
人文・社会科学専攻　１９６　名

札幌人1001 札幌人1004 札幌人1009 札幌人1011 札幌人1012

札幌人1014 札幌人1015 札幌人1016 札幌人1037 札幌人1050

札幌人W2004

宮城人1001 宮城人1002 宮城人1004 宮城人1008 宮城人W2003

福島人1001 福島人W2006

茨城人1006 茨城人1015 茨城人1017 茨城人1019 茨城人1022

茨城人1069 茨城人1073 茨城人1109 茨城人1113 茨城人1151

茨城人1152 茨城人1154 茨城人W2004 茨城人W2008 茨城人W2020

茨城人W2093 茨城人W2094 茨城人W2107 茨城人W2133 茨城人W2134

茨城人W2140

栃木人1006 栃木人1021 栃木人1024 栃木人W2009

群馬人1008 群馬人1018

埼玉人1020 埼玉人1021 埼玉人1035 埼玉人1072 埼玉人1080

埼玉人1082 埼玉人1127 埼玉人W2055

千葉人1008 千葉人1016 千葉人1036 千葉人1054 千葉人W2039

東京人1001 東京人1020 東京人1038 東京人1046 東京人1053

東京人1058 東京人1061 東京人1074 東京人1075 東京人1081

東京人1084 東京人1090 東京人1091 東京人1094 東京人1107

東京人1120 東京人1146 東京人1190 東京人1216 東京人1230

東京人1235 東京人1236 東京人1244 東京人1247 東京人1253

東京人1261 東京人1264 東京人W2002 東京人W2007 東京人W2009

防衛大学校本科第７０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W2024 東京人W2053 東京人W2056 東京人W2072

