
人文・社会科学専攻　２２５　名

札幌人1006 札幌人1017 札幌人1027 札幌人1061 札幌人W2002

札幌人W2007 札幌人W2019

青森人1101 青森人1102 青森人1104

宮城人1006 宮城人1023 宮城人W2009

山形人1003

福島人1004 福島人1015 福島人W2001

茨城人1049 茨城人1052 茨城人1108 茨城人1123 茨城人1177

茨城人W2046 茨城人W2073 茨城人W2075 茨城人W2080

栃木人1004 栃木人1007 栃木人1014 栃木人1016 栃木人1020

栃木人W2001

群馬人1013

埼玉人1001 埼玉人1099 埼玉人1111 埼玉人1123 埼玉人W2002

埼玉人W2003 埼玉人W2054

千葉人1009 千葉人1013 千葉人1014 千葉人1023 千葉人1024

千葉人1025 千葉人1026 千葉人1039 千葉人1048 千葉人1050

千葉人1056 千葉人1057 千葉人1061 千葉人1065 千葉人1066

東京人1025 東京人1028 東京人1031 東京人1043 東京人1050

東京人1068 東京人1087 東京人1099 東京人1106 東京人1108

東京人1155 東京人1158 東京人1159 東京人1174 東京人1175

東京人1176 東京人1195 東京人1203 東京人1205 東京人1219

東京人1293 東京人1298 東京人1303 東京人1309 東京人1310

防衛大学校本科第６７期学生一般採用試験　合格発表



人文・社会科学専攻（続き）

東京人1325 東京人1337 東京人W2002 東京人W2006 東京人W2039

東京人W2044 東京人W2069

神奈川人1001 神奈川人1003 神奈川人1008 神奈川人1014 神奈川人1016

神奈川人1017 神奈川人1024 神奈川人1026 神奈川人1034 神奈川人1035

神奈川人1043 神奈川人1047 神奈川人1068 神奈川人1082 神奈川人1092

神奈川人W2004

新潟人1004 新潟人1006

山梨人1012

長野人1001 長野人1003 長野人1009

静岡人1011 静岡人1019

岐阜人7009 岐阜人7019 岐阜人W7103

愛知人1004 愛知人1022 愛知人1030 愛知人2014

三重人2020

京都人1003 京都人1004 京都人1037 京都人W6001 京都人W6019

大阪人5006 大阪人5201 大阪人5230 大阪人5231 大阪人5260

大阪人5706 大阪人5760 大阪人5762 大阪人6202 大阪人6204

大阪人6262 大阪人6279 大阪人W7232 大阪人W7237 大阪人W8236

大阪人W8246 大阪人W8247

兵庫人8003 兵庫人8033 兵庫人W9003 兵庫人W9014

鳥取人1202

岡山人2002 岡山人2050 岡山人2077

広島人1001 広島人1010 広島人1058 広島人W2035 広島人W2040

山口人5101

香川人1015



人文・社会科学専攻（続き）

愛媛人1008 愛媛人1010 愛媛人1012 愛媛人W1503 愛媛人W1504

愛媛人W1506 愛媛人W1514

高知人1008 高知人3002 高知人W1506 高知人W3501 高知人W3502

高知人W3512

福岡人1003 福岡人2030 福岡人4020 福岡人4025 福岡人4027

福岡人4091 福岡人4126 福岡人5033 福岡人5119 福岡人5134

福岡人5169 福岡人5185 福岡人7019 福岡人7032 福岡人7062

福岡人8055 福岡人8513 福岡人W3706 福岡人W6023 福岡人W6024

福岡人W6067 福岡人W6068 福岡人W6086 福岡人W6103 福岡人W6108

福岡人W6125 福岡人W6165 福岡人W6444 福岡人W6556 福岡人W6703

福岡人W6753 福岡人W6754 福岡人W6759 福岡人W9024

佐賀人1004 佐賀人1005 佐賀人1013

長崎人1011 長崎人1025 長崎人1069 長崎人1088

大分人W2001

熊本人1020 熊本人1035 熊本人1042 熊本人1049 熊本人1056

