
人文・社会科学専攻　２４１　名

札幌人1013 札幌人1024 札幌人1036 札幌人1037 札幌人1042

札幌人1047 札幌人1049 札幌人1060 札幌人1068 札幌人W2008

札幌人W2017

旭川人W2002

青森人1001 青森人W2101

宮城人1001 宮城人1007 宮城人1010 宮城人1018 宮城人W2003

秋田人1003

山形人1006

福島人1019 福島人W2006 福島人W2015

茨城人1005 茨城人1086 茨城人1117 茨城人1154 茨城人W2004

茨城人W2025 茨城人W2035 茨城人W2068

栃木人1011 栃木人W2025

群馬人1016 群馬人1019

埼玉人1015 埼玉人1053 埼玉人1071 埼玉人1077 埼玉人1082

埼玉人1124 埼玉人1153 埼玉人1159 埼玉人1192 埼玉人W2001

埼玉人W2031 埼玉人W2064 埼玉人W2074

千葉人1012 千葉人1014 千葉人1037 千葉人1039 千葉人1057

千葉人1087 千葉人1097 千葉人W2033

東京人1053 東京人1057 東京人1061 東京人1076 東京人1077

東京人1117 東京人1134 東京人1143 東京人1148 東京人1153

東京人1155 東京人1271 東京人1278 東京人1283 東京人1287

防衛大学校本科第６６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）

東京人1305 東京人1318 東京人1339 東京人1355 東京人W2009

東京人W2024 東京人W2046 東京人W2065 東京人W2122 東京人W2138

東京人W2155 東京人W2158

神奈川人1002 神奈川人1014 神奈川人1016 神奈川人1019 神奈川人1033

神奈川人1035 神奈川人1036 神奈川人1070 神奈川人1071 神奈川人1077

神奈川人1091 神奈川人W2006 神奈川人W2009 神奈川人W2021

新潟人1002

山梨人1003 山梨人W2001

静岡人1005 静岡人1009 静岡人1020 静岡人1029

富山人5003

岐阜人7013 岐阜人W7106 岐阜人W7109 岐阜人W7117

愛知人1006 愛知人1007 愛知人3004 愛知人3033 愛知人3034

愛知人5011 愛知人5013 愛知人W2203 愛知人W3204 愛知人W5225

京都人1077 京都人1088 京都人W6042 京都人W6057

大阪人3008 大阪人3020 大阪人3043 大阪人3060 大阪人3072

大阪人3074 大阪人3318 大阪人3335 大阪人3420 大阪人W4040

大阪人W4304 大阪人W4352 大阪人W4355 大阪人W4604 大阪人W4607

兵庫人6048 兵庫人6059 兵庫人6083 兵庫人6092 兵庫人6093

兵庫人W7008 兵庫人W7010 兵庫人W7021 兵庫人W7024 兵庫人W7047

奈良人1001 奈良人1202 奈良人W5002 奈良人W5006

和歌山人1002 和歌山人1008 和歌山人1009

鳥取人1203

岡山人2028 岡山人2033 岡山人2050 岡山人W2542

広島人1010 広島人1013 広島人1050 広島人1080 広島人W2006



人文・社会科学専攻（続き）

広島人W2009

山口人1006 山口人1009 山口人5107 山口人5126 山口人W5202

山口人W5203

徳島人3006

香川人1045

愛媛人1003 愛媛人1004 愛媛人1027 愛媛人W1517

高知人1004

福岡人1025 福岡人1059 福岡人2016 福岡人4026 福岡人4028

福岡人4038 福岡人4039 福岡人4147 福岡人4173 福岡人4174

福岡人4185 福岡人4191 福岡人4193 福岡人5032 福岡人5039

福岡人5128 福岡人5135 福岡人5204 福岡人5217 福岡人5633

福岡人7035 福岡人7039 福岡人7042 福岡人7043 福岡人7044

福岡人8016 福岡人8057 福岡人8525 福岡人8526 福岡人8538

福岡人W3021 福岡人W3712 福岡人W6078 福岡人W6091 福岡人W6138

福岡人W6401 福岡人W6432 福岡人W6471 福岡人W6701 福岡人W6722

福岡人W6738 福岡人W9015 福岡人W9025 福岡人W9031 福岡人W9743