神奈川人1021 神奈川人1057 神奈川人1067 神奈川人1072 神奈川人1076

新潟人1004

長野人1002

静岡人1012 静岡人1016 静岡人1026

岐阜人W2025

愛知人1014 愛知人1015 愛知人1069 愛知人3009

三重人2045

滋賀人7702 滋賀人7704

京都人1002 京都人1013 京都人1019 京都人1024

大阪人5151 大阪人5157 大阪人5170 大阪人5190 大阪人5466

大阪人5469 大阪人5481 大阪人5771 大阪人5774 大阪人5776

大阪人5840 大阪人5841 大阪人5844 大阪人W6152 大阪人W6153

兵庫人1010 兵庫人1032 兵庫人1056 兵庫人1061 兵庫人1062

兵庫人1065 兵庫人1066 兵庫人W2018

奈良人1304 奈良人1305 奈良人W5001

和歌山人1005

鳥取人1205

岡山人W2501

広島人1006 広島人1021 広島人1029 広島人1061 広島人W2011

山口人1005 山口人1011 山口人1012 山口人1018

愛媛人1002 愛媛人1003 愛媛人1013 愛媛人1017 愛媛人W1504

愛媛人W1513

高知人1006

福岡人1004 福岡人2502 福岡人4005 福岡人4072 福岡人4075



人文・社会科学専攻（続き）

福岡人4076 福岡人4086 福岡人5002 福岡人5058 福岡人5083

福岡人5109 福岡人5121 福岡人5122 福岡人5124 福岡人5518

福岡人5586 福岡人7036 福岡人8505 福岡人W3011 福岡人W6033

福岡人W6080 福岡人W6425 福岡人W6487 福岡人W6738

佐賀人1005

長崎人1028 長崎人1056 長崎人1072 長崎人W2064

大分人1102

熊本人1603 熊本人W2004

宮崎人3018

鹿児島人W1506 鹿児島人W1507 鹿児島人W3502

沖縄人W6201



理工学専攻　８８９　名

札幌理3007 札幌理3011 札幌理3012 札幌理3013 札幌理3014

札幌理3015 札幌理3016 札幌理3021 札幌理3025 札幌理3027

札幌理3028 札幌理3035 札幌理3036 札幌理3038 札幌理3044

札幌理3045 札幌理3046 札幌理3047 札幌理3048 札幌理3056

札幌理3057 札幌理3058 札幌理3061 札幌理3062 札幌理3069

札幌理3071 札幌理3074 札幌理3077 札幌理3082 札幌理3089

札幌理3092 札幌理3099 札幌理W4003 札幌理W4005 札幌理W4007

札幌理W4008 札幌理W4015

旭川理1403 旭川理1406 旭川理1411 旭川理1419 旭川理1423

旭川理W1501

帯広理3002 帯広理3005

青森理3107 青森理W4001

岩手理3008 岩手理3009 岩手理3010

宮城理3007 宮城理3009 宮城理3010 宮城理3012 宮城理3018

宮城理3019 宮城理3020 宮城理3026 宮城理3035 宮城理3040

宮城理3042 宮城理3043 宮城理3046 宮城理3049 宮城理3050

宮城理3051 宮城理3053 宮城理W4001

秋田理3002 秋田理W4002

山形理3001 山形理3012 山形理W4003

福島理3001 福島理3004 福島理3006 福島理3007 福島理3009

福島理3011 福島理3012 福島理3024 福島理3025 福島理3026

福島理3030 福島理3031 福島理3043 福島理W4004 福島理W4006

茨城理3002 茨城理3003 茨城理3004 茨城理3005 茨城理3006

茨城理3007 茨城理3009 茨城理3013 茨城理3019 茨城理3020



理工学専攻（続き）

茨城理3022 茨城理3030 茨城理3047 茨城理3063 茨城理3070

茨城理3075 茨城理3079 茨城理3094 茨城理3095 茨城理3103

茨城理3143 茨城理3150 茨城理3155 茨城理3159 茨城理3162

茨城理3170 茨城理3179 茨城理3187 茨城理3188 茨城理3194

茨城理3195 茨城理3196 茨城理W4005 茨城理W4008 茨城理W4023

茨城理W4024 茨城理W4025 茨城理W4031 茨城理W4034 茨城理W4040

茨城理W4042 茨城理W4074

栃木理3002 栃木理3005 栃木理3011 栃木理3013 栃木理3014

栃木理3015 栃木理3017 栃木理3025 栃木理3027 栃木理3028

