
大学CD 名称カナ 名称 学部名
U01-1 ｾｲｻﾀﾞｲｶﾞｸ 星槎大学 (芦別キャンパス)
U10-1 ﾄｳｷｮｳﾌｸｼﾀﾞｲｶﾞｸ 東京福祉大学
U10-2 ﾀｶｻｷｹｲｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 高﨑経済大学
U10-3 ｼﾞｮｳﾌﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 上武大学
U11-1 ﾄﾞｯｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 獨協大学
U11-2 ﾆﾎﾝｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 日本工業大学
U11-3 ﾌﾞﾝｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 文教大学 (越谷キャンパス)
U11-4 ﾄｳﾎｳｵﾝｶﾞｸﾀﾞｲｶﾞｸ 東邦音楽大学
U11-5 ｼｮｳﾋﾞｶﾞｸｴﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 尚美学園大学
U11-6 ｽﾙｶﾞﾀﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 駿河台大学
U11-7 ｼﾊﾞｳﾗｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 芝浦工業大学 （さいたま市）
U11-8 ﾀﾞｲﾄｳﾌﾞﾝｶﾀﾞｲｶﾞｸ 大東文化大学 （東松山キャンパス）
U12-1 ｾｲﾄｸﾀﾞｲｶﾞｸ 聖徳大学 （通信教育部）
U12-2 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 日本大学 生産工学部
U12-3 ﾁｭｳｵｳｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 中央学院大学
U12-4 ｾｲﾄｸﾀﾞｲｶﾞｸ 聖徳大学
U13-1 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 青山学院大学
U13-2 ｵｳﾋﾞﾘﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 桜美林大学 (町田キャンパス)
U13-3 ｵﾁｬﾉﾐｽﾞｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ お茶の水女子大学
U13-4 ｷｮｳﾘﾂｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ 共立女子大学
U13-5 ｷｮｳﾘﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 杏林大学 (三鷹キャンパス)
U13-6 ｸﾆﾀﾁｵﾝｶﾞｸﾀﾞｲｶﾞｸ 国立音楽大学
U13-7 ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ 慶應義塾大学 通信教育部(三田キャンパス)
U13-8 ｺｳｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 工学院大学 (新宿キャンパス)
U13-10 ｼﾞｯｾﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ 実践女子大学 (渋谷キャンパス)
U13-11 ｼﾊﾞｳﾗｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 芝浦工業大学 (豊洲キャンパス)
U13-12 ｼﾞｮｳﾁﾀﾞｲｶﾞｸ 上智大学
U13-13 ｼﾞｮｼｴｲﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸ 女子栄養大学 (駒込キャンパス)
U13-14 ｼﾗﾕﾘｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ 白百合女子大学
U13-15 ｿｳｶﾀﾞｲｶﾞｸ 創価大学 通信教育部
U13-16 ﾀｶﾁﾎﾀﾞｲｶﾞｸ 高千穂大学
U13-17 ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 玉川大学 通信教育部
U13-18 ﾀﾏﾋﾞｼﾞｭﾂﾀﾞｲｶﾞｸ 多摩美術大学 (八王子キャンパス)
U13-19 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ 中央大学 (多摩キャンパス)
U13-20 ﾂﾀﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ 津田塾大学 (小平キャンパス)
U13-21 ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 帝京大学 (八王子キャンパス)
U13-22 ﾄｳｷｮｳｶﾞｲｺｸｺﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 東京外国語大学 (府中キャンパス)
U13-23 ﾄｳｷｮｳｶｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 東京家政学院大学 (町田キャンパス)
U13-24 ﾄｳｷｮｳｹﾞｲｼﾞｭﾂﾀﾞｲｶﾞｸ 東京芸術大学 (上野キャンパス)
U13-25 ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ 東京女子大学
U13-26 ﾄｳｷｮｳｿﾞｳｹｲﾀﾞｲｶﾞｸ 東京造形大学
U13-28 ﾄｳﾎｳｶﾞｸｴﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 桐朋学園大学 (調布キャンパス)