福岡人W9797

佐賀人1006

長崎人1010 長崎人1080 長崎人1083 長崎人1090

熊本人W1510

宮崎人2401 宮崎人2418 宮崎人2455 宮崎人2510 宮崎人W3202

宮崎人W4230

鹿児島人1013 鹿児島人1015 鹿児島人2001



理工学専攻　９３３　名

札幌理3003 札幌理3005 札幌理3006 札幌理3013 札幌理3017

札幌理3021 札幌理3029 札幌理3031 札幌理3032 札幌理3051

札幌理3068 札幌理3069 札幌理3076 札幌理3096 札幌理3097

札幌理3103 札幌理3118 札幌理3123 札幌理3128 札幌理W4002

札幌理W4003 札幌理W4008 札幌理W4016

函館理3007 函館理3012

旭川理3007 旭川理3013 旭川理3016

帯広理3501 帯広理3510

青森理3005 青森理3006 青森理3102

岩手理3002 岩手理3003 岩手理3004

宮城理3007 宮城理3010 宮城理3015 宮城理3017 宮城理3019

宮城理3020 宮城理3024 宮城理3025 宮城理3026 宮城理3028

宮城理3037 宮城理3039 宮城理3050 宮城理3051 宮城理3052

宮城理3059 宮城理3086 宮城理W4005 宮城理W4012

福島理3002 福島理3005 福島理3008 福島理3016 福島理3018

福島理3021 福島理3027 福島理W4003 福島理W4004

茨城理3003 茨城理3005 茨城理3008 茨城理3009 茨城理3012

茨城理3013 茨城理3021 茨城理3022 茨城理3023 茨城理3024

茨城理3026 茨城理3028 茨城理3031 茨城理3033 茨城理3037

茨城理3040 茨城理3044 茨城理3045 茨城理3047 茨城理3048

茨城理3051 茨城理3052 茨城理3055 茨城理3059 茨城理3063

茨城理3078 茨城理3079 茨城理3080 茨城理3101 茨城理3102

茨城理3114 茨城理3173 茨城理3175 茨城理3177 茨城理3178

茨城理3181 茨城理3182 茨城理3183 茨城理3233 茨城理3234



理工学専攻（続き）

茨城理3239 茨城理3298 茨城理3302 茨城理3304 茨城理3317

茨城理3341 茨城理3345 茨城理3358 茨城理W4001 茨城理W4014

茨城理W4020

栃木理3021 栃木理3025 栃木理3029 栃木理3034 栃木理3035

栃木理3036 栃木理3043 栃木理3046 栃木理3047 栃木理3049

栃木理3051 栃木理3058 栃木理3075 栃木理3078 栃木理W4006

栃木理W4024

群馬理3001 群馬理3005 群馬理3014 群馬理3015 群馬理3024

群馬理3038 群馬理3041

埼玉理3019 埼玉理3020 埼玉理3021 埼玉理3022 埼玉理3025

埼玉理3034 埼玉理3050 埼玉理3063 埼玉理3128 埼玉理3136

埼玉理3142 埼玉理3144 埼玉理3160 埼玉理3178 埼玉理3195

埼玉理3199 埼玉理3203 埼玉理3208 埼玉理3236 埼玉理3247

埼玉理3265 埼玉理3268 埼玉理3279 埼玉理W4004 埼玉理W4011

埼玉理W4031

千葉理3002 千葉理3012 千葉理3039 千葉理3045 千葉理3056

千葉理3063 千葉理3072 千葉理3073 千葉理3074 千葉理3075

千葉理3077 千葉理3083 千葉理3085 千葉理3094 千葉理3105

千葉理3113 千葉理3114 千葉理3122 千葉理3123 千葉理3126

千葉理W4003 千葉理W4005 千葉理W4006 千葉理W4015 千葉理W4026

千葉理W4029

東京理3001 東京理3008 東京理3015 東京理3021 東京理3023

東京理3029 東京理3031 東京理3033 東京理3039 東京理3040

東京理3048 東京理3049 東京理3055 東京理3061 東京理3065



理工学専攻（続き）

東京理3066 東京理3076 東京理3078 東京理3088 東京理3094

東京理3095 東京理3097 東京理3100 東京理3103 東京理3110

東京理3111 東京理3130 東京理3131 東京理3136 東京理3140

