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北海道 国立大学 小樽商科大学 【商】経済
北海道 国立大学 小樽商科大学 【商（夜間主）】経済
北海道 国立大学 北海道大学 【経済】経済
北海道 公立大学 釧路公立大学 【経済】経済
北海道 私立大学 旭川大学 【経済】経営経済
北海道 私立大学 札幌大学 【地域共創学群】人間社会学域
北海道 私立大学 札幌学院大学 【経済経営】経済
北海道 私立大学 北星学園大学 【経済】経済
北海道 私立大学 北海学園大学 【経済】経済
北海道 私立大学 北海学園大学 【経済】地域経済
北海道 私立大学 北海学園大学 【経済（二部）】経済
北海道 私立大学 北海学園大学 【経済（二部）】地域経済
北海道 私立大学 北海商科大学 【商】商
北海道 私立大学 酪農学園大学 【農食環境学群】食と健康学類
北海道 私立短期大学 函館大谷短期大学 【コミュニティ総合】
北海道 私立短期大学 北翔大学短期大学部 【ライフデザイン】
北海道 私立短期大学 北海道武蔵女子短期大学 【経済】
青森 公立大学 青森公立大学 【経営経済】経済
青森 私立大学 八戸学院大学 【地域経営】地域経営
岩手 私立大学 富士大学 【経済】経済
宮城 国立大学 東北大学 【経済】経済
宮城 私立大学 東北学院大学 【経済】共生社会経済
宮城 私立大学 東北学院大学 【経済】経済
宮城 私立大学 東北福祉大学 【総合マネジメント】産業福祉マネジメント
宮城 私立大学 東北福祉大学 【総合マネジメント】情報福祉マネジメント
宮城 私立大学 東北文化学園大学 【経営法】経営法
秋田 私立大学 ノースアジア大学 【経済】経済
福島 国立大学 福島大学 【人文社会】経済経営学類
福島 私立大学 東日本国際大学 【経済経営】経済経営
茨城 私立大学 筑波学院大学 【経営情報】ビジネスデザイン
茨城 私立大学 流通経済大学 【経済】経済
栃木 私立大学 宇都宮共和大学 【シティライフ】シティライフ
群馬 公立大学 高崎経済大学 【経済】経済
群馬 公立大学 高崎経済大学 【経済】国際
群馬 私立大学 関東学園大学 【経済】経済
群馬 私立大学 上武大学 【ビジネス情報】国際ビジネス
埼玉 国立大学 埼玉大学 【経済】経済
埼玉 国立大学 埼玉大学 【経済】経済（夜間主）
埼玉 私立大学 埼玉学園大学 【経済経営】経済経営
埼玉 私立大学 城西大学 【経済】経済
埼玉 私立大学 駿河台大学 【経済経営】経済経営
埼玉 私立大学 聖学院大学 【政治経済】政治経済
埼玉 私立大学 東京国際大学 【経済】経済
埼玉 私立大学 獨協大学 【経済】経済
埼玉 私立大学 獨協大学 【経済】国際環境経済
千葉 私立大学 敬愛大学 【経済】経済
千葉 私立大学 淑徳大学 【コミュニティ政策】コミュニティ政策
千葉 私立大学 千葉経済大学 【経済】経済
千葉 私立大学 千葉商科大学 【商経】経済
千葉 私立大学 東京情報大学 【総合情報】総合情報
千葉 私立大学 明海大学 【経済】経済
千葉 私立大学 麗澤大学 【経済】経済
東京 国立大学 東京大学 【経済】経済
東京 国立大学 一橋大学 【経済】経済
東京 公立大学 東京都立大学 【経済経営】経済経営
東京 私立大学 青山学院大学 【経済】経済
東京 私立大学 青山学院大学 【経済】現代経済デザイン
東京 私立大学 青山学院大学 【国際政治経済】国際経済
東京 私立大学 亜細亜大学 【経済】経済
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東京 私立大学 桜美林大学 【リベラルアーツ学群】
東京 私立大学 嘉悦大学 【経営経済】経営経済
東京 私立大学 学習院大学 【経済】経済
