リ ホ		King’s College London（英：キングスカレッジロンドン） エイ		36

		9		菅　剛大 カン ツヨシ オオ		King’s College London（英：キングスカレッジロンドン） エイ		36

		9		雑賀　亮介 ザツ ガ リョウスケ		The University of Manchester（英：マンチェスター大学）		55

		9		淺沼　駿哉 アサ ヌマ シュン ヤ		University of Queensland(豪：クィーンズランド大学） ゴウ ダイ ガク		66

		9		雑賀　亮介 ザツ ガ リョウスケ		University of Warwick（英：ウォリック大学） エイ ダイガク		77

		9		真田　翔太 サナダ ショウタ		University of Glasgow（英：グラスゴー大学）		99

		9		淺沼　駿哉 アサ ヌマ シュン ヤ		University of Adelaide（豪：アデレード大学） ゴウ ダイガク		120

		9		小湊　璃子 コミナト リ コ		University of Adelaide（豪：アデレード大学） ゴウ ダイガク		120

		9		淺沼　駿哉 アサ ヌマ シュン ヤ		University of Western Australia（豪：西オーストラリア大学） ゴウ ニシ ダイガク		131

		9		雑賀　亮介 ザツ ガ リョウスケ		Durham University（英：ダラム大） エイ ダイ		133

		9		真田　翔太 サナダ ショウタ		University of Leicester（英：レスター大学） エイ		166

		9		真田　翔太 サナダ ショウタ		University of East Anglia（英：イースト・アングリア大学） エイ ダイガク		192		190

		9		松田　莉歩 マツダ リ ホ		University of East Anglia（英：イースト・アングリア大学） エイ ダイガク		192		190

		9		小湊　璃子 コミナト リ コ		University of South Australia（豪：南オーストラリア大学） ゴウ ミナミ ダイガク		251-300位 イ

		9		小湊　璃子 コミナト リ コ		Deakin University（豪：ディーキン大学） ゴウ ダイガク		301-350位 イ

		9		松田　莉歩 マツダ リ ホ		University of Kent（英：ケント大学） エイ ダイガク		351-400位 イ

		9		真田　翔太 サナダ ショウタ		University of Kent（英：ケント大学） エイ ダイガク		351-400位 イ

		9		菅　剛大 カン ツヨシ オオ		Minerva Schools at KGI（米：ミネルヴァ大学） ベイ ダイガク		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ

		9		真田　翔太 サナダ ショウタ		Minerva Schools at KGI（米：ミネルヴァ大学） ベイ ダイガク		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ

		9		内田　和宏		California Lutheran University（米：カリフォルニア ルーセラン大） コメ ダイ		圏外 ケンガイ

		9		内田　和宏		University of San Diego （米：サンディエゴ大） コメ ダイ		圏外 ケンガイ





難関私大

				1-3期 キ		2015		2016		2017		2018		2019		2020		合計 ゴウケイ

		早稲田 ワセダ		62		5		12		11		6		4		12		112

		慶應 ケイオウ		48		1		2		2		1		1		6		61

		東京理科 トウキョウ リカ		30		3		6		4		1		9		13		66

		上智 ジョウチ		11		1		0		1		2		2		2		19

		ICU		2		0		0		0		0		1		1		4

		合計 ゴウケイ		153		10		20		18		10		17		34		262

		学習院 ガクシュウイン		2		0		0		1		0		0		0		3

		青山 アオヤマ		11		0		2		2		0		2		2		19

		明治 メイジ		45		2		8		5		1		4		10		75

		立教 リッキョウ		13		3		2		3		0		3		2		26

		中央 チュウオウ		27		4		2		4		0		3		6		46

		法政 ホウセイ		14		6		5		5		2		6		3		41

		合計 ゴウケイ		112		15		19		20		3		18		23		210

		関西学院 カンセイ ガクイン		19		7		10		13		0		5		10		64

		関西 カンセイ		35		8		11		15		4		22		9		104

		同志社 ドウシシャ		57		3		13		10		10		7		18		118

		立命館 リツメイ カン		85		13		22		18		5		17		31		191

		合計 ゴウケイ		196		31		56		56		19		51		68		477

				461		56		95		94		32		86		125		949





海外集計1-8期

		期 キ		生徒　Student セイト		大学　University ダイガク		Times Higher Education 18-19		Times Higher Education 17-18		Times Higher Education 16-17		Times Higher Education 15-16		Times Higher Education 14-15		Times Higher Education 13-14		QS World University Rankings 14-15