熊本人W2001 熊本人W2006 熊本人W2029

宮崎人W4327

鹿児島人1013 鹿児島人1014 鹿児島人1025

沖縄人3013 沖縄人W4005



理工学専攻　８９８　名

札幌理3001 札幌理3004 札幌理3012 札幌理3016 札幌理3023

札幌理3024 札幌理3026 札幌理3030 札幌理3032 札幌理3035

札幌理3044 札幌理3045 札幌理3048 札幌理3059 札幌理3060

札幌理3062 札幌理3063 札幌理3069 札幌理3073 札幌理3089

札幌理3094 札幌理3098 札幌理3099 札幌理3102 札幌理W4003

札幌理W4007 札幌理W4018

旭川理3005 旭川理3013 旭川理3015

帯広理W4501

青森理3102 青森理3107 青森理3109

宮城理3006 宮城理3025 宮城理3026 宮城理3029 宮城理3032

宮城理3040 宮城理3041 宮城理3052 宮城理3060 宮城理3061

宮城理3067 宮城理W4006

秋田理3004 秋田理3007

福島理3004 福島理3007 福島理3009 福島理3017 福島理3025

福島理3027 福島理3029 福島理3033 福島理3037 福島理W4001

福島理W4002 福島理W4004 福島理W4005 福島理W4006 福島理W4009

福島理W4013 福島理W4025

茨城理3048 茨城理3049 茨城理3050 茨城理3051 茨城理3052

茨城理3055 茨城理3056 茨城理3060 茨城理3063 茨城理3067

茨城理3069 茨城理3070 茨城理3072 茨城理3076 茨城理3078

茨城理3080 茨城理3087 茨城理3088 茨城理3089 茨城理3090

茨城理3091 茨城理3092 茨城理3095 茨城理3099 茨城理3118

茨城理3120 茨城理3122 茨城理3125 茨城理3127 茨城理3131

茨城理3133 茨城理3137 茨城理3138 茨城理3139 茨城理3142



理工学専攻（続き）

茨城理3190 茨城理3191 茨城理3239 茨城理3244 茨城理3257

茨城理3279 茨城理3280 茨城理3300 茨城理3302 茨城理3304

茨城理3307 茨城理W4022 茨城理W4023 茨城理W4024 茨城理W4025

茨城理W4035 茨城理W4036 茨城理W4037 茨城理W4039 茨城理W4082

茨城理W4084 茨城理W4089

栃木理3005 栃木理3008 栃木理3017 栃木理3021 栃木理3023

栃木理3035 栃木理3039 栃木理W4003 栃木理W4017

群馬理3006 群馬理3017 群馬理3022 群馬理3029 群馬理3031

群馬理3033 群馬理3034 群馬理3035

埼玉理3004 埼玉理3018 埼玉理3019 埼玉理3031 埼玉理3039

埼玉理3059 埼玉理3062 埼玉理3066 埼玉理3068 埼玉理3069

埼玉理3071 埼玉理3082 埼玉理3083 埼玉理3085 埼玉理3088

埼玉理3122 埼玉理3123 埼玉理3137 埼玉理3169 埼玉理3201

埼玉理3202 埼玉理3204 埼玉理3205 埼玉理3210 埼玉理3213

埼玉理3219 埼玉理3233 埼玉理3248 埼玉理3249 埼玉理3257

埼玉理W4027 埼玉理W4030 埼玉理W4039 埼玉理W4043

千葉理3004 千葉理3014 千葉理3025 千葉理3035 千葉理3037

千葉理3038 千葉理3040 千葉理3044 千葉理3048 千葉理3050

千葉理3064 千葉理3065 千葉理3068 千葉理3069 千葉理3081

千葉理3084 千葉理3086 千葉理3087 千葉理3089 千葉理3092

千葉理3097 千葉理3100 千葉理3105 千葉理3121 千葉理3137

東京理3002 東京理3008 東京理3009 東京理3010 東京理3012

東京理3018 東京理3019 東京理3020 東京理3031 東京理3032

東京理3034 東京理3039 東京理3043 東京理3047 東京理3058



理工学専攻（続き）

東京理3059 東京理3061 東京理3063 東京理3066 東京理3068

