
学習院大学 経済学部 経済学科 

平成 28 年度入学学生リスト 

学籍番号 姓 名 

16-021-001 相田 涼汰 

16-021-002 相原 悠里菜 

16-021-003 饗場 舜樹 

16-021-004 青山 朋代 

16-021-005 赤倉 睦 

16-021-006 赤羽根 沙弥 

16-021-007 秋山 結依 

16-021-008 安部 航平 

16-021-009 天野 里佳子 

16-021-010 綾部 壱晴 

16-021-011 荒谷 桃加 

16-021-012 新谷 啓太 

16-021-013 飯島 未来 

16-021-014 飯田 雅生 

16-021-015 飯塚 彩瑛 

16-021-016 飯塚 玲央 

16-021-017 五百住 奈央 

16-021-018 池ヶ谷 賢太郎 

16-021-019 池谷 岬 

16-021-020 石井 洸平 

16-021-022 石田 聡眞 

16-021-024 井田 圭祐 

16-021-025 市川 万結 

16-021-027 伊藤 紗菜 

16-021-027 伊藤 万里子 

16-021-028 伊藤 涼花 

16-021-029 稲葉 駿斗 

16-021-030 井上 徹 

16-021-031 今井 彩 

16-021-032 今井 優太郎 

16-021-034 岩田 勇人 

16-021-035 岩本 優奈 

16-021-036 上田 航平 

16-021-038 内田 千尋 

16-021-039 内山 航 

16-021-040 江郷 凛平 

16-021-041 大井 塁 

16-021-042 大黒 冴樹 

学籍番号 姓 名 

16-021-043 大澤 流星 

16-021-044 大島 優 

16-021-045 太田 菜南子 

16-021-046 大津 翔太 

16-021-047 大西 秦史 

16-021-048 大貫 凌 

16-021-049 大橋 康平 

16-021-050 大橋 佑生 

16-021-051 大宮 茉莉 

16-021-052 岡田 雄大 

16-021-053 岡戸 拓磨 

16-021-054 大野 太祐 

16-021-055 岡部 友紀 

16-021-056 岡本 辰之助 

16-021-057 岡本 壮生 

16-021-058 小倉 久美 

16-021-059 尾崎 吉彦 

16-021-060 小野 優樹 

16-021-061 小野 和花 

16-021-062 折山 昌敬 

16-021-063 夏 士驥 

16-021-064 貝戸 結菜 

16-021-065 影山 悠理 

16-021-066 柏木 大実 

16-021-067 片平 匠 

16-021-068 加藤 幸喜 

16-021-069 金井 夏美 

16-021-070 金子 拓海 

16-021-071 狩野 裕樹 

16-021-072 叶内 万友奈 

16-021-073 神山 和大 

16-021-074 亀山 太一 

16-021-075 川井 政人 

16-021-076 河合 勇一郎 

16-021-077 川上 あゆみ 

16-021-078 川上 功太 

16-021-079 川上 裕太 

16-021-080 神崎 琴美 
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16-021-081 菊地 敦士 

16-021-082 菊池 圭惟 

16-021-083 北原 和明 

16-021-085 鬼頭 昂大 

16-021-086 木下 悠吾 

16-021-087 木村 公亮 

16-021-089 清野 優太 

16-021-090 久木崎 未樹子 

16-021-091 久保 皓幹 

16-021-092 熊谷 亜美 

16-021-093 熊野 昂太 

16-021-094 蔵中 敦志 

16-021-095 栗原 悠馬 

16-021-096 グレーヴァ 遼 

16-021-098 黒崎 千聖 

16-021-099 黒田 大地 

16-021-100 小菅 健司 

16-021-101 後藤 遥介 

16-021-102 小林 亜美 

16-021-103 小林 新 

16-021-104 小林 由汰 

16-021-105 駒木根 和海 

16-021-106 小松 まりな 

16-021-107 古宮 樹 

16-021-108 齊藤 晃 

16-021-109 齋藤 和摩 

16-021-110 坂井 麗那 

16-021-111 坂本 峻也 

16-021-112 坂本 直樹 

16-021-113 桜井 祐太 

16-021-114 佐藤 絵利 

16-021-115 佐藤 翔太 

16-021-116 佐藤 貞雄 

16-021-117 佐藤 宏樹 

16-021-118 佐藤 怜至 

16-021-119 佐藤 麗太 

16-021-120 三瓶 和樹 

16-021-121 塩野 愛 
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16-021-122 宍戸 健人 

16-021-123 設楽 和希 

16-021-124 品川 優香 

16-021-125 篠崎 美月 

16-021-126 篠宮 崚汰 

16-021-127 柴原 雅人 

16-021-128 島 航平 

16-021-129 嶋田 海斗 

16-021-130 島田 幹大 

16-021-131 嶋村 匡高 

16-021-132 清水 恵佑 

16-021-133 清水 裕介 

16-021-135 菅原 裕晟 

16-021-136 杉浦 里佳 

16-021-137 杉本 真太郎 

16-021-138 鈴木 拓海 

16-021-139 鈴木 創 

16-021-140 鈴木 美波 

16-021-141 鈴木 雄人 

16-021-143 須藤 希 

16-021-144 清野 志穂 

16-021-145 関 剛司 

16-021-146 関野 和樹 

16-021-147 世古 千怜 

16-021-148 瀬崎 佳奈 

16-021-149 錢谷 連多 

16-021-150 銭 嘉俊 

16-021-151 相馬 拓哉 

16-021-152 宋 韓圭 

16-021-153 高石 未森 

16-021-154 高尾 祐紀 

16-021-155 高須 真美 

16-021-156 高田 春美 

16-021-157 高田 美来 

16-021-158 高橋 俊介 

16-021-159 高橋 友哉 

16-021-160 高橋 大輝 

16-021-161 高橋 美月 
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16-021-162 高橋 佑斗 

