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( 国公立 ） 千葉工業 70 津田沼

60 八王子 80 芝園

70 日野市 60 東京スカイツリー

60 荒川区 千葉商科 70 市川市

電気通信 40 調布 中　  央 60 多摩

50 本郷 50 後楽園

15 駒場 帝　　京 50 板橋

東京学芸 60 小金井市 60 八王子

40 大岡山 帝京科学 70 千住

60 すずかけ台 東京医療学院 60 多摩センター

60 府中市 東京経済 60 国分寺

60 小金井市 東京工科 50 蒲田

一　　　橋 50 国立市 70 八王子

 埼　　　玉　 70 さいたま 東京都市 50 世田谷

千　　　葉 90 稲毛区 60 横浜

100 中央区 50 等々力

80 松戸市 東京電機 50 足立区

横浜国立 80 横浜市 100 千葉県印西市

横浜市立 75 金沢八景 東京農業 30 世田谷

90 福浦 75 厚木

（ 私立 ） 東京福祉 40 豊島区

青山学院 20 青山 東京理科 40 神楽坂

60 相模原 30 九段校舎

亜 細 亜 50 武蔵野 東    洋 50 文京区白山

桜 美 林 60 町田市 70 埼玉朝霞

学習院 40 豊島区 日    本 30 千代田区

神 奈 川 60 横浜 40 三崎町

100 湘南ひらつか 35 世田谷

神奈川工科 60 厚木 日本体育 40 世田谷

関東学院 80 横浜金沢八景 60 横浜健志台

100 金沢文庫 日本映画大 50 川崎市

北　　里 40 白金 法    政 40 市ヶ谷

70 相模原 80 多摩

慶應義塾 40 三田 60 小金井

30 信濃町 武　　蔵 50 練馬区

50 日吉 武 蔵 野 60 有明

工 学 院 25 新宿 40 武蔵野

80 八王子 明　　　治 40 駿河台

國 學 院 25 渋谷 20 和泉

50 横浜たまﾌﾟﾗｻﾞ 50 生田

国 士 舘 25 世田谷 明治学院 40 港区

60 町田　 90 戸塚区

駒　　澤 30 駒沢 明　　星 60 日野市

40 玉川 目　　白 40 新宿

埼玉学園 90 川口市 90 岩槻

芝浦工業 50 豊洲 立    教 40 池袋

80 大宮 70 埼玉県新座

40 芝浦 立　　正 30 大崎

城西国際 140 千葉東金 早 稲 田 35 早稲田

35 東京紀尾井町 100 所沢 

90 幕張

成　　蹊 30 武蔵野市 （短期大学）

成　　城 30 世田谷 東京農業大学短期 30 世田谷

専　　修 50 生田 （ 専門学校 ）

40 神田 東京ビューティーｱｰﾄ 30 文京区

大　　正 50 豊島区 東放学園音響 20 渋谷区本町

大東文化 60 板橋 日本工学院八王子 70 八王子片倉

高千穂 30 杉並区 読売理工医療福祉 30 港区

拓　　殖 40 文京区 窪田理容美容 40 中野区中野

70 八王子 東京工学院 50 小金井市前原町

玉　　川 50 町田市 日本デザイン 30 渋谷区千駄ヶ谷

東京農工

 ○大学別通学所要時間（東京寮）
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首都大学東京

東　　　京

東京工業