栃木理3038 栃木理3040 栃木理3046 栃木理3061 栃木理3062

栃木理3064 栃木理W4003 栃木理W4005 栃木理W4006 栃木理W4007

栃木理W4028

群馬理3006 群馬理3014 群馬理3015 群馬理3016 群馬理3021

埼玉理3008 埼玉理3014 埼玉理3048 埼玉理3053 埼玉理3061

埼玉理3073 埼玉理3075 埼玉理3078 埼玉理3080 埼玉理3090

埼玉理3091 埼玉理3097 埼玉理3098 埼玉理3122 埼玉理3128

埼玉理3144 埼玉理3153 埼玉理3160 埼玉理3161 埼玉理3173

埼玉理3175 埼玉理3177 埼玉理3180 埼玉理3183 埼玉理3185

埼玉理3194 埼玉理3226 埼玉理3227 埼玉理3231 埼玉理W4046

千葉理3002 千葉理3005 千葉理3006 千葉理3014 千葉理3015

千葉理3019 千葉理3022 千葉理3025 千葉理3029 千葉理3030

千葉理3032 千葉理3035 千葉理3036 千葉理3037 千葉理3061

千葉理3063 千葉理3068 千葉理3077 千葉理3079 千葉理3081

千葉理3090 千葉理W4001 千葉理W4002

東京理3006 東京理3007 東京理3008 東京理3012 東京理3014



理工学専攻（続き）

東京理3022 東京理3023 東京理3029 東京理3033 東京理3034

東京理3046 東京理3049 東京理3051 東京理3055 東京理3067

東京理3083 東京理3084 東京理3085 東京理3090 東京理3106

東京理3112 東京理3114 東京理3116 東京理3124 東京理3127

東京理3134 東京理3145 東京理3153 東京理3157 東京理3160

東京理3162 東京理3166 東京理3173 東京理3188 東京理3196

東京理3200 東京理3210 東京理3212 東京理3223 東京理3229

東京理3236 東京理3237 東京理3239 東京理3259 東京理3275

東京理3281 東京理3283 東京理3284 東京理3297 東京理3299

東京理3301 東京理3309 東京理3311 東京理3319 東京理3326

東京理W4009 東京理W4013 東京理W4017 東京理W4018 東京理W4023

東京理W4025 東京理W4030 東京理W4032 東京理W4044 東京理W4047

東京理W4052 東京理W4060

神奈川理3001 神奈川理3005 神奈川理3008 神奈川理3010 神奈川理3016

神奈川理3018 神奈川理3023 神奈川理3045 神奈川理3055 神奈川理3056

神奈川理3057 神奈川理3062 神奈川理3064 神奈川理3079 神奈川理3083

神奈川理3105 神奈川理3122 神奈川理3128 神奈川理3131 神奈川理W4003

神奈川理W4006 神奈川理W4008

新潟理3001 新潟理3006 新潟理3009 新潟理3010 新潟理3011

山梨理3029 山梨理3036 山梨理3054 山梨理3097 山梨理W4004

山梨理W4010 山梨理W4012

長野理3005 長野理3006 長野理3007 長野理3014

静岡理3027 静岡理3028 静岡理3041 静岡理3043 静岡理3047

静岡理3048 静岡理W4001 静岡理W4004 静岡理W4014 静岡理W4015

富山理6005 富山理6007 富山理6008 富山理6010



理工学専攻（続き）

石川理3002 石川理3003 石川理3010 石川理3012 石川理W4001

岐阜理3001 岐阜理3019 岐阜理3020 岐阜理3021 岐阜理3022

岐阜理3031 岐阜理3032 岐阜理3034 岐阜理3035 岐阜理3036

岐阜理3037 岐阜理3038 岐阜理3046 岐阜理3051 岐阜理W4003

岐阜理W4004 岐阜理W4005 岐阜理W4007 岐阜理W4008 岐阜理W4011

愛知理1409 愛知理1411 愛知理1413 愛知理1422 愛知理1425

愛知理1436 愛知理1437 愛知理1438 愛知理1439 愛知理1440

愛知理1442 愛知理1443 愛知理1446 愛知理1467 愛知理1468

愛知理1469 愛知理1475 愛知理1478 愛知理1486 愛知理1490

愛知理1498 愛知理1506 愛知理1508 愛知理1512 愛知理2407

愛知理2438 愛知理2454 愛知理2456 愛知理2460 愛知理3423

愛知理3446 愛知理3461 愛知理3465 愛知理3467 愛知理3468

愛知理3470 愛知理3471 愛知理3476 愛知理5402 愛知理5404

