
人文・社会科学専攻　２１２　名

札幌人1003 札幌人1007 札幌人1014 札幌人1015 札幌人1027

札幌人1043 札幌人1046 札幌人W2006

函館人1002

帯広人W2601

青森人W3103

宮城人1003 宮城人1014 宮城人1018 宮城人W2002

福島人1003 福島人1022

茨城人1003 茨城人1081 茨城人1087 茨城人W2003 茨城人W2042

茨城人W2070 茨城人W2113

栃木人1024 栃木人W2019 栃木人W2027

群馬人1001 群馬人1012

埼玉人1118 埼玉人1184 埼玉人W2078 埼玉人W2079

千葉人1005 千葉人1021 千葉人1023 千葉人1040 千葉人1050

千葉人1060 千葉人1064 千葉人1078 千葉人1092 千葉人W2034

千葉人W2059 千葉人W2061 千葉人W2063

東京人1015 東京人1019 東京人1024 東京人1028 東京人1030

東京人1044 東京人1053 東京人1064 東京人1094 東京人1116

東京人1129 東京人1137 東京人1162 東京人1180 東京人1212

東京人1251 東京人1260 東京人1261 東京人1285 東京人1308

東京人W2041 東京人W2150

神奈川人1022 神奈川人1033 神奈川人1046 神奈川人1058 神奈川人1069

防衛大学校本科第６５期学生一般採用試験（前期日程）　合格発表



人文・社会科学専攻（続き）

神奈川人1089 神奈川人W2001 神奈川人W2015 神奈川人W2026 神奈川人W2032

新潟人1018

静岡人1014

富山人6001

岐阜人7009 岐阜人7013 岐阜人W7103

愛知人1004 愛知人1005 愛知人2007 愛知人3003 愛知人3005

愛知人3014 愛知人3047 愛知人5002 愛知人5023 愛知人5026

愛知人6001

京都人1019 京都人W6002

大阪人3003 大阪人3011 大阪人3012 大阪人3019 大阪人3032

大阪人3037 大阪人3046 大阪人3074 大阪人3079 大阪人3083

大阪人3085 大阪人3203 大阪人3334 大阪人3342 大阪人3352

大阪人3390 大阪人3396 大阪人3503 大阪人3505 大阪人3540

大阪人3550 大阪人3551 大阪人3560 大阪人9101 大阪人W4009

大阪人W4013 大阪人W4038 大阪人W4330

兵庫人6012 兵庫人6029 兵庫人6036 兵庫人6052 兵庫人6058

兵庫人6075 兵庫人6085 兵庫人6099 兵庫人6102 兵庫人6114

兵庫人6117 兵庫人6120 兵庫人6129 兵庫人6133 兵庫人6135

兵庫人W7031 兵庫人W7035 兵庫人W7036 兵庫人W7045 兵庫人W7047

兵庫人W7081

奈良人1003 奈良人1202 奈良人1305

鳥取人1205 鳥取人1210

岡山人2003 岡山人2010

広島人1060 広島人1065 広島人W2077



人文・社会科学専攻（続き）

山口人1005 山口人1024 山口人5103 山口人5109 山口人5123

香川人1036 香川人W1516

愛媛人1002 愛媛人1009 愛媛人1015 愛媛人1019 愛媛人1050

愛媛人W1505 愛媛人W1550

高知人1003 高知人1008 高知人W1503 高知人W1505 高知人W4502

福岡人1028 福岡人1029 福岡人1044 福岡人2067 福岡人2077

福岡人2509 福岡人2908 福岡人4008 福岡人4043 福岡人4071

福岡人4136 福岡人4142 福岡人4162 福岡人4801 福岡人5076

福岡人5624 福岡人7051 福岡人7057 福岡人7070 福岡人8023

福岡人8059 福岡人8094 福岡人W3032 福岡人W3035 福岡人W3042

福岡人W3405 福岡人W6912

長崎人1089 長崎人1102

大分人W2002