東京理3084 東京理3085 東京理3089 東京理3104 東京理3107

東京理3113 東京理3119 東京理3122 東京理3125 東京理3149

東京理3157 東京理3160 東京理3163 東京理3164 東京理3165

東京理3168 東京理3177 東京理3179 東京理3190 東京理3192

東京理3193 東京理3198 東京理3203 東京理3207 東京理3210

東京理3214 東京理3217 東京理3219 東京理3239 東京理3262

東京理3266 東京理3267 東京理3268 東京理3274 東京理3282

東京理3284 東京理3286 東京理3305 東京理3312 東京理3318

東京理3323 東京理3329 東京理3335 東京理3336 東京理3338

東京理3342 東京理3349 東京理3354 東京理3369 東京理3377

東京理3380 東京理3387 東京理3400 東京理3401 東京理3405

東京理3406 東京理3410 東京理W4001 東京理W4008 東京理W4010

東京理W4014 東京理W4015 東京理W4016 東京理W4024 東京理W4032

東京理W4036 東京理W4044 東京理W4052 東京理W4061 東京理W4082

神奈川理3001 神奈川理3004 神奈川理3007 神奈川理3021 神奈川理3024

神奈川理3026 神奈川理3033 神奈川理3038 神奈川理3044 神奈川理3071

神奈川理3072 神奈川理3077 神奈川理3078 神奈川理3083 神奈川理3084

神奈川理3089 神奈川理3090 神奈川理3092 神奈川理3093 神奈川理3094

神奈川理3095 神奈川理3106 神奈川理3111 神奈川理3120 神奈川理3136

神奈川理3140 神奈川理W4021

新潟理3005 新潟理3009 新潟理W4001

山梨理3009 山梨理3022 山梨理W4014 山梨理W4016

長野理3001 長野理3006 長野理3010 長野理3014 長野理3018



理工学専攻（続き）

静岡理3009 静岡理3016 静岡理3023 静岡理3029 静岡理3037

静岡理3054 静岡理3055 静岡理3063 静岡理3070 静岡理3074

富山理6006 富山理6007 富山理6008 富山理6009 富山理6011

石川理3002 石川理3005 石川理3009 石川理3011 石川理3012

石川理3018 石川理W4003

福井理1001 福井理1003 福井理1004 福井理1013 福井理2004

福井理2008

岐阜理7203 岐阜理7214 岐阜理7215 岐阜理7217 岐阜理7220

岐阜理7225 岐阜理7226 岐阜理7227 岐阜理7229 岐阜理7231

岐阜理7232 岐阜理7233 岐阜理7234 岐阜理7235 岐阜理7237

岐阜理7243 岐阜理7247 岐阜理W7303 岐阜理W7308 岐阜理W7314

岐阜理W7315

愛知理1403 愛知理1434 愛知理1440 愛知理1443 愛知理1453

愛知理1458 愛知理2402 愛知理2403 愛知理2404 愛知理2407

愛知理2408 愛知理2417 愛知理2419 愛知理2427 愛知理2428

愛知理2434 愛知理2444 愛知理2447 愛知理2448 愛知理2450

愛知理2457 愛知理2458 愛知理2459 愛知理2460 愛知理2466

愛知理2482 愛知理2486 愛知理2487 愛知理2488 愛知理3403

愛知理5401 愛知理5408 愛知理9401 愛知理W2802 愛知理W2809

三重理1001 三重理1009 三重理1013 三重理1031 三重理1034

滋賀理4502

京都理2003 京都理2004 京都理2007 京都理2015 京都理2019

京都理2020 京都理2021 京都理2023 京都理2034 京都理2041

京都理2043 京都理2044 京都理2051 京都理2057 京都理2059



理工学専攻（続き）

京都理2077 京都理2107 京都理2109

大阪理1001 大阪理1003 大阪理1012 大阪理1013 大阪理1015

大阪理1023 大阪理1024 大阪理1025 大阪理1503 大阪理1507