愛知理5406 愛知理5407 愛知理5417 愛知理5420 愛知理5424

愛知理5425 愛知理5426 愛知理W1803 愛知理W1821 愛知理W2809

愛知理W5802

三重理1001 三重理1013 三重理1025

滋賀理7901 滋賀理7902

京都理2020 京都理2024 京都理2027 京都理2039 京都理2049

京都理2057 京都理2058 京都理2061 京都理W7006

大阪理1004 大阪理1043 大阪理1047 大阪理1050 大阪理1501

大阪理1507 大阪理1509 大阪理1511 大阪理1512 大阪理1513

大阪理1515 大阪理1518 大阪理1520 大阪理1521 大阪理1523

大阪理1575 大阪理1576 大阪理1577 大阪理1587 大阪理1598

大阪理1608 大阪理1612 大阪理1613 大阪理1616 大阪理1618



理工学専攻（続き）

大阪理1620 大阪理1627 大阪理1633 大阪理1635 大阪理1636

大阪理1640 大阪理1662 大阪理1665 大阪理1670 大阪理1672

大阪理1675 大阪理1676 大阪理1680 大阪理1682 大阪理1683

大阪理1684 大阪理1686 大阪理1687 大阪理1689 大阪理2014

大阪理2015 大阪理2019 大阪理2041 大阪理2501 大阪理2504

大阪理2505 大阪理2515 大阪理2517 大阪理2519 大阪理2522

大阪理2529 大阪理2530 大阪理2533 大阪理2536 大阪理2538

大阪理2554 大阪理2565 大阪理2568 大阪理2574 大阪理2575

大阪理2576 大阪理2595 大阪理2596 大阪理2598 大阪理2601

大阪理2608 大阪理2609 大阪理2614 大阪理W3504 大阪理W3530

大阪理W4020 大阪理W4502 大阪理W4521 大阪理W4523 大阪理W4525

大阪理W4529 大阪理W4532 大阪理W4534 大阪理W4536 大阪理W4538

兵庫理3007 兵庫理3022 兵庫理3025 兵庫理3027 兵庫理3031

兵庫理3032 兵庫理3035 兵庫理3037 兵庫理3047 兵庫理3049

兵庫理3050 兵庫理3051 兵庫理3057 兵庫理3064 兵庫理3075

兵庫理3078 兵庫理3079 兵庫理3081 兵庫理3090 兵庫理3102

兵庫理3103 兵庫理3143 兵庫理3146 兵庫理3153 兵庫理3156

兵庫理3159 兵庫理3164 兵庫理3168 兵庫理3169 兵庫理3172

兵庫理3177 兵庫理W4001 兵庫理W4014 兵庫理W4016

奈良理2003 奈良理2004 奈良理2010 奈良理2011 奈良理2502

奈良理2503 奈良理2504 奈良理2505 奈良理2509 奈良理2510

奈良理2512 奈良理W6002 奈良理W6003 奈良理W6505

和歌山理1502 和歌山理1503 和歌山理1505 和歌山理1507 和歌山理1509

和歌山理1513

鳥取理3211



理工学専攻（続き）

岡山理3001 岡山理3010 岡山理3040 岡山理3041

広島理3002 広島理3009 広島理3010 広島理3016 広島理3020

広島理3032 広島理3033 広島理3035 広島理3036 広島理3037

広島理3046 広島理3051 広島理3053 広島理3068 広島理3070

広島理W4003 広島理W4004 広島理W4009 広島理W4011 広島理W4015

山口理3004 山口理3008 山口理3009 山口理3013 山口理3018

山口理3020 山口理3022 山口理3027 山口理3028 山口理3031

山口理3032 山口理3042 山口理W4011

徳島理1001 徳島理1013 徳島理W2002

香川理2003 香川理2011 香川理2012 香川理2020 香川理2021

香川理2025 香川理W2505 香川理W2506

愛媛理2006 愛媛理2008 愛媛理2009 愛媛理2011 愛媛理2012

愛媛理2018 愛媛理2044 愛媛理2052 愛媛理2074 愛媛理2075

愛媛理2076 愛媛理2077 愛媛理2078 愛媛理2079 愛媛理2080

愛媛理2082 愛媛理2083 愛媛理2086 愛媛理2097 愛媛理2106

愛媛理W2503

高知理4012 高知理4014 高知理5002 高知理5010 高知理5016

高知理W4501

福岡理1017 福岡理1020 福岡理1021 福岡理1022 福岡理1024

福岡理1031 福岡理1036 福岡理1043 福岡理1044 福岡理1052