熊本人1080 熊本人1083

宮崎人2423

鹿児島人1005 鹿児島人5017

沖縄人3001 沖縄人3011



理工学専攻　８５１　名

札幌理3016 札幌理3022 札幌理3026 札幌理3027 札幌理3028

札幌理3032 札幌理3073 札幌理3082 札幌理3083 札幌理3085

札幌理3087 札幌理3099 札幌理3102 札幌理3103 札幌理3109

札幌理3113 札幌理3132 札幌理W4006

旭川理3008 旭川理3011 旭川理W4002 旭川理W4003

帯広理W4502

青森理2004 青森理2009

岩手理3010

宮城理3009 宮城理3010 宮城理3011 宮城理3012 宮城理3016

宮城理3018 宮城理3022 宮城理3059 宮城理3062 宮城理3064

宮城理3065 宮城理3066 宮城理3076 宮城理3086 宮城理3091

宮城理W4024

秋田理3004

山形理3020

福島理3001 福島理3012 福島理3017 福島理3018 福島理3019

福島理3026 福島理3030 福島理3037 福島理3046 福島理3049

福島理3054 福島理3055 福島理W4004 福島理W4005 福島理W4006

茨城理3008 茨城理3009 茨城理3017 茨城理3018 茨城理3022

茨城理3027 茨城理3030 茨城理3031 茨城理3034 茨城理3035

茨城理3041 茨城理3079 茨城理3082 茨城理3084 茨城理3085

茨城理3089 茨城理3113 茨城理3123 茨城理3125 茨城理3126

茨城理3127 茨城理3133 茨城理3135 茨城理3174 茨城理3261

茨城理3287 茨城理3290 茨城理W4002 茨城理W4009 茨城理W4010

茨城理W4011 茨城理W4015 茨城理W4033 茨城理W4035 茨城理W4040



理工学専攻（続き）

茨城理W4041 茨城理W4042 茨城理W4047 茨城理W4049 茨城理W4096

茨城理W4101

栃木理3002 栃木理3022 栃木理3023 栃木理3029 栃木理3035

栃木理3036 栃木理3039 栃木理3045 栃木理3047 栃木理3050

栃木理3051 栃木理3056 栃木理3068 栃木理W4011 栃木理W4015

栃木理W4022 栃木理W4025 栃木理W4027 栃木理W4031

群馬理3027 群馬理W4010

埼玉理3020 埼玉理3028 埼玉理3052 埼玉理3063 埼玉理3126

埼玉理3147 埼玉理3167 埼玉理3169 埼玉理3206 埼玉理3209

埼玉理3212 埼玉理3228 埼玉理3229 埼玉理3237 埼玉理3257

埼玉理3258 埼玉理W4001 埼玉理W4002 埼玉理W4006 埼玉理W4009

埼玉理W4010 埼玉理W4052

千葉理3001 千葉理3011 千葉理3018 千葉理3031 千葉理3035

千葉理3037 千葉理3039 千葉理3048 千葉理3049 千葉理3064

千葉理3073 千葉理3078 千葉理3079 千葉理3086 千葉理3106

千葉理3108 千葉理3116 千葉理W4004 千葉理W4017

東京理3010 東京理3014 東京理3024 東京理3035 東京理3038

東京理3040 東京理3046 東京理3054 東京理3057 東京理3063

東京理3064 東京理3068 東京理3075 東京理3081 東京理3085

東京理3103 東京理3113 東京理3152 東京理3168 東京理3180

東京理3184 東京理3188 東京理3189 東京理3191 東京理3195

東京理3198 東京理3227 東京理3229 東京理3231 東京理3243

東京理3249 東京理3251 東京理3252 東京理3254 東京理3272

東京理3302 東京理3304 東京理3306 東京理3334 東京理3337



理工学専攻（続き）

東京理3350 東京理3375 東京理3382 東京理3390 東京理3396