U13-29 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸ 東洋大学 通信教育部
U13-30 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 日本女子体育大学
U13-31 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 日本大学 理工学部
U13-32 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 日本大学 商学部
U13-33 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 日本大学 通信教育部
U13-34 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ 法政大学 (市ヶ谷キャンパス)
U13-35 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ 法政大学 (小金井キャンパス)
U13-36 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ 法政大学 通信教育部
U13-37 ﾄｳｷｮｳﾄｼﾀﾞｲｶﾞｸ 東京都市大学 (世田谷キャンパス)
U13-38 ﾑｻｼﾉｵﾝｶﾞｸﾀﾞｲｶﾞｸ 武蔵野音楽大学
U13-39 ﾑｻｼﾉﾋﾞｼﾞｭﾂﾀﾞｲｶﾞｸ 武蔵野美術大学 通信教育課程
U13-40 ﾄｳｷｮｳﾐﾗｲﾀﾞｲｶﾞｸ 東京未来大学
U13-41 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 明治大学 (駿河台キャンパス)
U13-42 ﾒｲｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ 明星大学 (青梅校)
U13-43 ﾒｲｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ 明星大学 通信教育部
U13-44 ﾒｲｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ 明星大学 （日野校）
U13-45 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 立教大学 (池袋キャンパス)
U13-46 ﾘｯｼｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 立正大学 (品川キャンパス)
U13-47 ｼｭｸﾄｸﾀﾞｲｶﾞｸ 淑徳大学 (東京キャンパス)
U13-48 ﾑｻｼﾉﾀﾞｲｶﾞｸ 武蔵野大学 (武蔵野キャンパス)
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U13-49 ﾆｼｮｳｶﾞｸｼｬﾀﾞｲｶﾞｸ 二松学舎大学
U13-50 ﾄｳﾎｳｶﾞｸｴﾝｹﾞｲｼﾞｭﾂﾀﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸ 桐朋学園芸術短期大学
U13-51 ﾄｳﾖｳｶﾞｸｴﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 東洋学園大学 (本郷キャンパス)
U13-52 ﾀｲｼｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 大正大学
U13-53 ｷｮｳﾘﾂｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ 共立女子大学 （神田一ツ橋キャンパス）
U13-54 ｾｲｹｲﾀﾞｲｶﾞｸ 成蹊大学
U13-55 ｱﾘｱｹｷｮｳｲｸｹﾞｲｼﾞｭﾂﾀﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸ 有明教育芸術短期大学
U13-56 ﾄｳｷｮｳｼﾞｭﾝｼﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 東京純心大学
U14-1 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 青山学院大学 （相模原キャンパス）
U14-2 ｱｻﾞﾌﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 麻布大学
U14-3 ｶﾏｸﾗｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸﾞ 鎌倉女子大学
U14-4 ｶﾏｸﾗｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌﾞ 鎌倉女子大学短期大学部
U14-5 ｶﾝﾄｳｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 関東学院大学
U14-6 ｷﾀｻﾄﾀﾞｲｶﾞｸ 北里大学
U14-7 ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ 慶應義塾大学
U14-8 ｺｸｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 國學院大學 (たまプラーザキャンパス)
U14-9 ｻｶﾞﾐｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ 相模女子大学
U14-10 ｼｮｳｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 松蔭大学
U14-11 ｼｮｳﾜｵﾝｶﾞｸﾀﾞｲｶﾞｸ 昭和音楽大学
U14-12 ｼﾞｮｼﾋﾞｼﾞｭﾂﾀﾞｲｶﾞｸ 女子美術大学
U14-13 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲｶﾞｸ 専修大学