東京理3141 東京理3144 東京理3157 東京理3166 東京理3176

東京理3191 東京理3223 東京理3229 東京理3241 東京理3244

東京理3264 東京理3265 東京理3269 東京理3286 東京理3288

東京理3291 東京理3292 東京理3296 東京理3298 東京理3307

東京理3311 東京理3312 東京理3313 東京理3316 東京理3322

東京理3325 東京理3327 東京理3331 東京理3332 東京理3335

東京理3340 東京理3342 東京理3379 東京理W4009 東京理W4010

東京理W4018 東京理W4024 東京理W4036 東京理W4037 東京理W4038

東京理W4040 東京理W4062 東京理W4065 東京理W4067 東京理W4072

神奈川理3001 神奈川理3004 神奈川理3006 神奈川理3009 神奈川理3014

神奈川理3018 神奈川理3028 神奈川理3033 神奈川理3038 神奈川理3042

神奈川理3044 神奈川理3045 神奈川理3049 神奈川理3051 神奈川理3053

神奈川理3055 神奈川理3067 神奈川理3069 神奈川理3070 神奈川理3081

神奈川理3106 神奈川理3121 神奈川理3131 神奈川理3155 神奈川理3156

神奈川理3157 神奈川理3166 神奈川理3168 神奈川理3170 神奈川理3172

神奈川理3189 神奈川理3202 神奈川理W4024

新潟理3002 新潟理3003 新潟理3004 新潟理3005 新潟理3007

新潟理3010

山梨理3063

長野理3008 長野理3015

静岡理3002 静岡理3003 静岡理3012 静岡理3021 静岡理3043



理工学専攻（続き）

静岡理3044 静岡理3047 静岡理3049 静岡理3053 静岡理3072

静岡理3078 静岡理3080 静岡理3081

富山理6004 富山理6006 富山理6011 富山理W6504

石川理3005 石川理3009 石川理3012

福井理1002 福井理1003 福井理1015 福井理2004 福井理2021

福井理W2505

岐阜理7201 岐阜理7210 岐阜理7215 岐阜理7222 岐阜理7233

岐阜理7247 岐阜理7248 岐阜理7249 岐阜理7261 岐阜理7263

岐阜理7274 岐阜理W7307 岐阜理W7308 岐阜理W7311

愛知理1401 愛知理1402 愛知理1407 愛知理1415 愛知理1449

愛知理1474 愛知理1475 愛知理1477 愛知理1483 愛知理2409

愛知理2422 愛知理2424 愛知理2430 愛知理2432 愛知理2433

愛知理2452 愛知理2460 愛知理2462 愛知理2466 愛知理2468

愛知理2470 愛知理3403 愛知理3404 愛知理3407 愛知理3416

愛知理3421 愛知理3423 愛知理3424 愛知理3433 愛知理3436

愛知理3461 愛知理3462 愛知理3464 愛知理3485 愛知理3504

愛知理3506 愛知理5404 愛知理5412 愛知理5420 愛知理5425

愛知理5431 愛知理5441 愛知理5451 愛知理5452 愛知理5457

愛知理5463 愛知理5464 愛知理5466 愛知理5467 愛知理W1801

愛知理W1816 愛知理W2807 愛知理W2812 愛知理W5804

三重理1008 三重理1013 三重理1028 三重理1029

滋賀理1011 滋賀理1012

京都理2009 京都理2038 京都理2060 京都理2073 京都理2074

京都理2076 京都理2082 京都理2093 京都理2097 京都理2108



理工学専攻（続き）

京都理2110 京都理2111 京都理2115 京都理2116 京都理2117

京都理W7023

大阪理1002 大阪理1006 大阪理1008 大阪理1011 大阪理1021

大阪理1024 大阪理1030 大阪理1033 大阪理1036 大阪理1080

大阪理1116 大阪理1126 大阪理1163 大阪理1169 大阪理1185

大阪理1213 大阪理1233 大阪理1235 大阪理1239 大阪理1502

大阪理1505 大阪理1509 大阪理1510 大阪理1516 大阪理1520

大阪理1522 大阪理1524 大阪理1528 大阪理1553 大阪理1564

大阪理1583 大阪理1584 大阪理1590 大阪理1594 大阪理1597