東京理3399 東京理3404 東京理3412 東京理3417 東京理3422

東京理3430 東京理3435 東京理3438 東京理3444 東京理W4004

東京理W4026 東京理W4037 東京理W4040 東京理W4041 東京理W4054

東京理W4062 東京理W4063 東京理W4070

神奈川理3029 神奈川理3048 神奈川理3056 神奈川理3058 神奈川理3061

神奈川理3063 神奈川理3066 神奈川理3068 神奈川理3073 神奈川理3075

神奈川理3080 神奈川理3081 神奈川理3087 神奈川理3092 神奈川理3095

神奈川理3108 神奈川理3118 神奈川理3119 神奈川理3124 神奈川理3134

神奈川理3153 神奈川理3157 神奈川理3158 神奈川理3160 神奈川理3164

神奈川理3170 神奈川理3187 神奈川理W4012 神奈川理W4016 神奈川理W4021

新潟理3007 新潟理3009 新潟理3010 新潟理3014

山梨理3029 山梨理3084 山梨理3122 山梨理3129 山梨理3131

長野理3009 長野理3015 長野理3020 長野理3025

静岡理3009 静岡理3017 静岡理3023 静岡理3026 静岡理3027

静岡理3029 静岡理3031 静岡理3032 静岡理3067 静岡理3068

静岡理3070 静岡理3072 静岡理3074 静岡理W4002

富山理5005 富山理5010

石川理3007 石川理3009 石川理3013 石川理3015 石川理3016

石川理3017 石川理3018 石川理3020 石川理3021

福井理1029 福井理1036 福井理1056

岐阜理7205 岐阜理7210 岐阜理7212 岐阜理7214 岐阜理7219

岐阜理7226 岐阜理7233 岐阜理7234 岐阜理7237 岐阜理7243

岐阜理7244 岐阜理W7302 岐阜理W7308



理工学専攻（続き）

愛知理1415 愛知理2406 愛知理2428 愛知理2431 愛知理2503

愛知理2512 愛知理2523 愛知理3406 愛知理3408 愛知理3410

愛知理3426 愛知理3428 愛知理3430 愛知理3435 愛知理3437

愛知理3460 愛知理3462 愛知理3464 愛知理3469 愛知理3470

愛知理3471 愛知理3474 愛知理3476 愛知理3477 愛知理3513

愛知理3514 愛知理3525 愛知理3528 愛知理5405 愛知理5407

愛知理5409 愛知理5411 愛知理5413 愛知理5449 愛知理5453

愛知理5454 愛知理5456 愛知理5460 愛知理6451 愛知理6479

愛知理6486 愛知理6487 愛知理6490 愛知理6516 愛知理W1801

愛知理W2803 愛知理W2830 愛知理W3814 愛知理W3815 愛知理W6831

三重理1001 三重理1005 三重理1015 三重理1020 三重理1025

滋賀理3001 滋賀理3005 滋賀理3007 滋賀理3008 滋賀理3010

滋賀理3013

京都理2008 京都理2010 京都理2013 京都理2028 京都理2070

京都理2074 京都理2083 京都理2086 京都理2094 京都理2095

京都理2109 京都理2116 京都理2143 京都理2144 京都理2146

京都理2159 京都理W7001 京都理W7004 京都理W7008 京都理W7015

大阪理1036 大阪理1037 大阪理1038 大阪理1042 大阪理1052

大阪理1062 大阪理1064 大阪理1065 大阪理1066 大阪理1069

大阪理1074 大阪理1079 大阪理1091 大阪理1093 大阪理1152

大阪理1167 大阪理1182 大阪理1191 大阪理1211 大阪理1501

大阪理1505 大阪理1509 大阪理1511 大阪理1522 大阪理1532

大阪理1538 大阪理1539 大阪理1540 大阪理1541 大阪理1560