16-021-163 高橋 ゆり子 

16-021-164 高松 稜 

16-021-165 高村 建太 

16-021-166 高谷 宗希 

16-021-167 瀧井 慎二郎 

16-021-168 田口 桃佳 

16-021-169 武井 希生 

16-021-170 竹内 彩乃 

16-021-171 竹中 裕哉 

16-021-172 田崎 里緒奈 

16-021-173 田島 尚明 

16-021-174 田代 英里 

16-021-175 立川 雄一 

16-021-176 田中 愛望 

16-021-177 田中 克樹 

16-021-178 田中 平勝 

16-021-179 田中 美珠紀 

16-021-180 田辺 耀平 

16-021-181 谷 浩輔 

16-021-183 檀上 晃一朗 

16-021-184 近松 優香 

16-021-185 千葉 優理子 

16-021-186 張 世聡 

16-021-187 陳 浩博 

16-021-188 鎭守 智義 

16-021-189 塚本 桃子 

16-021-190 坪倉 香織 

16-021-191 藤堂 理沙 

16-021-192 遠國 遼 

16-021-193 時岡 拓夢 

16-021-194 徳永 康太 

16-021-195 戸島 有彩 

16-021-196 冨永 みのり 

16-021-197 中川 雅貴 

16-021-198 長岐 真聖 

16-021-199 中島 幸蔵 

16-021-200 中島 悠太 
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16-021-201 長島 明里 

16-021-202 長峯 美穂 

16-021-203 中村 樹 

16-021-204 中村 栄詞 

16-021-205 中村 健人 

16-021-206 中村 総太郎 

16-021-207 名取 和香 

16-021-208 奈良 誠矢 

16-021-209 成田 千夏 

16-021-210 縄稚 将太 

16-021-211 新原 優斗 

16-021-212 西川 美菜子 

16-021-213 日當 隆生 

16-021-214 根本 大地 

16-021-215 野口 寿々子 

16-021-216 野地 康平 

16-021-217 野村 満里奈 

16-021-218 朴 淳國 

16-021-219 橋本 優 

16-021-220 長谷川 峻介 

16-021-221 長谷川 涼介 

16-021-222 羽生 大紀 

16-021-223 羽場 響 

16-021-224 濱田 圭太 

16-021-225 林 海知 

16-021-226 東原 大晟 

16-021-227 平下 恵輔 

16-021-228 平田 明日翔 

16-021-229 平林 知樹 

16-021-230 平松 聡 

16-021-231 平山 あかり 

16-021-232 福井 健人 

16-021-233 福永 明日香 

16-021-234 福原 圭悟 

16-021-235 福來 達紀 

16-021-236 袋井 彩衣 

16-021-237 藤野 瑞生 

16-021-238 藤本 舜二 
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16-021-239 藤原 ゆり子 

16-021-240 不動 佳樹 

16-021-241 船串 勇太 

16-021-242 船山 大輝 

16-021-243 古川 雅大 

16-021-244 古川 慶顕 

16-021-245 古澤 隆志 

16-021-246 古谷 亮太 

16-021-247 帆苅 宥哉 

16-021-248 星 裕輝 

16-021-249 星野 裕介 

16-021-250 堀田 直希 

16-021-251 堀 享輔 

16-021-252 堀 憲人 

16-021-253 堀池 希実 

16-021-254 前田 莉那 

16-021-255 牧野 楓 

16-021-256 桝田 菜々子 

16-021-257 増西 智哉 

16-021-258 松岡 幸宏 

16-021-259 松崎 達也 

16-021-260 松澤 弘明 

16-021-261 松下 純奈 

16-021-262 松嶋 宏之 

16-021-263 松原 敬吾 

16-021-264 松本 怜華 

16-021-265 三浦 恒汰 

16-021-266 三浦 乃依琉 

16-021-267 三浦 真夕 

16-021-268 右田 光生 

16-021-269 三嶋 桜子 

16-021-270 水谷 玲 

16-021-271 水野 采実 

16-021-272 皆川 利仁 

16-021-273 三宅 李輝 

16-021-274 宮崎 一義 

16-021-275 宮田 祥吾 

16-021-276 宮原 周平 
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16-021-277 武藤 弘朗 

16-021-278 村井 清輝 

16-021-279 村上 智隆 

16-021-280 村松 裕太 

16-021-281 室屋 礁瑚 

16-021-282 孟 心ツキ 

16-021-283 望月 優成 

16-021-284 紋谷 咲穂 

16-021-285 矢口 達也 

16-021-286 谷塚 早統 

16-021-289 矢野 達也 

16-021-290 山口 花菜子 

16-021-291 山口 雅仁 

16-021-292 山崎 亮祐 

16-021-293 山下 紘平 

16-021-294 山下 史菜 

16-021-295 山田 佳奈 

16-021-296 山田 峻也 

16-021-297 山田 晃 

16-021-298 山本 航平 

16-021-299 山本 律 

16-021-300 山本 里奈 

16-021-301 杠 愛奈 

16-021-303 吉田 忠政 

16-021-304 吉田 東基生 

16-021-305 吉葉 崇 

16-021-306 米本 美香 

16-021-307 米森 公祐 

 


