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時点

大　学　名 学　部 学　科 氏　名 高　校

【県外国公立大学】

高知大学 教育 学校教育教員養成課程 城戸　虹玖 小禄

三重大学 生物資源 共生環境 山口　毬胡 普天間

熊本大学 教育 養護教諭養成課程 西島　彩月 沖尚

【県内国公立大学】

琉球大学 工 工 高橋　琉星 沖縄工業

琉球大学 人文社会 人間社会 安里　梨花 コザ

琉球大学 国際地域創造 国際地域創造 下地　陽由 向陽

琉球大学 国際地域創造 国際地域創造 長嶺　葵 糸満

琉球大学 国際地域創造 国際地域創造 當山　音葉 沖尚

琉球大学 国際地域創造 国際地域創造 大城　龍人 那覇西

琉球大学 教育 学校教育教員養成課程 平仲　凛 知念

琉球大学 教育 学校教育教員養成課程（英語） 仲底　美紅 球陽

沖縄県立看護大学 看護 看護 大村　夏穂 小禄

沖縄県立芸術大学 美術工芸 デザイン工芸 當銘　舞子 首里

名桜大学 国際学群 大城　エナ 読谷

【県外私立大学】

慶応義塾大学 法 政治 福原　寧夏 球陽

上智大学 文 哲学 嘉手川　瑞姫 沖尚

東京理科大学 経営 国際デザイン経営 高橋　琉盛 沖尚

明治大学 法 法律 平良　佳廉 那覇国際

東洋大学 法 企業法 冨永　梨莉 浦添

創価大学 経済 上原　美華 知念

崇城大学 薬 薬 嘉手川　藍 沖尚

同志社大学 法 法律 糸村　昌大 沖尚

同志社女子大学 薬 医療薬 南　小雪 沖尚

日本福祉大学 経済 大城　瑠海 那覇

関東学院大学 法 伊敷　幸之助 宜野湾

龍谷大学 法 法律 砂川　さやか 沖尚

成蹊大学 文 国際文化 名渡山ｻﾃｨｰﾊﾞ輝 沖尚

獨協大学 経済 国際環境 亀井　ハンナ 那覇国際

獨協大学 法 国際関係法 亀井　ハンナ 那覇国際

名古屋学院大学 リハビリテーション 理学療法 上原　智哉 コザ

大阪経済法科大学 経済 金城　綾助 読谷

大阪国際大学 　国際教養 国際観光 崎原　和 那覇西

産業能率大学 経営 マーケティング Ａ・Ｎ 那覇

純真学園大学 保健医療 医療工学 伊差川　純果 泊

美作大学 生活科 社会福祉 前原　星七 南部農林

　　　　　　　　　　尚学院　　　2021年度　　合格者



大　学　名 学　部 学　科 氏　名 高　校

四国大学 看護 看護 北澤　華乃 読谷

福岡大学 理 地球圏科 山口　毬胡 普天間

福岡純真学園大学 看護 我謝　歩奈美 西原

九州産業大学 経済 経済 照屋　ゆづき 那覇商業

九州看護福祉大学 看護福祉 看護 島袋　美希 普天間

西九州大学 大城　澪 嘉手納

九州女子大学 教育 人間発達 上良　奈菜子 糸満

【県内私立大学】　

沖縄国際大学 法 法律 照屋　朱理 沖尚

沖縄国際大学 法 法律 豊永　塔盛 宜野湾

沖縄国際大学 法 法律 宇良　紗希 与勝

沖縄国際大学 法 地域行政 宮城　秀司 浦添

沖縄国際大学 法 地域行政 上原　舜 前原

沖縄国際大学 経済 地域環境政策 宜保　汰英 浦添

沖縄国際大学 経済 経済 草野　竜希 コザ

沖縄国際大学 経済 経済 森根　絹代 那覇国際

沖縄国際大学 総合文化 英米言語文化 池原　向日葵 読谷

沖縄国際大学 総合文化 英米言語文化 宮城　佑衣加 読谷

沖縄国際大学 総合文化 英米言語文化 森根　絹代 那覇国際

沖縄国際大学 総合文化 日本文化 砂川　琉慎 読谷

沖縄国際大学 総合文化 人間福祉 金城　彗 具志川

沖縄国際大学 総合文化 人間福祉 江川　咲妃 具志川

沖縄大学 経法商 経法商 仲宗根　大貴 真和志

沖縄大学 経法商 経法商 伊波　陽 那覇西

沖縄大学 経法商 経法商 赤嶺　魁 宜野湾

沖縄大学 人文 福祉文化 大城　咲羅 那覇西

沖縄大学 人文 福祉文化 高江洲　功汰 豊見城南

沖縄大学 人文 子ども文化 山田　莉子 前原

沖縄大学 健康栄養 管理栄養 大城　莉緒 宜野湾

沖縄大学 健康栄養 管理栄養 宮城　和葉 球陽

沖縄大学 健康栄養 管理栄養 仲西　朋香 首里

【　専門学校　】

岡本　珠楠 与勝

河原医療大学校 看護 宮本　愛梨 豊見城南

那覇看護専門学校 看護 志良堂　愛美 沖縄工業

那覇看護専門学校 看護 内間　彩透 興南

那覇看護専門学校 看護 鈴木　志歩 那覇

那覇看護専門学校 看護 前田　愛理 那覇西

那覇看護専門学校 看護 照喜名　ほのか 知念

那覇看護専門学校 看護 仲里　七星 那覇商業

聖マリアンヌ医科大学看護専門学校



大　学　名 学　部 学　科 氏　名 高　校

那覇看護専門学校 看護 宜保　星空 コザ

那覇看護専門学校 看護 大城　瑠月 那覇商業

浦添看護学校 看護 池宮　奏 コザ

浦添看護学校 看護 伊禮　恵菜 普天間

浦添看護学校 看護 Ｒ・Ｋ 首里

浦添看護学校 看護 Ｋ・Ａ Ｏ

ぐしかわ看護専門学校 看護 西山　来貴 コザ

北部看護学校 看護 比嘉　瑞希 読谷

沖縄歯科衛生士学校 嘉数　沙季 沖縄工業

沖縄職業能力開発大学校 住居環境科 津波古　和 コザ

スーパーCGワールド 金城　颯一郎 沖縄工業

　デジタルデザイン 国吉　流空 浦添

ワールドトラベル 松川　野乃華 北中城

沖縄中央学園 メンタルオフィスビジネス 新垣　柚月 美里

福岡デザイン＆テクノロジー専門学校

インターナショナルデザインアカデミー

沖縄インターナショナルリゾートカレッジ