		1		姜　ヘンリー Henry Jiang キョ		Imperial College London（英：インペリアル大学） エイ ダイガク		9		8		8		8		9位 イ		10位 イ		2位 イ		1

		4		吉崎　友貴　Tomotaka Yoshizaki ヨシザキ トモキ		Imperial College London（英：インペリアル大学） エイ ダイガク		9		8		8		8		9位 イ				2位 イ		1

		1		姜　ヘンリー Henry Jiang キョ		University College London（英：ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン）		14		16		15		14		22		21位 イ		5		1

		2		池田　奈津紀 Natsuki Ikeda		University College London（英：ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン）		14		16		15		14		22		21位 イ		5		1

		4		吉崎　友貴　Tomotaka Yoshizaki ヨシザキ トモキ		University College London（英：ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン）		14		16		15		14		22				5		1

		6		植重　亮　Ryo Ueshige ウ シゲ リョウ		University College London（英：ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン）		14		16		15										1

		1		姜　ヘンリー Henry Jiang キョ		University of Toront（加：トロント大学） クワ		21		22		22		19		20		20位 イ		20		1

		2		野村　祐一郎 Yuichiro Nomura ノムラ ユウイチロウ		University of Toront（加：トロント大学） クワ		21		22		22		19		20		20位 イ		20		1

		6		植重　亮　Ryo Ueshige ウ シゲ リョウ		University of Toront（加：トロント大学） クワ		21		22		22										1

		7		沖本　祥　Sho Okimoto		National University of Singapore(シンガポール：シンガポール国立大学） コクリツ ダイガク		23		22						圏外 ケンガイ				圏外 ケンガイ		1

		6		植重　亮　Ryo Ueshige ウ シゲ リョウ		The University of Edinburgh（英：エジンバラ大学） エイ ダイガク		29		27		27										1

		1		姜　ヘンリー Henry Jiang キョ		The University of Edinburgh（英：エジンバラ大学） エイ ダイガク		29		27		27		24		36		39位 イ		17		1

		2		松岡　竜多 Ryota Matsuoka マツオカ リュウ オオ		The University of Edinburgh（英：エジンバラ大学） エイ ダイガク		29		27		27		24		36		39位 イ		17		1

		2		野村　祐一郎 Yuichiro Nomura ノムラ ユウイチロウ		The University of Edinburgh（英：エジンバラ大学） エイ ダイガク		29		27		27		24		36		39位 イ		17		1

		4		吉崎　友貴　Tomotaka Yoshizaki ヨシザキ トモキ		The University of Edinburgh（英：エジンバラ大学） エイ ダイガク		29		27		27		24		36				17		1

		7		沖本　祥　Sho Okimoto		The University of Edinburgh（英：エジンバラ大学） エイ ダイガク		29		27		27										1

		8		奥　菜々美 オク ナナミ		The University of Edinburgh（英：エジンバラ大学） エイ ダイガク		29														1

		8		大島　みずき オオシマ		The University of Edinburgh（英：エジンバラ大学） エイ ダイガク		29														1

		7		髙田　佳歩 Kaho Takata		University of Melbourne(豪：メルボルン大学） ゴウ ダイ ガク		32		32						圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		1

		8		大島　みずき オオシマ		University of Melbourne(豪：メルボルン大学） ゴウ ダイ ガク		32														1

		6		栁田　和那子　Kanako Yanagida ヤナギ タ ワ ナ コ		The University British Columbia（加：ブリティッシュ・コロンビア大学） カ ダイガク		37		34		36										1

		4		吉崎　友貴　Tomotaka Yoshizaki ヨシザキ トモキ		The University British Columbia（加：ブリティッシュ・コロンビア大学） カ ダイガク		37		34		36		34		32				43		1

		6		植重　亮　Ryo Ueshige ウ シゲ リョウ		The University British Columbia（加：ブリティッシュ・コロンビア大学） カ ダイガク		37		34		36										1