東京 私立大学 慶應義塾大学 【経済】経済
東京 私立大学 國學院大學 【経済】経済
東京 私立大学 国際基督教大学 【教養】アーツ・サイエンス
東京 私立大学 国士舘大学 【政経】経済
東京 私立大学 駒澤大学 【経済】経済
東京 私立大学 駒澤大学 【経済】現代応用経済
東京 私立大学 上智大学 【経済】経済
東京 私立大学 昭和女子大学 【グローバルビジネス】ビジネスデザイン
東京 私立大学 成蹊大学 【経済】経済数理
東京 私立大学 成蹊大学 【経済】現代経済
東京 私立大学 成城大学 【経済】経済
東京 私立大学 専修大学 【経済】現代経済
東京 私立大学 専修大学 【経済】国際経済
東京 私立大学 専修大学 【経済】生活環境経済
東京 私立大学 創価大学 【経済】経済
東京 私立大学 大正大学 【地域創生】地域創生
東京 私立大学 大東文化大学 【経済】現代経済
東京 私立大学 大東文化大学 【経済】社会経済
東京 私立大学 拓殖大学 【政経】経済
東京 私立大学 中央大学 【経済】経済
東京 私立大学 中央大学 【経済】経済情報システム
東京 私立大学 中央大学 【経済】公共・環境経済
東京 私立大学 中央大学 【経済】国際経済
東京 私立大学 帝京大学 【経済】経済
東京 私立大学 帝京大学 【経済】国際経済
東京 私立大学 帝京大学 【経済】地域経済
東京 私立大学 帝京平成大学 【人文社会】観光経営
東京 私立大学 東海大学 【経営★】経営
東京 私立大学 東海大学 【国際文化】地域創造
東京 私立大学 東海大学 【政治経済】経済
東京 私立大学 東京経済大学 【経済】経済
東京 私立大学 東京経済大学 【経済】国際経済
東京 私立大学 東京女子大学 【現代教養】国際社会
東京 私立大学 東洋大学 【経済】経済
東京 私立大学 東洋大学 【経済】国際経済
東京 私立大学 東洋大学 【経済】総合政策
東京 私立大学 東洋大学 【経済（2部）】経済
東京 私立大学 東洋学園大学 【グローバル・コミュニケーション】グローバル・コミュニケーション
東京 私立大学 二松学舎大学 【国際政治経済】国際政治経済
東京 私立大学 日本大学 【経済】金融公共経済
東京 私立大学 日本大学 【経済】経済
東京 私立大学 日本女子大学 【家政】家政経済
東京 私立大学 法政大学 【経済】経済
東京 私立大学 法政大学 【経済】国際経済
東京 私立大学 武蔵大学 【経済】経済
東京 私立大学 武蔵野大学 【経済】経済
東京 私立大学 明治大学 【政治経済】経済
東京 私立大学 明治学院大学 【経済】経済
東京 私立大学 明星大学 【経済】経済
東京 私立大学 立教大学 【経済】経済
東京 私立大学 立教大学 【経済】経済政策
東京 私立大学 立正大学 【経済】経済
東京 私立大学 和光大学 【経済経営】経済
東京 私立大学 早稲田大学 【商】
東京 私立大学 早稲田大学 【政治経済】経済
東京 私立大学 早稲田大学 【政治経済】国際政治経済
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東京 私立短期大学 帝京大学短期大学 【現代ビジネス】
神奈川 国立大学 横浜国立大学 【経済】経済
神奈川 私立大学 神奈川大学 【経済】経済
神奈川 私立大学 関東学院大学 【経済】経済
新潟 国立大学 新潟大学 【経済科学】総合経済
新潟 公立大学 新潟県立大学 【国際経済】国際経済
新潟 私立大学 長岡大学 【経済経営】経済経営
新潟 私立大学 新潟産業大学 【経済】経済経営
山梨 公立短期大学 大月短期大学 【経済】
長野 国立大学 信州大学 【経法】応用経済
長野 国立大学 信州大学 【経法】総合法律
静岡 国立大学 静岡大学 【人文社会科学】経済
