
１　北部方面隊

札幌1024 札幌1059 札幌1112

札幌1032 札幌1085 札幌1144

札幌1038 札幌1086 札幌W2012

札幌1054 札幌1097 函館0004

２　東北方面隊

青森7004 岩手1004 宮城0025

３　東部方面隊

茨城0020 千葉0016 千葉W1054

茨城0021 千葉0027 東京0005

茨城0027 千葉0043 東京0009

茨城0049 千葉0055 東京0023

茨城0075 千葉0100 東京0030

群馬0031 千葉0120 東京0033

埼玉0011 千葉0148 東京0049

埼玉0085 千葉0150 東京0067

埼玉0103 千葉0152 東京0086

埼玉0112 千葉0172 東京0100

埼玉0167 千葉0180 東京0106

埼玉W1078 千葉W1001 東京0120

埼玉W1087 千葉W1003 東京0121

千葉0005 千葉W1039 東京0128

防衛医科大学校医学科第４５期学生採用試験

合格発表



３　東部方面隊（続き）

東京0148 東京0763 神奈川0041

東京0183 東京0765 神奈川0053

東京0229 東京0772 神奈川0057

東京0238 東京0773 神奈川0078

東京0242 東京W1018 神奈川0093

東京0248 東京W1033 神奈川0110

東京0252 東京W1044 神奈川0113

東京0255 東京W1057 神奈川0123

東京0279 東京W1068 神奈川0142

東京0297 東京W1074 神奈川0166

東京0378 東京W1085 神奈川0168

東京0390 東京W1091 神奈川0182

東京0411 東京W1109 神奈川0198

東京0430 東京W1110 神奈川0207

東京0453 東京W1144 神奈川0214

東京0480 東京W1173 神奈川0239

東京0488 東京W1202 神奈川0246

東京0492 東京W1269 神奈川0250

東京0498 東京W1278 神奈川W1027

東京0500 東京W1287 神奈川W1037

東京0510 東京W1291 神奈川W1044

東京0534 東京W1319 神奈川W1103

東京0538 東京W1323 新潟0005

東京0577 東京W1346 新潟0008

東京0578 東京W1360 山梨W1003

東京0590 東京W1362 長野0009

東京0692 東京W1368 長野0010

東京0713 東京W1385 長野0017

東京0721 東京W1392 長野0018

東京0739 東京W1418 静岡0018

東京0754 神奈川0012 静岡0049

東京0760 神奈川0040



４　中部方面隊

富山1009 京都1110 大阪1250

富山1010 京都1112 大阪1252

石川1002 京都2026 大阪1253

石川1005 京都2028 大阪1256

石川1008 京都W4001 大阪W1517

石川W2003 京都W4009 大阪W1523

愛知1018 大阪1024 大阪W1539

愛知1041 大阪1071 大阪W1548

愛知1046 大阪1073 大阪W1552

愛知1079 大阪1075 大阪W1575

愛知1090 大阪1077 大阪W1593

愛知1095 大阪1078 大阪2022

愛知1103 大阪1081 大阪2024

愛知1106 大阪1086 大阪2026

愛知1127 大阪1089 大阪2035

愛知W1510 大阪1099 大阪2051

愛知W1519 大阪1107 大阪W2524

愛知2024 大阪1130 大阪W2548

三重1001 大阪1137 大阪9007

三重1007 大阪1148 兵庫5001

三重W1017 大阪1150 兵庫5009

三重1025 大阪1163 兵庫5021

滋賀1009 大阪1164 兵庫5022

京都1002 大阪1170 兵庫W5039

京都1023 大阪1199 兵庫5057

京都1041 大阪1201 兵庫5070

京都1048 大阪1208 兵庫5071

京都1052 大阪1215 兵庫5096

京都1063 大阪1216 兵庫5100

京都1083 大阪1225 兵庫W5128

京都1093 大阪1233 兵庫W5131

京都1096 大阪1234 兵庫5148

京都1097 大阪1235 兵庫5172



４　中部方面隊（続き）

兵庫5187 兵庫5395 徳島5025

兵庫5188 兵庫W5400 香川0005

兵庫5194 奈良5014 香川0019

兵庫5195 奈良W6002 香川0020

兵庫5199 奈良W6003 香川0023

兵庫5213 和歌山1020 香川0028

兵庫5216 和歌山1022 香川0030

兵庫5222 和歌山1030 香川0036

兵庫W5226 和歌山1034 愛媛1031

兵庫W5228 和歌山3002 愛媛1032

兵庫5241 和歌山5001 愛媛1036

兵庫5248 和歌山7004 愛媛1038

兵庫5255 鳥取0003 愛媛1041

兵庫W5274 岡山1009 愛媛1048

兵庫5296 岡山1018 愛媛1059

兵庫5312 岡山W1536 愛媛1063

兵庫5390 広島6050 愛媛W1074

５　西部方面隊

福岡1067 福岡2090 熊本1051

福岡1087 福岡W2149 宮崎1073

福岡1091 福岡2173 宮崎1124

福岡1096 福岡2178 鹿児島1032

福岡W1136 福岡2211 鹿児島1046

福岡1283 福岡2212 鹿児島1061

福岡1310 福岡2274 沖縄1001

福岡2058 福岡3081 沖縄1013

福岡2066 福岡3082 沖縄1042

福岡2083 佐賀1002 沖縄W1048

福岡2088 大分1046

福岡2089 熊本1027
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