
【速　報】 2022/4/2

時点

大　学　名 学　部 学　科 氏　名 高　校

【県外国公立大学】

京都大学 理 　 新垣 淑那 沖尚

大阪大学 理 生物科 上原　翔 沖尚

大阪大学 工 応用理工 Ａ・Ｋ Ｏ

東北大学 工 建築 前田　拓海 沖尚

熊本大学 医 医 Ｒ・Ｙ Ｏ

東京外国語大学 国際社会 西南ヨーロッパ 津波古　桜雅 普天間

神戸大学 海洋政策科 海洋政策科 山内　昌治 沖尚

金沢大学 人間社会 国際 赤嶺　沙紀 沖尚

静岡大学 地域創造学環 　 沖山 寿幸 沖尚

広島大学 教育 英語文化系コース 友利　さや 沖尚

長崎大学 経済 総合経済 銘苅　結菜 那覇国際

香川大学 法 法 西平　愛海 向陽

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線 診療放射線 赤嶺　慎紀 那覇

福岡県立大学 人間社会 　 知念　美々 那覇西

下関市立大学 経済 経済 雪松　可梨 沖尚

【琉球大学　医学科】

琉球大学 医 医 野原　優奈 沖尚

琉球大学 医 医 金城　怜奈 沖尚

琉球大学 医 医 松岡 真利奈 沖尚

【県内国公立大学】

琉球大学 工 知能情報 吉田　涼一 沖縄工業

琉球大学 工 工 島袋　月輔 沖縄工業

琉球大学 工 工 東恩納　李能 美来工科

琉球大学 工 工 玉城 幹太 沖尚

琉球大学 工 工 川上　巧幸 浦添

琉球大学 工 工 Ｋ・Ｈ Ｎ

琉球大学 理 海洋自然科（化学系） 宮城 勇人 沖尚

琉球大学 理 海洋自然科（生物系） 城間　建児 普天間

琉球大学 理 海洋自然科（化学系） Ｔ・Ｙ 沖尚

琉球大学 人文社会 国際法政 城間　夕采 沖尚

琉球大学 人文社会 国際法政 福原　幸輝 石川

琉球大学 人文社会 人間社会 奥原　愛理 具志川

琉球大学 人文社会 人間社会 平良　陸 沖尚

琉球大学 人文社会 人間社会 匂坂　春路 那覇

琉球大学 人文社会 人間社会 富濱　舞子 美里

琉球大学 国際地域創造 国際地域創造 仲川　姫奈 浦添
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大　学　名 学　部 学　科 氏　名 高　校