静岡 国立大学 静岡大学 【人文社会科学】経済（夜間主）
富山 国立大学 富山大学 【経済】経済
富山 国立大学 富山大学 【経済】経済（夜間主）
石川 国立大学 金沢大学 【人間社会】経済学類
石川 私立大学 金沢学院大学 【経済】経済
石川 私立大学 金沢学院大学 【経済情報】経済情報
石川 私立大学 金沢星稜大学 【経済】経済
石川 私立大学 北陸大学 【経済経営】マネジメント
福井 公立大学 福井県立大学 【経済】経済
岐阜 私立大学 岐阜協立大学 【経済】経済
岐阜 私立大学 岐阜聖徳学園大学 【経済情報】経済情報
愛知 国立大学 名古屋大学 【経済】経済
愛知 私立大学 愛知大学 【経済】経済
愛知 私立大学 愛知学院大学 【経済】経済
愛知 私立大学 愛知学院大学 【総合政策】総合政策
愛知 私立大学 愛知淑徳大学 【ビジネス】ビジネス
愛知 私立大学 中京大学 【経済】経済
愛知 私立大学 名古屋学院大学 【経済】経済
愛知 私立大学 名古屋経済大学 【経済】現代経済
愛知 私立大学 名古屋商科大学 【経済】経済
愛知 私立大学 名古屋商科大学 【経済】総合政策
愛知 私立大学 南山大学 【経済】経済
愛知 私立大学 日本福祉大学 【経済】経済
愛知 私立大学 名城大学 【経済】経済
愛知 私立大学 名城大学 【経済】産業社会
三重 国立大学 三重大学 【人文】法律経済
三重 私立大学 皇學館大学 【現代日本社会】現代日本社会
三重 公立短期大学 三重短期大学 【法経】経商コース
三重 公立短期大学 三重短期大学 【法経（二部）】
滋賀 国立大学 滋賀大学 【経済】経済
滋賀 国立大学 滋賀大学 【経済】経済（夜間主）
京都 国立大学 京都大学 【経済】経済経営
京都 私立大学 京都産業大学 【経済】経済
京都 私立大学 京都先端科学大学 【経済経営】経済
京都 私立大学 京都橘大学 【経済】経済
京都 私立大学 京都文教大学 【総合社会】総合社会
京都 私立大学 同志社大学 【経済】経済
京都 私立大学 立命館大学 【経済】経済
京都 私立大学 龍谷大学 【経済】現代経済
京都 私立大学 龍谷大学 【経済】国際経済
京都 私立短期大学 京都経済短期大学 【経営情報】経済システム
京都 私立短期大学 京都文教短期大学 【ライフデザイン総合☆】
大阪 国立大学 大阪大学 【経済】経済・経営
大阪 公立大学 大阪公立大学 【経済】経済
大阪 私立大学 追手門学院大学 【経済】経済
大阪 私立大学 大阪学院大学 【経済】経済
大阪 私立大学 大阪学院大学 【国際】国際
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大阪 私立大学 大阪経済大学 【経営】ビジネス法
大阪 私立大学 大阪経済大学 【経済】経済
大阪 私立大学 大阪経済大学 【経済】地域政策
大阪 私立大学 大阪経済法科大学 【経済】経済
大阪 私立大学 大阪国際大学 【経営経済】経済
大阪 私立大学 大阪産業大学 【経営】商
大阪 私立大学 大阪産業大学 【経済】経済
大阪 私立大学 大阪産業大学 【経済】国際経済
大阪 私立大学 大阪商業大学 【経済】経済
大阪 私立大学 大阪商業大学 【公共】公共
大阪 私立大学 大阪成蹊大学（経営学部） 【経営】スポーツマネジメント
大阪 私立大学 関西大学 【経済】経済
大阪 私立大学 近畿大学 【経済】経済
大阪 私立大学 近畿大学 【経済】国際経済
大阪 私立大学 近畿大学 【経済】総合経済政策
大阪 私立大学 摂南大学 【経済】経済
大阪 私立大学 相愛大学 【人文】人文
大阪 私立大学 阪南大学 【経済】経済
大阪 私立大学 桃山学院大学 【経済】経済
兵庫 国立大学 神戸大学 【経済】経済
兵庫 公立大学 兵庫県立大学 【国際商経】国際商経