大阪理1565 大阪理1566 大阪理1567 大阪理1569 大阪理1571



理工学専攻（続き）

大阪理1574 大阪理1592 大阪理1595 大阪理1596 大阪理1649

大阪理1654 大阪理1683 大阪理1689 大阪理1692 大阪理1699

大阪理1717 大阪理1718 大阪理1720 大阪理1726 大阪理W2010

大阪理W2013 大阪理W2017 大阪理W2019 大阪理W2021 大阪理W2023

大阪理W2508 大阪理W2509 大阪理W2558 大阪理W2560 大阪理W2567

兵庫理8006 兵庫理8032 兵庫理8048 兵庫理8049 兵庫理8050

兵庫理8051 兵庫理8053 兵庫理8058 兵庫理8061 兵庫理8064

兵庫理8065 兵庫理8066 兵庫理8067 兵庫理8069 兵庫理8070

兵庫理8073 兵庫理8077 兵庫理8082 兵庫理8086 兵庫理8090

兵庫理8094 兵庫理8095 兵庫理8096 兵庫理8099 兵庫理8105

兵庫理8108 兵庫理8111 兵庫理8116 兵庫理8117 兵庫理8118

兵庫理8128 兵庫理8134 兵庫理8135 兵庫理8136 兵庫理8141

兵庫理8152 兵庫理8153 兵庫理8154 兵庫理8161 兵庫理8162

兵庫理8184 兵庫理8191 兵庫理8193 兵庫理8203 兵庫理8208

兵庫理8212 兵庫理8215 兵庫理8221 兵庫理8226 兵庫理8232

兵庫理8237 兵庫理8239 兵庫理8241 兵庫理8251 兵庫理8260

兵庫理W9001 兵庫理W9008 兵庫理W9009 兵庫理W9012 兵庫理W9019

兵庫理W9022 兵庫理W9029 兵庫理W9037 兵庫理W9039 兵庫理W9047

兵庫理W9054

奈良理2003 奈良理2006 奈良理2007 奈良理2013 奈良理2502

奈良理W6002

和歌山理W2506

鳥取理2204 鳥取理2206 鳥取理2217 鳥取理2218 鳥取理2228

鳥取理W4202



理工学専攻（続き）

岡山理3001 岡山理3004 岡山理3006 岡山理3010 岡山理3027

岡山理3028 岡山理3031 岡山理3051 岡山理3066 岡山理3068

岡山理W3507 岡山理W3508

広島理3022 広島理3029 広島理3035 広島理3036 広島理3047

広島理3059 広島理3061 広島理3062 広島理3063 広島理3074

広島理3078 広島理3080 広島理3081 広島理3084 広島理3086

広島理3088 広島理3090 広島理3159 広島理3175 広島理3182

広島理3185 広島理3188 広島理3190 広島理3203 広島理3209

広島理W4006 広島理W4012 広島理W4015 広島理W4032 広島理W4045

山口理3002 山口理3007 山口理3041 山口理5301 山口理5304

山口理5305 山口理5306 山口理5308 山口理5312 山口理5318

山口理5321 山口理5329 山口理5331 山口理5336 山口理5343

山口理W4001 山口理W5401

徳島理1008 徳島理1009 徳島理1014

香川理2001 香川理2002 香川理2016 香川理2025 香川理2035

香川理2038 香川理2044 香川理2045 香川理2046 香川理2048

香川理2053 香川理W2514

愛媛理2010 愛媛理2011 愛媛理2013 愛媛理2019 愛媛理2022

愛媛理2033 愛媛理2035 愛媛理2041 愛媛理2047 愛媛理2050

愛媛理2055 愛媛理2072 愛媛理2086 愛媛理2098 愛媛理2101

愛媛理2118 愛媛理2161 愛媛理W2503 愛媛理W2512 愛媛理W2533

愛媛理W2535 愛媛理W2537

高知理6001 高知理7002 高知理7005 高知理7006 高知理7007

福岡理1035 福岡理1040 福岡理1043 福岡理1045 福岡理1048



理工学専攻（続き）