U14-14 ｾﾝｿﾞｸｶﾞｸｴﾝｵﾝｶﾞｸﾀﾞｲｶﾞｸ 洗足学園音楽大学
U14-15 ﾂﾙﾐﾀﾞｲｶﾞｸ 鶴見大学
U14-16 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏﾀﾞｲｶﾞｸ 桐蔭横浜大学
U14-17 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸ 東海大学
U14-18 ﾄｳｷｮｳｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 東京工業大学
U14-19 ﾄｳｷｮｳﾉｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 東京農業大学
U14-20 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ 日本女子大学
U14-21 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 日本大学 生物資源科学部
U14-22 ﾌｪﾘｽｼﾞｮｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ フェリス女学院大学
U14-23 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 明治大学 (生田キャンパス)
U14-24 ﾖｺﾊﾏｺｳﾄｳｷｮｳｲｸｾﾝﾓﾝｶﾞｯｺｳ 横浜高等教育専門学校
U14-25 ﾖｺﾊﾏｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸ 横浜国立大学
U14-26 ﾖｺﾊﾏｼﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸ 横浜市立大学
U14-27 ﾖｺﾊﾏﾋﾞｼﾞｭﾂﾀﾞｲｶﾞｸ 横浜美術大学
U14-28 ﾒｲｼﾞｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 明治学院大学
U14-29 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶﾀﾞｲｶﾞｸ 湘南工科大学
U14-30 ﾌﾞﾝｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 文教大学 （湘南キャンパス）
U14-31 ﾄｳﾖｳｴｲﾜｼﾞｮｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 東洋英和女学院大学
U14-32 ｶﾅｶﾞﾜｺｳｶﾀﾞｲｶﾞｸ 神奈川工科大学
U14-33 ﾄｳｷｮｳｺｳｹﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 東京工芸大学
U14-34 ｼｮｳﾜｵﾝｶﾞｸﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌﾞ 昭和音楽大学短期大学部
U14-35 ｾｲｻﾀﾞｲｶﾞｸ 星槎大学 (箱根キャンパス)
U14-36 ﾀﾏﾀﾞｲｶﾞｸ 多摩大学 (湘南キャンパス)
U14-37 ﾖｺﾊﾏﾔｯｶﾀﾞｲｶﾞｸ 横浜薬科大学
U15-1 ｼﾞｮｳｴﾂｷｮｳｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 上越教育大学
U19-1 ﾂﾙﾌﾞﾝｶﾀﾞｲｶﾞｸ 都留文科大学
U23-1 ｱｲﾁｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸ 愛知産業大学短期大学
U23-2 ｱｲﾁｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 愛知産業大学
U26-1 ｷｮｳﾄｶﾞｲｺｸｺﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 京都外国語大学
U26-2 ｷｮｳﾄｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ 京都女子大学
U26-3 ｷｮｳﾄｿﾞｳｹｲｹﾞｲｼﾞｭﾂﾀﾞｲｶﾞｸ 京都造形芸術大学
U26-4 ｷｮｳﾄﾀﾞｲｶﾞｸ 京都大学 (吉田キャンパス)
U26-5 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲｶﾞｸ 同志社大学 (今出川キャンパス)
U26-6 ｵｵﾀﾆﾀﾞｲｶﾞｸ 大谷大学
U26-7 ｷｮｳﾄﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ 京都ノートルダム女子大学
U26-8 ｷｮｳﾄｷｮｳｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 京都教育大学
U26-9 ｻｶﾞﾋﾞｼﾞｭﾂﾀﾞｲｶﾞｸ 嵯峨美術大学
U26-10 ｷｮｳﾄｼﾘﾂｹﾞｲｼﾞｭﾂﾀﾞｲｶﾞｸ 京都市立芸術大学
U26-11 ﾌﾞｯｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 佛教大学
U27-1 ｵｵｻｶｹﾞｲｼﾞｭﾂﾀﾞｲｶﾞｸ 大阪芸術大学 通信教育部
U28-1 ﾋﾒｼﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 姫路大学 (通信教育課程)
U40-1 ﾌｸｵｶｼﾞｮｼﾀﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸ 福岡女子短期大学
U47-1 ｶﾝﾀｲﾍｲﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸ 環太平洋大学
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