
1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31
慶應義塾 慶應義塾
東京理科 東京理科
北⾥ 北⾥
昭和 昭和
近畿 近畿
星薬科 星薬科
⽴命館 ⽴命館
明治薬科 明治薬科
京都薬科 京都薬科
東京薬科 B 東京薬科
武蔵野 全学 武蔵野
福岡 福岡
名城 名城

⼤阪医科薬科 ⼤阪医科薬科
昭和薬科 昭和薬科
東邦 東邦
横浜薬科 1-1 1-2 1-3 横浜薬科
神⼾学院 神⼾学院
同志社⼥⼦ 同志社⼥⼦
崇城 崇城
⽇本 ⽇本
神⼾薬科 神⼾薬科
愛知学院 愛知学院
摂南 摂南
⾦城学院 ⾦城学院
帝京 帝京
帝京平成 帝京平成
国際医療福祉 国際医療福祉
岐⾩医療科学 前A,共 岐⾩医療科学
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A B

前期3科

１期
１期

前期３科

前期A

前期共



2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25

慶應義塾 ⼀般 慶應義塾

東京理科 B グロ,C 東京理科

北⾥ ⼀般 B 北⾥

昭和 医１期 １期,共 昭和

近畿 近畿

星薬科 B S 星薬科

⽴命館 薬学 統⼀ 個別 ⽴命館

明治薬科 B前期 共テC B後期 明治薬科

京都薬科 B 京都薬科

東京薬科 共テS 東京薬科

武蔵野 A,共テ 武蔵野

福岡 系統別 前期,共 前期理 前期,共 福岡

名城 A,共 B 名城

⼤阪医科薬科 A B ⼤阪医科薬科

昭和薬科 C B,D共 昭和薬科

東邦 ⼀般,共 東邦

横浜薬科 2-1 2-2 横浜薬科

神⼾学院 神⼾学院

同志社⼥⼦ 同志社⼥⼦

崇城 崇城

⽇本 N統⼀ A個別 ⽇本

神⼾薬科 前期 中期 神⼾薬科

愛知学院 中期 愛知学院

摂南 前2科 摂南

⾦城学院 共テ ⾦城学院

帝京 １期 共テ 帝京

帝京平成 帝京平成

国際医療福祉 国際医療福祉

岐⾩医療科学 前B 岐⾩医療科学
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前期

２期

２期

C

A

前期B

前期 中期

前期,⼀般共テ

前期,共テ



2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
慶應義塾 慶應義塾
東京理科 東京理科
北⾥ 北⾥
昭和 ２期 昭和
近畿 近畿
星薬科 星薬科
⽴命館 後期 ⽴命館
明治薬科 明治薬科
京都薬科 京都薬科
東京薬科 東京薬科
武蔵野 武蔵野
福岡 後期 福岡
名城 名城

⼤阪医科薬科 ⼤阪医科薬科
昭和薬科 昭和薬科
東邦 東邦

横浜薬科 3-1 3-2 ⼀般 横浜薬科
神⼾学院 後期 神⼾学院
同志社⼥⼦ 後期 同志社⼥⼦
崇城 後期 崇城
⽇本 ⽇本

神⼾薬科 後期 神⼾薬科
愛知学院 後期 愛知学院
摂南 後期 摂南

⾦城学院 後期 ⾦城学院
帝京 帝京

帝京平成 帝京平成
国際医療福祉 後期 国際医療福祉
岐⾩医療科学 後期A 後期B 岐⾩医療科学
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後期

３期
３期
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1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31
武庫川⼥⼦ 武庫川⼥⼦
北海道医療 前全学 北海道医療
東北医科薬科 前期 東北医科薬科
⼤阪⼤⾕ ⼤阪⼤⾕
広島国際 広島国際
就実 就実

⾼崎健康福祉 A ⾼崎健康福祉
⽇本薬科 N１前 ⽇本薬科
第⼀薬科 第⼀薬科
兵庫医療 兵庫医療
北海道科学 北海道科学
岩⼿医科 岩⼿医科
⻑崎国際 ⻑崎国際
城⻄ 城⻄
新潟薬科 新潟薬科
松⼭ １期 松⼭

鈴⿅医療科学 A 鈴⿅医療科学
奥⽻ １期 奥⽻

九州保健福祉 九州保健福祉
姫路独協 A 姫路独協
安⽥⼥⼦ 安⽥⼥⼦
徳島⽂理 １期A １期B 徳島⽂理
城⻄国際 城⻄国際
⻘森 ⻘森
北陸 北陸
医療創⽣ 医療創⽣
湘南医療 湘南医療
千葉科学 千葉科学
福⼭ 前期A 福⼭
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前期A

１期

A前期
前期スタ



2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25

武庫川⼥⼦ 武庫川⼥⼦

北海道医療 北海道医療

東北医科薬科 後期 東北医科薬科

⼤阪⼤⾕ 前期 ⼤阪⼤⾕

広島国際 前A,延 広島国際

就実 A B 就実

⾼崎健康福祉 A ⾼崎健康福祉

⽇本薬科 N１後 N２前 ⽇本薬科

第⼀薬科 第⼀薬科

兵庫医療 前期A 前期B 中期 兵庫医療

北海道科学 北海道科学

岩⼿医科 前期 岩⼿医科

⻑崎国際 ⻑崎国際

城⻄ B 城⻄

新潟薬科 １期A １期B ２期 新潟薬科

松⼭ ２期 松⼭

鈴⿅医療科学 鈴⿅医療科学

奥⽻ ２期 奥⽻

九州保健福祉 前期A 前期B 前期C 中期 九州保健福祉

姫路独協 B,共テ 姫路独協

安⽥⼥⼦ A B C 安⽥⼥⼦

徳島⽂理 ２期 徳島⽂理

城⻄国際 A B C 城⻄国際

⻘森 １期 ２期 ⻘森

北陸 A A B 北陸

医療創⽣ 前期 医療創⽣

湘南医療 １期 ２期 湘南医療

千葉科学 前期B 千葉科学

福⼭ 前期B 福⼭
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B中期

前期B

前期

A

A

前期A



2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
武庫川⼥⼦ C後期 武庫川⼥⼦
北海道医療 後全学 後スタ 北海道医療
東北医科薬科 東北医科薬科
⼤阪⼤⾕ 中期 後期 ⼤阪⼤⾕
広島国際 中期 後期 広島国際
就実 後期 就実

⾼崎健康福祉 B ⾼崎健康福祉
⽇本薬科 N２後 ⽇本薬科
第⼀薬科 ２期 ３期 第⼀薬科
兵庫医療 後期 共テ⾯接併⽤ 兵庫医療
北海道科学 後期 北海道科学
岩⼿医科 後期 岩⼿医科
⻑崎国際 B ⻑崎国際
城⻄ C 城⻄

新潟薬科 ３期 新潟薬科
松⼭ 松⼭

鈴⿅医療科学 B 鈴⿅医療科学
奥⽻ ３期 奥⽻

九州保健福祉 後期 九州保健福祉
姫路独協 C D 姫路独協
安⽥⼥⼦ 後期 安⽥⼥⼦
徳島⽂理 ３期 徳島⽂理
城⻄国際 ２科D 城⻄国際
⻘森 ３期 ⻘森
北陸 北陸

医療創⽣ 後期 医療創⽣
湘南医療 ３期 湘南医療
千葉科学 後期 千葉科学
福⼭ 後期 福⼭
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