福岡理1072 福岡理1084 福岡理1115 福岡理1121 福岡理1126

福岡理1136 福岡理1183 福岡理1197 福岡理1210 福岡理2026

福岡理2033 福岡理2132 福岡理2143 福岡理2150 福岡理2151

福岡理2166 福岡理2175 福岡理2183 福岡理4007 福岡理4018

福岡理4022 福岡理4064 福岡理4072 福岡理4091 福岡理4095

福岡理4132 福岡理4133 福岡理4135 福岡理4137 福岡理4138

福岡理4139 福岡理4153 福岡理4158 福岡理4234 福岡理4333

福岡理4358 福岡理4359 福岡理4374 福岡理4397 福岡理4414

福岡理4416 福岡理4445 福岡理4448 福岡理4449 福岡理4469

福岡理4484 福岡理4493 福岡理5002 福岡理5007 福岡理5008

福岡理5010 福岡理5011 福岡理5012 福岡理5014 福岡理5016

福岡理5018 福岡理5019 福岡理5021 福岡理5023 福岡理5024

福岡理5027 福岡理5030 福岡理5033 福岡理5049 福岡理5051

福岡理5052 福岡理5102 福岡理5104 福岡理5105 福岡理5111

福岡理5114 福岡理5116 福岡理5117 福岡理5118 福岡理5121

福岡理5125 福岡理5140 福岡理5159 福岡理5163 福岡理5168

福岡理5186 福岡理5190 福岡理5193 福岡理5205 福岡理5215

福岡理5216 福岡理5229 福岡理5259 福岡理5315 福岡理5327

福岡理5328 福岡理5362 福岡理5379 福岡理5394 福岡理5419

福岡理5436 福岡理5438 福岡理5469 福岡理5493 福岡理5494

福岡理5499 福岡理5508 福岡理5511 福岡理5517 福岡理7029

福岡理7039 福岡理7040 福岡理7042 福岡理7043 福岡理7078

福岡理7079 福岡理7099 福岡理7101 福岡理7103 福岡理7104

福岡理7107 福岡理7108 福岡理7109 福岡理7112 福岡理7124



理工学専攻（続き）

福岡理8083 福岡理8103 福岡理8107 福岡理8144 福岡理8148

福岡理8193 福岡理8201 福岡理W3036 福岡理W3501 福岡理W3544

福岡理W3563 福岡理W6030 福岡理W6510 福岡理W6511 福岡理W6527

福岡理W6578 福岡理W6621 福岡理W9594 福岡理W9633

佐賀理2001 佐賀理2005 佐賀理2009 佐賀理2018 佐賀理2019

佐賀理2020 佐賀理2021 佐賀理2024 佐賀理2026 佐賀理W2501

佐賀理W2502 佐賀理W2504

長崎理3001 長崎理3055 長崎理3087 長崎理3096 長崎理3097

長崎理3101 長崎理3154 長崎理3155 長崎理W4043

大分理3005 大分理3016 大分理3017 大分理3032 大分理3034

大分理3055 大分理3070 大分理3080 大分理3086 大分理W4012

熊本理2007 熊本理2010 熊本理2024 熊本理2038 熊本理2041

熊本理2051 熊本理2067 熊本理2078 熊本理2111 熊本理2112

熊本理2113 熊本理2151 熊本理W2522

宮崎理1007 宮崎理1008 宮崎理1009 宮崎理1013 宮崎理2009

宮崎理2015 宮崎理2042 宮崎理2216 宮崎理2220 宮崎理2227

宮崎理2260 宮崎理2280 宮崎理2303 宮崎理2317 宮崎理W4005

宮崎理W4124 宮崎理W4149

鹿児島理1040 鹿児島理1041 鹿児島理1042 鹿児島理1057 鹿児島理2031

鹿児島理2038 鹿児島理2046 鹿児島理2049 鹿児島理2050 鹿児島理2051

鹿児島理2054 鹿児島理2056 鹿児島理2060 鹿児島理2073 鹿児島理W2515

鹿児島理W2523

以　上