大阪理1520 大阪理1526 大阪理1527 大阪理1528 大阪理1529

大阪理1531 大阪理1534 大阪理1544 大阪理1548 大阪理1552

大阪理1555 大阪理1559 大阪理1562 大阪理1563 大阪理1564

大阪理1567 大阪理1568 大阪理1574 大阪理1580 大阪理1584

大阪理1601 大阪理1628 大阪理1638 大阪理1639 大阪理1644

大阪理1646 大阪理1660 大阪理1661 大阪理1663 大阪理1678

大阪理1679 大阪理1680 大阪理1682 大阪理1690 大阪理1694

大阪理1698 大阪理2001 大阪理2002 大阪理2520 大阪理2522

大阪理2523 大阪理2525 大阪理2526 大阪理2532 大阪理2542

大阪理2543 大阪理2545 大阪理2549 大阪理2550 大阪理2554

大阪理2597 大阪理2632 大阪理2637 大阪理2638 大阪理2652

大阪理2653 大阪理2654 大阪理W3503 大阪理W3505 大阪理W3508

大阪理W3519 大阪理W4001 大阪理W4002 大阪理W4006 大阪理W4508

大阪理W4510 大阪理W4515 大阪理W4528 大阪理W4529

兵庫理6004 兵庫理6007 兵庫理6009 兵庫理6048 兵庫理6056

兵庫理6061 兵庫理6065 兵庫理6066 兵庫理6067 兵庫理6069

兵庫理6086 兵庫理6114 兵庫理6116 兵庫理6122 兵庫理6124

兵庫理6125 兵庫理6126 兵庫理6127 兵庫理6130 兵庫理6132

兵庫理6149 兵庫理6156 兵庫理W7003 兵庫理W7005 兵庫理W7013

奈良理2014 奈良理2016 奈良理2506 奈良理2510 奈良理2514

奈良理2518 奈良理W6001 奈良理W6505



理工学専攻（続き）

和歌山理1504 和歌山理1506 和歌山理1509 和歌山理1514 和歌山理3504

和歌山理W2502 和歌山理W2517

鳥取理3203 鳥取理3210

岡山理3003 岡山理3008 岡山理3026 岡山理3035 岡山理3040

岡山理3041 岡山理3046 岡山理3079 岡山理3089 岡山理W3502

岡山理W3507

広島理3003 広島理3007 広島理3020 広島理3024 広島理3036

広島理3039 広島理3040 広島理3041 広島理3052 広島理3057

広島理3058 広島理3060 広島理3061 広島理3064 広島理3108

広島理3134 広島理3135 広島理3138 広島理3152 広島理W4008

広島理W4031 広島理W4037

山口理3001 山口理3002 山口理3006 山口理3011 山口理3012

山口理3021 山口理3025 山口理3026 山口理3041 山口理5308

山口理5315 山口理5326 山口理5327 山口理5333

徳島理W2002

香川理2003 香川理2006 香川理2009 香川理2019 香川理2021

香川理2024 香川理2039 香川理2043 香川理2056 香川理W2501

愛媛理2006 愛媛理2007 愛媛理2010 愛媛理2012 愛媛理2013

愛媛理2018 愛媛理2027 愛媛理2029 愛媛理2055 愛媛理2056

愛媛理2059 愛媛理2062 愛媛理2072 愛媛理2080 愛媛理2090

愛媛理2092 愛媛理2093 愛媛理2101 愛媛理2104 愛媛理2106

高知理4017 高知理4018 高知理4019 高知理4021 高知理4022

高知理4029 高知理4030 高知理5002 高知理5003 高知理5008

高知理5012 高知理5014 高知理5017 高知理W4506 高知理W5504



理工学専攻（続き）

福岡理1024 福岡理1046 福岡理1079 福岡理1080 福岡理1093

福岡理1094 福岡理1111 福岡理1114 福岡理1129 福岡理1131

福岡理1143 福岡理1154 福岡理1165 福岡理1166 福岡理1188

福岡理1193 福岡理1206 福岡理1207 福岡理1213 福岡理2010

福岡理2015 福岡理2019 福岡理2043 福岡理2050 福岡理2065