琉球大学 国際地域創造 国際地域創造 比嘉　和葉 宜野湾

琉球大学 国際地域創造 国際地域創造 菅原　由夏 那覇西

琉球大学 国際地域創造 国際地域創造 仲村　仁志 那覇

琉球大学 国際地域創造 国際地域創造 城間　新 那覇

琉球大学 国際地域創造 国際地域創造 吉嶺　楓恋 具志川

琉球大学 国際地域創造 国際地域創造 城間　真凛 向陽

琉球大学 教育 学校教育教員養成課程 島袋　海良 普天間

琉球大学 教育 学校教育教員養成課程 Ｒ・Ａ 沖尚

沖縄県立看護大学 看護 看護 平良　愛佳 石川

沖縄県立看護大学 看護 看護 真志保　天那 沖尚

沖縄県立看護大学 看護 看護 喜舎場　彩音 沖尚

沖縄県立看護大学 看護 看護 Ｒ・Ｕ 沖尚

名桜大学 人間健康 看護 小谷　楓 浦添

名桜大学 人間健康 看護 糸数　凪 コザ

名桜大学 人間健康 看護 喜屋武　愛 コザ

名桜大学 人間健康 看護 下地　真央 那覇

名桜大学 人間健康 スポーツ健康 與那嶺　梓文 那覇

名桜大学 国際学群 情報システムズ 望月　光 美来工科

【大学校】 

清水海洋技術短期大学校 海技士教育科 海技士課程 森山　瑠斗 美来工科

【県外私立大学】

慶応義塾大学 法 法律 崎浜　空音 球陽

早稲田大学 教育 教育 赤嶺　沙紀 沖尚

早稲田大学 スポーツ科 スポーツ科 新垣 淑那 沖尚

明治大学 法 法律 銘苅　尚一郎 沖尚

明治大学 理工 応用化 山内　昌治 沖尚

明治大学 理工 機械工 Ａ・Ｋ Ｏ

中央大学 法 法律 松岡 真利奈 沖尚

中央大学 商 国際マーケティング Ｓ・Ｎ 球陽

青山学院大学 法 法 福原　幸輝 石川

青山学院大学 理工 機械創造工 Ａ・Ｋ Ｏ

東京理科大学 薬 生命創薬 松岡 真利奈 沖尚

東京理科大学 理工 先端化 山内　昌治 沖尚

東京理科大学 理工 応用生物 Ｓ・Ｈ 沖尚

東京理科大学 工 工業化 前田　拓海 沖尚

東京理科大学 工 機械工 Ａ・Ｋ Ｏ

同志社大学 生命医科 医生命システム Ｋ・Ｈ 沖尚

同志社大学 法 法 比嘉　悠馬 沖尚

立命館大学 生命科 生物工 Ｋ・Ｈ 沖尚



大　学　名 学　部 学　科 氏　名 高　校

立命館大学 生命科 生命情報 Ｓ・Ｈ 沖尚

東洋大学 法 企業 金城　ひびき 那覇西

東洋大学 社会 社会心理 古堅　遥飛 那覇国際

専修大学 法 法律/政治 福原　幸輝 石川

成蹊大学 経営 総合経営 知花　ももか 沖尚

明星大学 心理 犯罪心理 金城　未来
つくば

開成国際

帝京大学 福岡医療技術 医療技術 Ｒ・Ｎ コザ

東海大学 経営 経営 安慶名　美奈 コザ

天理医療大学 医療 臨床検査 岡田　長門
つくば

開成国際

武蔵野大学 経済 経済 新垣　貴士 沖尚

東京国際大学 国際関係 国際関係 Ｈ・Ｔ Ｔ

東京家政大学 健康科 看護 江口 ひかり 沖尚

常葉大学 社会環境 社会環境 沖山 寿幸 沖尚

人間環境大学 心理 犯罪心理 金城　未来
つくば

開成国際

金沢工業大学 情報フロンティア 経営情報 玉城 幹太 沖尚

静岡理工科大学 理工 電気電子工 沖山 寿幸 沖尚

静岡理工科大学 理工 建築 沖山 寿幸 沖尚

静岡理工科大学 理工 機械工 沖山 寿幸 沖尚

静岡理工科大学 理工 物質生命科 沖山 寿幸 沖尚

静岡理工科大学 理工 土木工 沖山 寿幸 沖尚

名古屋学院大学 法 法 當銘　優梨明 興南

大阪芸術大学 　 文芸 譜久原　あや 浦添

ものつくり大学 技能工芸 建設学科 運天　姫菜 美来工科

美作大学 生活科 社会福祉 掛越　琉那 沖縄工業

大手前大学 国際看護 看護 森山　瑛里愛 美里

独協大学 経済 経済 城間　真凛 向陽

四国大学 看護 看護 真志保　天那 沖尚

徳島文理大学 人間生活 心理 Ｓ・Ｈ 普天間

平安女学院大学 子ども教育 子ども教育 Ａ・Ｋ Ｍ

福岡大学 薬 薬 豊里 真李愛 沖尚

福岡大学 スポーツ科学 健康運動科学 大城　浩斗 知念

国際医療福祉大学 福岡薬 薬 Ｒ・Ａ 沖尚

第一薬科大学 看護 大橋　南月 那覇西

福岡看護大学 看護 看護 大橋　南月 那覇西

九州保健福祉大学 生命医科 生命医科 Ｍ・Ｈ 沖尚