		8		奥　菜々美 オク ナナミ		King’s College London（英：キングスカレッジロンドン） エイ		38														1

		6		野地　絵梨奈　Elina Noji Mousourakis ノ チ エリナ		Australian National University(豪：オーストラリア国立大学） ゴウ コクリツ ダイ ガク		49		48		33										1

		7		沖本　祥　Sho Okimoto		The University of Manchester（英：マンチェスター大学）		57		54						圏外 ケンガイ				圏外 ケンガイ		1

		2		池田　奈津紀 Natsuki Ikeda		The University of Manchester（英：マンチェスター大学）		57		54		55		56		52		58位 イ		30		1

		2		松岡　竜多 Ryota Matsuoka マツオカ リュウ オオ		The University of Manchester（英：マンチェスター大学）		57		54		55		56		52		58位 イ		30		1

		4		吉崎　友貴　Tomotaka Yoshizaki ヨシザキ トモキ		The University of Manchester（英：マンチェスター大学）		57		54		55		56		52				30		1

		8		奥　菜々美 オク ナナミ		The University of Manchester（英：マンチェスター大学）		57														1

		8		山本　佳奈 ヤマモト カナ		The University of Manchester（英：マンチェスター大学）		57														1

		7		奥河　鎭大　Jindai Okugawa		University of Amsterdam（蘭：アムステルダム大学） ラン ダイガク		62		59						圏外 ケンガイ				圏外 ケンガイ		1

		6		野地　絵梨奈　Elina Noji Mousourakis ノ チ エリナ		University of Queensland(豪：クィーンズランド大学） ゴウ ダイ ガク		69		65		60										1

		8		大島　みずき オオシマ		University of Queensland(豪：クィーンズランド大学） ゴウ ダイ ガク		69														1

		2		池田　奈津紀 Natsuki Ikeda		Ohio State University（米：オハイオ州立大学）　		71		70		72		90		68		51位 イ		109		1

		7		奥河　鎭大　Jindai Okugawa		Erasmus University Rotterdam(蘭：エラスムス・ロッテルダム大) ラン		72		72												1

		2		池田　奈津紀 Natsuki Ikeda		University of Bristol（英：ブリストル大学）		78		76		71		69		74		79位 イ		29		1

		6		植重　亮　Ryo Ueshige ウ シゲ リョウ		University of Bristol（英：ブリストル大学）		78		76		71										1

		8		大島　みずき オオシマ		University of Warwick（英：ウォリック大学） エイ ダイガク		79														1

		2		池田　奈津紀 Natsuki Ikeda		Pennsylvania  State University（米：ペンシルべニア州立大学）　　　		81		77		68		75		58		49位 イ		112		1

		3		明石　海優 Miyu Akaishi アカ イシ ウミ ヤサ		Monash University (豪：モナッシュ大学)		84		80		74		73		83		91位 イ		70		1

		7		奥河　鎭大　Jindai Okugawa		Monash University (豪：モナッシュ大学)		84		80												1

		2		池田　奈津紀 Natsuki Ikeda		Michigan  State University（米：ミシガン州立大学）　　　		93		83		101		99		82		83位 イ		195		1

		2		池田　奈津紀 Natsuki Ikeda		University of Glasgow（英：グラスゴー大学）		93		80		88		76		94		117位 イ		55		1

		8		奥　菜々美 オク ナナミ		University of Glasgow（英：グラスゴー大学）		93														1

		2		池田　奈津紀 Natsuki Ikeda		The University of Sheffield（英：シェフィールド大学）		106		104		109		97		121		112位 イ		69		1

		1		姜　ヘンリー Henry Jiang キョ		University of York（英：ヨーク大学） エイ ダイガク		119		137		129		131		113		100位 イ		120		1

		2		野村　祐一郎 Yuichiro Nomura ノムラ ユウイチロウ		Lancaster University（英：ランカスター大学） エイ ダイガク		146		150		137		130		131		137位 イ		160		1

		2		松岡　竜多 Ryota Matsuoka マツオカ リュウ オオ		University of Leeds（英：リーズ大学） エイ ダイガク		153		139		133		133		146		139位 イ		97		1