福岡理2067 福岡理2070 福岡理2072 福岡理2102 福岡理2109

福岡理2121 福岡理4016 福岡理4028 福岡理4035 福岡理4046

福岡理4069 福岡理4075 福岡理4077 福岡理4082 福岡理4107

福岡理4121 福岡理4123 福岡理4150 福岡理4151 福岡理4155

福岡理4182 福岡理4199 福岡理4202 福岡理4204 福岡理4208

福岡理4214 福岡理4281 福岡理4282 福岡理4299 福岡理4305

福岡理4310 福岡理4314 福岡理4317 福岡理4319 福岡理4332

福岡理4333 福岡理4336 福岡理4347 福岡理4349 福岡理4351

福岡理4352 福岡理4356 福岡理4368 福岡理4385 福岡理4399

福岡理4400 福岡理5002 福岡理5005 福岡理5009 福岡理5011

福岡理5012 福岡理5013 福岡理5014 福岡理5015 福岡理5022

福岡理5023 福岡理5028 福岡理5032 福岡理5037 福岡理5041

福岡理5043 福岡理5063 福岡理5065 福岡理5070 福岡理5116

福岡理5118 福岡理5119 福岡理5120 福岡理5123 福岡理5159

福岡理5169 福岡理5171 福岡理5198 福岡理5210 福岡理5213

福岡理5222 福岡理5223 福岡理5225 福岡理5226 福岡理5239

福岡理5242 福岡理5271 福岡理5299 福岡理5350 福岡理5376

福岡理5380 福岡理5388 福岡理5395 福岡理5397 福岡理7016

福岡理7026 福岡理7029 福岡理7031 福岡理7043 福岡理7066



理工学専攻（続き）

福岡理7078 福岡理7080 福岡理7083 福岡理7124 福岡理7150

福岡理8005 福岡理8038 福岡理8056 福岡理8059 福岡理8067

福岡理8076 福岡理8085 福岡理8093 福岡理8095 福岡理8096

福岡理8099 福岡理8101 福岡理8104 福岡理8130 福岡理8140

福岡理W3029 福岡理W3039 福岡理W6021 福岡理W6044 福岡理W6062

福岡理W6502 福岡理W6516 福岡理W6560 福岡理W6561 福岡理W9535

福岡理W9552 福岡理W9614

佐賀理3005 佐賀理3006 佐賀理3008 佐賀理3011 佐賀理3012

佐賀理3017 佐賀理3029 佐賀理W4003

長崎理3016 長崎理3075 長崎理3080 長崎理3090 長崎理3096

長崎理3101 長崎理3102 長崎理3109 長崎理3111 長崎理3112

長崎理3125 長崎理3126 長崎理3132 長崎理3135 長崎理W4020

長崎理W4039 長崎理W4048

大分理3001 大分理3009 大分理3021 大分理3025 大分理3026

大分理3027 大分理3035 大分理3042 大分理3226 大分理W4003

熊本理3010 熊本理3020 熊本理3021 熊本理3029 熊本理3037

熊本理3044 熊本理3045 熊本理3055 熊本理3058 熊本理3061

熊本理3075 熊本理3079 熊本理3087 熊本理3095 熊本理3099

熊本理W4016

宮崎理1107 宮崎理1110 宮崎理2033 宮崎理2034 宮崎理2042

宮崎理2083 宮崎理2099 宮崎理2204 宮崎理2205 宮崎理2208

宮崎理2209 宮崎理2210 宮崎理2219 宮崎理2237 宮崎理2265

宮崎理2273 宮崎理2284 宮崎理W4008 宮崎理W4011 宮崎理W4107

宮崎理W4125 宮崎理W4131 宮崎理W4173



理工学専攻（続き）

鹿児島理1011 鹿児島理1014 鹿児島理1017 鹿児島理1025 鹿児島理1034

鹿児島理1037 鹿児島理1038 鹿児島理1042 鹿児島理1048 鹿児島理1055

鹿児島理2012 鹿児島理2014 鹿児島理2024 鹿児島理2037 鹿児島理2043

鹿児島理2052 鹿児島理2055 鹿児島理W2508

沖縄理1001 沖縄理1015 沖縄理1017 沖縄理W2001 沖縄理W2005

フィルタで消え
ない用に入力

以　上