兵庫 私立大学 関西学院大学 【経済】
兵庫 私立大学 関西学院大学 【人間福祉】社会起業
兵庫 私立大学 甲南大学 【マネジメント創造】マネジメント創造
兵庫 私立大学 甲南大学 【経済】経済
兵庫 私立大学 神戸学院大学 【経済】経済
兵庫 私立大学 神戸国際大学 【経済】経済経営
兵庫 私立大学 兵庫大学 【現代ビジネス】現代ビジネス
兵庫 私立大学 流通科学大学 【経済】経済
兵庫 私立大学 流通科学大学 【経済】経済情報
奈良 私立大学 帝塚山大学 【経済経営】経済経営
奈良 私立大学 帝塚山大学 【法】法
和歌山 国立大学 和歌山大学 【経済】経済
島根 国立大学 島根大学 【法文】法経
岡山 国立大学 岡山大学 【経済】経済
岡山 国立大学 岡山大学 【経済】経済（夜間主）
岡山 私立大学 岡山商科大学 【経済】経済
広島 国立大学 広島大学 【経済】経済
広島 国立大学 広島大学 【経済】経済（夜間主）
広島 私立大学 広島経済大学 【経済】経済
広島 私立大学 広島修道大学 【経済科学】現代経済
広島 私立大学 福山大学 【経済】経済
広島 私立大学 福山大学 【経済】国際経済
山口 国立大学 山口大学 【経済】経済
山口 公立大学 下関市立大学 【経済】経済
山口 公立大学 周南公立大学 【経済】ビジネス戦略
山口 公立大学 周南公立大学 【経済】現代経済
山口 私立大学 至誠館大学 【ライフデザイン】ライフデザイン
香川 国立大学 香川大学 【経済】経済
香川 国立大学 香川大学 【経済】経済（夜間主）
香川 私立大学 四国学院大学 【社会】カルチュラル・マネジメント
愛媛 私立大学 松山大学 【経済】経済
高知 国立大学 高知大学 【地域協働】地域協働
高知 公立大学 高知工科大学 【経済・マネジメント学群】
福岡 国立大学 九州大学 【経済】経済・経営
福岡 国立大学 九州大学 【経済】経済工
福岡 公立大学 北九州市立大学 【経済】経済
福岡 私立大学 九州共立大学 【経済】経済・経営
福岡 私立大学 九州産業大学 【経済】経済
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福岡 私立大学 九州情報大学 【経営情報】経営情報
福岡 私立大学 久留米大学 【経済】経済
福岡 私立大学 久留米大学 【経済】文化経済
福岡 私立大学 西南学院大学 【経済】経済
福岡 私立大学 西南学院大学 【経済】国際経済
福岡 私立大学 中村学園大学 【流通科学】流通科学
福岡 私立大学 日本経済大学　福岡キャンパス 【経済】経済
福岡 私立大学 福岡大学 【経済】経済
福岡 私立大学 福岡大学 【経済】産業経済
福岡 私立大学 福岡工業大学 【社会環境】社会環境
福岡 私立短期大学 中村学園大学短期大学部 【キャリア開発】
佐賀 国立大学 佐賀大学 【経済】経済
長崎 国立大学 長崎大学 【経済】総合経済
長崎 国立大学 長崎大学 【経済】総合経済（夜間主）
長崎 公立大学 長崎県立大学 【地域創造】実践経済
長崎 私立大学 鎮西学院大学 【現代社会】経済政策
熊本 私立大学 熊本学園大学 【経済】リーガルエコノミクス
熊本 私立大学 熊本学園大学 【経済】経済
大分 国立大学 大分大学 【経済】経済
大分 私立大学 日本文理大学 【経営経済】経営経済
大分 私立短期大学 別府溝部学園短期大学 【ライフデザイン総合】ファッションブライダルコース
鹿児島 私立大学 鹿児島国際大学 【経済】経済
鹿児島 公立短期大学 鹿児島県立短期大学 【商経】経済専攻
沖縄 国立大学 琉球大学 【国際地域創造】国際地域創造
沖縄 国立大学 琉球大学 【国際地域創造】国際地域創造（夜間主）
沖縄 私立大学 沖縄大学 【経法商】経法商
沖縄 私立大学 沖縄国際大学 【経済】経済