九州産業大学 地域共創 観光 津波古　斗哉 那覇西

九州共立大学 スポーツ スポーツ 前嵩　彩海 那覇西

長崎国際大学 健康管理　 健康栄養 中山　真里萌 具志川商

香蘭女子短期大学 保育 永吉　桃可 西原



大　学　名 学　部 学　科 氏　名 高　校

【県内私立大学】　

沖縄国際大学 法 法律 玉城　琉斗 那覇西

沖縄国際大学 法 地域行政 Ｉ・Ｎ 普天間

沖縄国際大学 法 地域行政 真栄城　七海 読谷

沖縄国際大学 法 地域行政 池原　あゆな 読谷

沖縄国際大学 法 地域行政 大迫　蘭 浦添

沖縄国際大学 法 地域行政 城間　新 那覇

沖縄国際大学 経済 地域環境政策 友利　太翼 小禄

沖縄国際大学 経済 地域環境政策 伊禮　彩海 読谷

沖縄国際大学 経済 経済 與那嶺　千奈津 浦添

沖縄国際大学 経済 経済 安里　響 コザ

沖縄国際大学 経済 経済 太田　晃連 具志川

沖縄国際大学 経済 経済 仲宗根　陽咲 首里

沖縄国際大学 総合文化 英米言語文化 福島　史也 首里東

沖縄国際大学 総合文化 英米言語文化 迎里　翔 豊見城

沖縄国際大学 総合文化 英米言語文化 屋宜　愛佳 首里東

沖縄国際大学 総合文化 英米言語文化 池原　優 普天間

沖縄国際大学 総合文化 英米言語文化 吉嶺　楓恋 具志川

沖縄国際大学 総合文化 日本文化 Ｓ・Ｎ Ｍ

沖縄国際大学 総合文化 日本文化/社会文化 Ｒ・Ｍ 知念

沖縄国際大学 総合文化 社会文化 西平　彩香 浦添商業

沖縄国際大学 総合文化 社会文化 仲宗根　藍 小禄

沖縄国際大学 総合文化 社会文化 Ｍ・Ｎ Ｎ

沖縄国際大学 総合文化 人間福祉 福　キララ 那覇西

沖縄国際大学 総合文化 人間福祉 宮城　杏香 北谷

沖縄国際大学 総合文化 人間福祉 安和　伶唯 那覇

沖縄国際大学 産業情報 産業情報 與那覇　ひなた 糸満

沖縄国際大学 産業情報 産業情報 金城　未世梨 コザ

沖縄国際大学 産業情報 産業情報 川上　巧幸 浦添

沖縄国際大学 産業情報 企業システム 新垣　心菜 真和志

沖縄国際大学 産業情報 企業システム 雪松　可梨 沖尚

沖縄国際大学 産業情報 企業システム 仲宗根　陽咲 首里

沖縄大学 経法商 経法商 村山　淳希 那覇西

沖縄大学 経法商 経法商 前田　音羽 美里

沖縄大学 経法商 経法商 Ｒ・Ｓ 北中城

沖縄大学 経法商 経法商 内間　樹里愛 浦添

沖縄大学 経法商 経法商 銘苅　茉紘 北谷

沖縄大学 人文 福祉文化 新里　大起 知念

沖縄大学 人文 福祉文化 屋宜　孝 具志川



大　学　名 学　部 学　科 氏　名 高　校

沖縄大学 人文 福祉文化 宮城　弥鈴杏
つくば

開成国際

沖縄大学 人文 子ども文化 Ｙ・Ｉ Ｃ

沖縄キリスト教短期大学 保育科 金城　七星 具志川

沖縄女子短期大学 児童教育 初等教育 木谷　楓 宜野湾

【専門学校】　

日本文理大学医療専門学校 診療放射線科 屋嘉比　百花 北谷

那覇看護専門学校 看護 宮里　怜奈 浦添

沖縄看護専門学校 看護 渡慶次　結衣 首里東

浦添看護学校 看護 末次　深吟子 嘉手納

浦添看護学校 看護 Ｓ・Ｔ 浦添

浦添看護学校 看護 Ｍ・Ｈ Ｕ

ぐしかわ看護専門学校 看護 Ｈ・Ｍ 具志川

ぐしかわ看護専門学校 看護 上村　吏乃 与勝

ぐしかわ看護専門学校 看護 Ａ・Ｔ Ｍ

北部看護学校 看護 古謝　美来 前原

沖縄リハビリテーション福祉学院 理学療法 金城　杏弥 糸満

沖縄リハビリテーション福祉学院 理学療法 仲村　未来矢 小禄

沖縄リハビリテーション福祉学院 作業療法 池原　千尋 浦添

沖縄職業能力開発大学校 　電子エネルギー制御 古謝　拓巳 美里

那覇日経ビジネス専門学校 公務員ビジネス科速成コース Ｒ・Ｏ Ｎ

国際電子ビジネス専門学校 ITエンジニア グラフィックデザイン 津波古　愛姫 具志川商業

沖縄ペットワールド専門学校 動物看護・管理 上江洲　凛空 普天間

東京デザインテクノロジーセンター専門学校 大城　桃斗 豊見城

インターナショナルデザインアカデミー Ｔ・Ｕ Ｎ

インターナショナルデザインアカデミー Ａ・Ｍ Ｕ