		7		沖本　祥　Sho Okimoto		University of St Andrews （英：セント・アンドリュース大学） エイ		165		143												1

		2		松岡　竜多 Ryota Matsuoka マツオカ リュウ オオ		University of St Andrews （英：セント・アンドリュース大学） エイ		165		143		110		86		111		117位 イ		88		1

		2		野村　祐一郎 Yuichiro Nomura ノムラ ユウイチロウ		University of Leicester（英：レスター大学） エイ		167		159		167		167		199		161位 イ		211		1

		5		門田　知哉　Tomoya Monden モンデン チヤ		University of Leicester（英：レスター大学） エイ		167		159		167		167								1

		5		今本　琢　Taku Imamoto イマ モト タク		University of Leicester（英：レスター大学） エイ		167		159		167		167								1

		7		金　珠里 Juri Kim		National Taiwan University（台湾：台湾国立大学） タイワン タイワン コクリツ ダイガク		170		198						圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		1

		5		今本　琢　Taku Imamoto イマ モト タク		The University of Liverpool （英：リバプール大学） エイ ダイガク		181		177		158		157								1

		8		大島　みずき オオシマ		The University of Liverpool （英：リバプール大学） エイ ダイガク		181														1

		5		今本　琢　Taku Imamoto イマ モト タク		The University of Aberdeen （英：アバディーン大学） エイ ダイガク		185		185		188		172								1

		4		吉岡　茉鈴　Marin Yoshioka ヨシオカ マツ スズ		University of East Anglia（英：イースト・アングリア大学） エイ ダイガク		190		188		165		147		198				240		1

		8		武田　樹音 タケダ ジュ オト		University of Calgary（加：カルガリー大学） クワ ダイガク		199														1

		6		野地　絵梨奈　Elina Noji Mousourakis ノ チ エリナ		Auckland University(NZ：オークランド大学）		201-250位 イ		192		165										2

		5		田中　歩 Ayumi Tanaka タナカ アユミ		Queensland University of Technology（豪：クイーンズランド工科大学） ゴウ コウカ		201-250位 イ		201-250位 イ		201-250位 イ		251-300位 イ								2

		5		門田　知哉　Tomoya Monden モンデン チヤ		University of Reading （英：レディング大学） エイ ダイガク		201-250位 イ		201-250位 イ		192		164								2

		8		ブリシィ　健太ジェイ		University of Waterloo（加：ウォータールー大学） クワ ダイガク		201-250位 イ														2

		2		野村　祐一郎 Yuichiro Nomura ノムラ ユウイチロウ		Queen's University（加：クイーンズ大学） クワ		251-300位 イ		251-300位 イ		201-250位 イ		251-300位 イ		251-275位 イ		226位-250位 イ イ		187		2

		6		植重　亮　Ryo Ueshige ウ シゲ リョウ		University of Bath（英：バース大学） エイ ダイガク		251-300位 イ		251-300位 イ		251-300位 イ										2
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		2		池田　奈津紀 Natsuki Ikeda		Washinｇｔon State University（米：ワシントン州立大学）　　　		301-350位 イ		301-350位 イ		351-400位 イ		351-400位 イ		351-400位 イ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		2

		6		徳川　恭拓　Yasuhiro Tokugawa トクガワ ウヤウヤ ヒラ		Temple University（米：テンプル大学） コメ ダイガク		351-400位 イ		351-400位 イ		301-350位 イ										2

		2		野村　祐一郎 Yuichiro Nomura ノムラ ユウイチロウ		Northumbria University（英：ノーサンブリア大学） エイ		401-500位 イ		501-600位 イ		601-800位 イ		601-800位 イ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		700位 イ		2

		5		門田　知哉　Tomoya Monden モンデン チヤ		Northumbria University（英：ノーサンブリア大学） エイ		401-500位 イ		501-600位 イ		601-800位 イ		601-800位 イ								2

		4		吉岡　茉鈴　Marin Yoshioka ヨシオカ マツ スズ		Keele University（英：キーレ大学） エイ ダイガク		501-600位 イ		501-600位 イ		401-500位 イ		401-500位 イ		圏外 ケンガイ				501-550位 イ		2