大阪理1612 大阪理1642 大阪理1652 大阪理1657 大阪理1659

大阪理1661 大阪理1663 大阪理1665 大阪理W2002 大阪理W2003

大阪理W2033 大阪理W2504 大阪理W2505 大阪理W2507 大阪理W2510

大阪理W2511 大阪理W2534 大阪理W2537 大阪理W2548

兵庫理8009 兵庫理8013 兵庫理8021 兵庫理8022 兵庫理8028

兵庫理8032 兵庫理8057 兵庫理8059 兵庫理8066 兵庫理8075

兵庫理8076 兵庫理8078 兵庫理8083 兵庫理8084 兵庫理8091

兵庫理8096 兵庫理8099 兵庫理8107 兵庫理8121 兵庫理8123

兵庫理8142 兵庫理8150 兵庫理8155 兵庫理8163 兵庫理8165

兵庫理8175 兵庫理8176 兵庫理8177 兵庫理8178 兵庫理8180

兵庫理8187 兵庫理8191 兵庫理8193 兵庫理8194 兵庫理8197

兵庫理8198 兵庫理8199 兵庫理8200 兵庫理8204 兵庫理8237

兵庫理8238 兵庫理8239 兵庫理8240 兵庫理W9005 兵庫理W9007

兵庫理W9050 兵庫理W9053 兵庫理W9056 兵庫理W9060 兵庫理W9061

兵庫理W9062 兵庫理W9064



理工学専攻（続き）

奈良理2004 奈良理2006 奈良理2008 奈良理2012 奈良理2014

奈良理2015 奈良理2502 奈良理2503 奈良理2504 奈良理2507

奈良理2510 奈良理W6003 奈良理W6007 奈良理W6008

和歌山理1502 和歌山理1505 和歌山理1506 和歌山理1515 和歌山理1516

和歌山理1520 和歌山理3505

鳥取理3207

島根理1002 島根理1008

岡山理3010 岡山理3013 岡山理3014 岡山理3016 岡山理3023

岡山理3027 岡山理3032 岡山理3036 岡山理3037 岡山理3040

岡山理3048 岡山理3051 岡山理3063 岡山理3070 岡山理W3508

岡山理W3509

広島理3010 広島理3021 広島理3034 広島理3035 広島理3036

広島理3046 広島理3048 広島理3074 広島理3082 広島理3109

広島理3123 広島理3139 広島理3145 広島理W4001 広島理W4007

山口理3004 山口理3009 山口理3023 山口理3025 山口理3031

山口理3033 山口理5304 山口理5309 山口理5311 山口理5314

山口理5322 山口理5323 山口理5326 山口理5337 山口理5338

山口理W4002 山口理W5401

徳島理1013 徳島理1017 徳島理1018

香川理2001 香川理2046 香川理2057 香川理2058 香川理2059

香川理2060 香川理2061 香川理2062 香川理2063 香川理2065

愛媛理2004 愛媛理2006 愛媛理2009 愛媛理2013 愛媛理2020

愛媛理2054 愛媛理2064 愛媛理2082 愛媛理2088 愛媛理2128

愛媛理2130 愛媛理W2506



理工学専攻（続き）

高知理4006 高知理4009

福岡理1018 福岡理1103 福岡理1112 福岡理1132 福岡理1142

福岡理1154 福岡理1159 福岡理1167 福岡理1189 福岡理1205

福岡理1208 福岡理1214 福岡理1216 福岡理1219 福岡理1220

福岡理1225 福岡理1227 福岡理1231 福岡理1234 福岡理1236

福岡理1247 福岡理1250 福岡理1271 福岡理1272 福岡理1278

福岡理1280 福岡理1281 福岡理1287 福岡理1288 福岡理1295

福岡理2041 福岡理2048 福岡理2049 福岡理2050 福岡理2052

福岡理2054 福岡理2056 福岡理2068 福岡理2070 福岡理2106

福岡理2107 福岡理2117 福岡理2129 福岡理2136 福岡理2140

福岡理2156 福岡理4002 福岡理4004 福岡理4006 福岡理4020

福岡理4021 福岡理4024 福岡理4025 福岡理4026 福岡理4027

福岡理4028 福岡理4029 福岡理4080 福岡理4085 福岡理4087

福岡理4109 福岡理4112 福岡理4113 福岡理4115 福岡理4116

福岡理4117 福岡理4127 福岡理4136 福岡理4148 福岡理4174