福岡理1059 福岡理1061 福岡理2002 福岡理2013 福岡理2018

福岡理2022 福岡理2025 福岡理2026 福岡理2029 福岡理2034

福岡理2035 福岡理4001 福岡理4002 福岡理4004 福岡理4019

福岡理4029 福岡理4034 福岡理4035 福岡理4038 福岡理4044

福岡理4055 福岡理4058 福岡理4077 福岡理4083 福岡理4088



理工学専攻（続き）

福岡理4091 福岡理4098 福岡理4105 福岡理4118 福岡理4143

福岡理4148 福岡理4149 福岡理4151 福岡理4154 福岡理4155

福岡理4156 福岡理4192 福岡理4193 福岡理4194 福岡理4205

福岡理4230 福岡理4231 福岡理4232 福岡理4233 福岡理4251

福岡理4255 福岡理4257 福岡理4258 福岡理4261 福岡理4265

福岡理4266 福岡理4277 福岡理4278 福岡理4292 福岡理4294

福岡理4298 福岡理4308 福岡理4312 福岡理4328 福岡理4330

福岡理4333 福岡理4343 福岡理5003 福岡理5020 福岡理5025

福岡理5029 福岡理5030 福岡理5038 福岡理5052 福岡理5058

福岡理5069 福岡理5073 福岡理5076 福岡理5091 福岡理5092

福岡理5095 福岡理5117 福岡理5132 福岡理5135 福岡理5141

福岡理5155 福岡理5164 福岡理5180 福岡理5186 福岡理5188

福岡理5193 福岡理5211 福岡理5212 福岡理5214 福岡理5215

福岡理5217 福岡理5218 福岡理5221 福岡理5229 福岡理5232

福岡理5240 福岡理5246 福岡理5247 福岡理5248 福岡理5249

福岡理5252 福岡理5254 福岡理5255 福岡理5256 福岡理5257

福岡理5259 福岡理5260 福岡理5262 福岡理5264 福岡理5267

福岡理5280 福岡理5284 福岡理5285 福岡理5313 福岡理7010

福岡理7013 福岡理7015 福岡理7149 福岡理8078 福岡理8111

福岡理8113 福岡理W3508 福岡理W3509 福岡理W3520 福岡理W3522

福岡理W3531 福岡理W6001 福岡理W6035 福岡理W6036 福岡理W6037

福岡理W6038 福岡理W6039 福岡理W6040 福岡理W6041 福岡理W6053

福岡理W6060 福岡理W6511 福岡理W6519 福岡理W6537 福岡理W6538

福岡理W6548 福岡理W6551 福岡理W6552 福岡理W6554 福岡理W6561

福岡理W6562 福岡理W6563 福岡理W6564 福岡理W6600 福岡理W6602



理工学専攻（続き）

福岡理W6605 福岡理W6607 福岡理W6625 福岡理W9041 福岡理W9052

福岡理W9524

佐賀理3002 佐賀理3004 佐賀理3005 佐賀理3006 佐賀理3007

佐賀理3018 佐賀理3023

長崎理3008 長崎理3009 長崎理3018 長崎理3037 長崎理3050

長崎理3054 長崎理3055 長崎理3073 長崎理3084 長崎理3089

長崎理3092 長崎理3096 長崎理3099 長崎理3101 長崎理W4015

大分理3004 大分理3204 大分理3205 大分理W4002 大分理W4003

熊本理3001 熊本理3002 熊本理3004 熊本理3006 熊本理3008

熊本理3009 熊本理3018 熊本理3019 熊本理3028 熊本理3031

熊本理3307 熊本理3308 熊本理3309 熊本理3315 熊本理3316

熊本理3318 熊本理3319 熊本理3324

宮崎理1029 宮崎理1043 宮崎理1049 宮崎理1061 宮崎理1074

宮崎理1076 宮崎理1504 宮崎理1541 宮崎理1551 宮崎理1561

宮崎理1574 宮崎理1591 宮崎理1597 宮崎理W2003 宮崎理W2010

宮崎理W2503 宮崎理W2560

鹿児島理1003 鹿児島理1008 鹿児島理1009 鹿児島理1011 鹿児島理1016

鹿児島理1019 鹿児島理1030 鹿児島理1032 鹿児島理1034 鹿児島理1037

鹿児島理1044 鹿児島理1054 鹿児島理2019 鹿児島理2023 鹿児島理2025

鹿児島理2028 鹿児島理2029 鹿児島理2033 鹿児島理2034 鹿児島理2036

鹿児島理2037 鹿児島理2039 鹿児島理2049 鹿児島理W2505 鹿児島理W2510

沖縄理5303 沖縄理6301 沖縄理6304

フィルタで消え
ない用に入力

以　上