		4		吉岡　茉鈴　Marin Yoshioka ヨシオカ マツ スズ		Coventry University（英：コベントリー大学） エイ ダイガク		601-800位 イ		601-800位 イ		601-800位 イ		601-800位 イ		圏外 ケンガイ				700位 イ		2

		4		大垰　日奈野　Hinano Otao オオトウ ヒ ナ ノ		Kingston University（英：キングストン大学） エイ ダイガク		601-800位 イ		601-800位 イ		601-800位 イ		601-800位 イ		圏外 ケンガイ				501-550位 イ		2

		5		門田　知哉　Tomoya Monden モンデン チヤ		Kingston University（英：キングストン大学） エイ ダイガク		601-800位 イ		601-800位 イ		601-800位 イ		601-800位 イ								2

		3		明石　海優 Miyu Akaishi アカ イシ ウミ ヤサ		Manchester Metropolitan University（英：マンチェスター・メトロポリタン大)		601-800位 イ		601-800位 イ		601-800位 イ		501-600位 イ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		700位 イ		2

		3		曽根　咲子 Sakiko Sone ソネ サキコ		Teesside University（英：ティーズサイド大学）		801-1000位 イ		601-800位 イ		601-800位 イ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		2

		3		曽根　咲子 Sakiko Sone ソネ サキコ		University of Central Lancashire （英：セントラル・ランカシャー大学）		801-1000位 イ		601-800位 イ		601-800位 イ		601-800位 イ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		700位 イ		2

		3		曽根　咲子 Sakiko Sone ソネ サキコ		University of Roehampton（英：ロ―ハンプトン大学）		801-1000位 イ		601-800位 イ		601-800位 イ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		2

		4		大垰　日奈野　Hinano Otao オオトウ ヒ ナ ノ		University of Roehampton（英：ロ―ハンプトン大学）		801-1000位 イ		601-800位 イ		601-800位 イ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ				圏外 ケンガイ		2

		4		大垰　日奈野　Hinano Otao オオトウ ヒ ナ ノ		University of Chester（英：チェスター大学） エイ ダイガク		1001+		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ				圏外 ケンガイ		2

		4		吉岡　茉鈴　Marin Yoshioka ヨシオカ マツ スズ		University of Chester（英：チェスター大学） エイ ダイガク		1001+		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ				圏外 ケンガイ		2

		5		今本　琢　Taku Imamoto イマ モト タク		University of Chester（英：チェスター大学） エイ ダイガク		1001+		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ								2

		3		明石　海優 Miyu Akaishi アカ イシ ウミ ヤサ		University of Chester（英：チェスター大学）		1001+		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		2

		4		大垰　日奈野　Hinano Otao オオトウ ヒ ナ ノ		Bath Spa University（英：バース・スパ大学） エイ ダイガク		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ				圏外 ケンガイ		2

		3		明石　海優 Miyu Akaishi アカ イシ ウミ ヤサ		Bath Spa University（英：バース・スパ大学）		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		2

		4		吉岡　茉鈴　Marin Yoshioka ヨシオカ マツ スズ		De Montford（英：ディ・モントフォード） エイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		601-800位 イ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ				圏外 ケンガイ		2

		3		曽根　咲子 Sakiko Sone ソネ サキコ		University of Worcester（英：ウスター大学）		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		圏外 ケンガイ		2

		8		ブリシィ　健太ジェイ		The University British Columbia（加）ブリティッシュ・コロンビア大学） カ ダイガク		37														1

		8		山本　佳奈 ヤマモト カナ		Fashion Institute Technology（FIT）（米：ニューヨーク州立ファッション工科大学） コメ シュウリツ コウカ ダイガク		圏外 ケンガイ														2

		8		山本　佳奈 ヤマモト カナ		University of the Arts London（英：ロンドン芸術大学）London College of Fashion 
-Fashion management		圏外 ケンガイ														2

		8		山本　佳奈 ヤマモト カナ		University of Westminster（英：ウェストミンスター大学）-fashion buying and merchandising 		601-800位 イ														2

		8		山本　佳奈 ヤマモト カナ		University of Westminster（英：ウェストミンスター大学）-fashion business management		601-800位 イ														2