福岡理4175 福岡理4195 福岡理4200 福岡理4209 福岡理4211

福岡理4212 福岡理4234 福岡理4257 福岡理4261 福岡理4265

福岡理4266 福岡理4268 福岡理4270 福岡理4329 福岡理4384

福岡理4404 福岡理4406 福岡理4407 福岡理4418 福岡理4423

福岡理4495 福岡理4496 福岡理4500 福岡理4505 福岡理4523

福岡理4541 福岡理4545 福岡理4548 福岡理4553 福岡理4561

福岡理4568 福岡理4570 福岡理4574 福岡理4581 福岡理4611

福岡理4613 福岡理4614 福岡理4615 福岡理5002 福岡理5003

福岡理5004 福岡理5005 福岡理5038 福岡理5040 福岡理5041



理工学専攻（続き）

福岡理5063 福岡理5066 福岡理5098 福岡理5100 福岡理5101

福岡理5102 福岡理5104 福岡理5105 福岡理5106 福岡理5108

福岡理5110 福岡理5111 福岡理5114 福岡理5115 福岡理5116

福岡理5117 福岡理5119 福岡理5120 福岡理5121 福岡理5122

福岡理5124 福岡理5149 福岡理5162 福岡理5198 福岡理5227

福岡理5230 福岡理5242 福岡理5247 福岡理5248 福岡理5249

福岡理5252 福岡理5255 福岡理5257 福岡理5259 福岡理5262

福岡理5272 福岡理5273 福岡理5314 福岡理5318 福岡理5323

福岡理5329 福岡理5338 福岡理5339 福岡理5367 福岡理7018

福岡理7046 福岡理7059 福岡理7061 福岡理7062 福岡理7063

福岡理7064 福岡理7073 福岡理7086 福岡理7092 福岡理7148

福岡理7176 福岡理7180 福岡理8011 福岡理8048 福岡理8049

福岡理8054 福岡理8100 福岡理8105 福岡理8110 福岡理8113

福岡理8119 福岡理8131 福岡理W3024 福岡理W3033 福岡理W3036

福岡理W3526 福岡理W3533 福岡理W3535 福岡理W3574 福岡理W6010

福岡理W6031 福岡理W6050 福岡理W6532 福岡理W6549 福岡理W6594

福岡理W6596 福岡理W6618 福岡理W6619 福岡理W6671 福岡理W9005

福岡理W9543

佐賀理2008 佐賀理2010 佐賀理2024

長崎理3012 長崎理3017 長崎理3027 長崎理3038 長崎理3039

長崎理3050 長崎理3052 長崎理3056 長崎理3057 長崎理3071

長崎理3130 長崎理3137 長崎理3171 長崎理3172 長崎理3173

長崎理3178 長崎理3180 長崎理3182 長崎理3197 長崎理3198

長崎理W4029 長崎理W4033 長崎理W4038 長崎理W4041 長崎理W4048



理工学専攻（続き）

大分理3005 大分理3029 大分理3039 大分理3040 大分理3041

大分理3047 大分理3053 大分理W4007 大分理W4009

熊本理2001 熊本理2010 熊本理2031 熊本理2032 熊本理2034

熊本理2037 熊本理2041 熊本理2043 熊本理2064 熊本理2070

熊本理2082 熊本理2113 熊本理2118 熊本理2121 熊本理2124

熊本理2137 熊本理2138 熊本理2149 熊本理W2502

宮崎理1022 宮崎理1023 宮崎理1024 宮崎理2001 宮崎理2005

宮崎理2010 宮崎理2060 宮崎理2062 宮崎理2063 宮崎理2071

宮崎理2080 宮崎理2083 宮崎理2087 宮崎理2091 宮崎理2206

宮崎理2231 宮崎理2285 宮崎理2289 宮崎理2306 宮崎理2307

宮崎理2315 宮崎理W4113

鹿児島理1001 鹿児島理1026 鹿児島理1030 鹿児島理1039 鹿児島理1042

鹿児島理2008 鹿児島理2028 鹿児島理2033 鹿児島理2039 鹿児島理2066

鹿児島理W1509 鹿児島理W1510 鹿児島理W2529 鹿児島理W2538

沖縄理1006 沖縄理1007 沖縄理1015 沖縄理1028 沖縄理1034

沖縄理1037 沖縄理1038 沖縄理W2009 沖縄理W2012 沖縄理W2013

沖縄理W2016 沖縄理W2017

以　上


