
月日 曜日

1/17 金

1/18 土 センター

1/19 日 センター

1/20 月

1/21 火 国際医療 愛知医科

1/22 水 岩手医科

1/23 木 藤田医科(前) 女子医科

1/24 金 昭和

1/25 土 関西医科(前) 東北医科 埼玉医科(前) 国際医療

1/26 日 北里 近畿(前) 川崎医科

1/27 月 帝京 自治医(学力) 愛知医科 岩手医科

1/28 火 帝京 自治医(面接) 藤田医科(前) 川崎医科 国際医療

1/29 水 帝京 東邦 兵庫医科AB 昭和 国際医療

1/30 木 獨協医科 埼玉医科(前) 北里 女子医 国際医療 愛知医科

1/31 金 聖マリアンナ 自治医 東北医科 帝京 国際医療 愛知医科 川崎医科 岩手医科 藤田医科(前)

2/1 土 久留米 日大N 東京医科 国際医療 昭和 川崎医科 岩手医科 北里 藤田医科(前)

2/2 日 日本医科(前) 東海 福岡 国際医療 昭和 埼玉医科（前） 北里

2/3 月 杏林 東海 東邦 昭和

2/4 火 順天堂A 金沢医科(前) 関西医科(前) 帝京 女子医

2/5 水 慈恵医科 聖マリアンナ 兵庫医科A 近畿(前) 帝京 女子医 北里 藤田医科(前) 川崎医科 岩手医科

2/6 木 日大N 東京医科 自治医科 東邦 埼玉医科（前） 愛知医科

2/7 金 東海 久留米 金沢医科(前) 福岡 兵庫医科A 東邦 帝京

2/8 土 日大A 獨協医科 日本医科(前) 兵庫医科A 関西医科(前) 聖マリアンナ 東京医科 東北医科 国際医療

2/9 日 産業医科 近畿(前) 聖マリアンナ 東海 東北医科

2/10 月 杏林 東邦

2/11 火 大阪医科(前) 順天堂A 東海 獨協医科 日大N 日本医科(前)

2/12 水 慈恵医科 杏林 獨協医科 日本医科(前) 女子医

2/13 木 順天堂A 久留米

2/14 金 日大A 兵庫医科B 順天堂A 福岡 金沢医科 関西医科(前) 自治医科 兵庫医科A 聖マリアンナ 東北医科

2/15 土 埼玉医科(後) 順天堂A 慈恵医科 金沢医科 東京医科 杏林

2/16 日 慈恵医科 日大A 近畿(前) 日大N

2/17 月 兵庫医科B 慈恵医科 東海

2/18 火 大阪医科(前) 日本医科(前)

2/19 水 慶應 獨協医科 金沢医科

2/20 木 埼玉医科(後) 大阪医科(前) 久留米

2/21 金 産業医科 順天堂B 日大A 順天堂A 大阪医科(前)

2/22 土 慈恵医科 福岡

2/23 日 埼玉医科(後)

2/24 月

2/25 火

2/26 水 慶應 兵庫医科B

2/27 木 埼玉医科（後）

2/28 金 金沢医科(後) 順天堂B

2/29 土 関西医科(後) 慶應 順天堂B

3/1 日 近畿(後) 順天堂B

3/2 月

3/3 火 藤田医科(後) 日本医科(後) 金沢医科(後)

3/4 水 慶應

3/5 木

3/6 金 金沢医科(後) 順天堂B

3/7 土 関西医科(後) 近畿(後)

3/8 日 久留米(後) 日本医科(後)

3/9 月 藤田医科(後)

3/10 火 大阪医科(後) 昭和(Ⅱ) 日本医科(後) 関西医科(後) 金沢医科（後）

3/11 水 近畿(後)

3/12 木 久留米(後) 産業医科

3/13 金 昭和(Ⅱ) 日本医科（後） 関西医科（後）

3/14 土 藤田医科(後)

3/15 日 昭和(Ⅱ)

3/16 月 大阪医科(後) 久留米(後) 藤田医科（後） 昭和（Ⅱ）

3/17 火

3/18 水 大阪医科（後）

3/19 木 近畿（後） 産業医科 久留米（後） 大阪医科（後）

3/20 金

3/21 土
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