
陸 上 要 員

一般大卒程度男子　301名

札幌陸1001 札幌陸1002 札幌陸1004 札幌陸1015 札幌陸1019

札幌陸1030 札幌陸1046 札幌陸1049 札幌陸1054 札幌陸1056

札幌陸院1503

旭川陸0002 旭川陸0011

帯広陸1005 帯広陸1009 帯広陸1011 帯広陸1019

青森陸0004 青森陸0005 青森陸0008 青森陸6003 青森陸6004

岩手陸1007

宮城陸0001 宮城陸0002 宮城陸0003 宮城陸0007 宮城陸0013

宮城陸0014 宮城陸0016 宮城陸0022 宮城陸0032 宮城陸0036

宮城陸0037 宮城陸院3002 宮城陸院3003

秋田陸0001 秋田陸0019

福島陸0004 福島陸0005

茨城陸0010

栃木陸0001

群馬陸0001 群馬陸0006

埼玉陸0004 埼玉陸0006 埼玉陸0013 埼玉陸0018 埼玉陸0022

埼玉陸0027 埼玉陸0030 埼玉陸0033 埼玉陸0034 埼玉陸0039

埼玉陸0042 埼玉陸0045 埼玉陸0048 埼玉陸0049 埼玉陸0053

埼玉陸0054 埼玉陸0055 埼玉陸0060 埼玉陸0073 埼玉陸院2601

千葉陸0005 千葉陸0007 千葉陸0009 千葉陸0011 千葉陸0013

千葉陸0015 千葉陸0016 千葉陸0017 千葉陸0022 千葉陸0028

千葉陸0033 千葉陸0041 千葉陸0045 千葉陸0050

東京陸0001 東京陸0005 東京陸0011 東京陸0012 東京陸0014

東京陸0015 東京陸0019 東京陸0020 東京陸0024 東京陸0025

東京陸0032 東京陸0040 東京陸0044 東京陸0056 東京陸0059

東京陸0062 東京陸0067 東京陸0070 東京陸0072 東京陸0073

東京陸0076 東京陸0084 東京陸0087 東京陸0088 東京陸0090

東京陸0094 東京陸0100 東京陸0107 東京陸0111 東京陸0112

東京陸0115 東京陸0119 東京陸0121 東京陸0123 東京陸0130

東京陸0131 東京陸0133 東京陸0148 東京陸0152 東京陸0171

東京陸0173 東京陸0177 東京陸0187 東京陸0188 東京陸0209

東京陸0210 東京陸0213 東京陸0221 東京陸0222 東京陸0231

東京陸0236 東京陸0242 東京陸0247 東京陸0249 東京陸0250

東京陸0252 東京陸0260 東京陸0264 東京陸0266 東京陸0269

東京陸0270 東京陸0273 東京陸0281 東京陸0282 東京陸0291

東京陸0306 東京陸0307 東京陸0308 東京陸0309 東京陸0314

東京陸院2205 東京陸院2601 東京陸院2603

令和元年度 幹部候補生採用試験 合格発表

- 1 -



一般大卒程度男子　301名

神奈川陸0007 神奈川陸0020 神奈川陸0022 神奈川陸0024 神奈川陸0026

神奈川陸0038 神奈川陸0066 神奈川陸0073 神奈川陸0088 神奈川陸0091

神奈川陸0093 神奈川陸0094 神奈川陸0096 神奈川陸0098 神奈川陸0101

神奈川陸0119 神奈川陸0127 神奈川陸0134 神奈川陸0137

新潟陸0002 新潟陸0004 新潟陸0005 新潟陸0014 新潟陸0024

新潟陸0028 新潟陸0035

山梨陸0001 山梨陸0006 山梨陸0008 山梨陸0010

静岡陸0001 静岡陸0003 静岡陸0014 静岡陸0022 静岡陸院2202

静岡陸院2601

石川陸1010 石川陸1011 石川陸院7001

岐阜陸0007 岐阜陸0010

愛知陸1007 愛知陸1016 愛知陸1041 愛知陸1048 愛知陸1051

愛知陸1059 愛知陸1067 愛知陸2001 愛知陸2007 愛知陸2011

愛知陸2015 愛知陸院6002

三重陸1001

滋賀陸5000 滋賀陸5003 滋賀陸5004 滋賀陸5007 滋賀陸5008

滋賀陸5009 滋賀陸5010 滋賀陸5011 滋賀陸5014 滋賀陸5015

滋賀陸5016 滋賀陸5019

京都陸1001 京都陸1005 京都陸1017 京都陸1021 京都陸1022

京都陸1023 京都陸1028 京都陸1029 京都陸1030

大阪陸1009 大阪陸1017 大阪陸1034 大阪陸1040 大阪陸1048

大阪陸1052 大阪陸1054 大阪陸1056 大阪陸1081 大阪陸1092

大阪陸1097 大阪陸1098 大阪陸1100

兵庫陸1002 兵庫陸1003 兵庫陸1004 兵庫陸1008 兵庫陸1009

兵庫陸1017 兵庫陸1019

奈良陸1003 奈良陸1004

和歌山陸1001 和歌山陸1002

島根陸1001 島根陸1003 島根陸1005 島根陸1902

岡山陸0002 岡山陸0006 岡山陸0008 岡山陸0014 岡山陸0016

岡山陸0017 岡山陸0020 岡山陸0021 岡山陸0029

広島陸1002 広島陸1008 広島陸1009 広島陸1026 広島陸1028

広島陸1031 広島陸1034

山口陸1001 山口陸1011

徳島陸1102

愛媛陸1009 愛媛陸1013 愛媛陸1014

高知陸1007

福岡陸1010 福岡陸1016 福岡陸1017 福岡陸1018 福岡陸1029

福岡陸1030 福岡陸1032 福岡陸1036 福岡陸1045

長崎陸1002 長崎陸1003

大分陸1006 大分陸1007 大分陸1012

熊本陸1004 熊本陸1007 熊本陸1010 熊本陸1012 熊本陸院3001

鹿児島陸1004 鹿児島陸1015 鹿児島陸1016

沖縄陸1001 沖縄陸院3001
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一般大卒程度女子　50名

帯広陸W1502 帯広陸W1503 帯広陸院W2501

青森陸W0301

宮城陸W1004 宮城陸W1005 宮城陸W1007

福島陸W0002

群馬陸W1502

埼玉陸W1503 埼玉陸W1520

千葉陸W1502

東京陸W1508 東京陸W1510 東京陸W1512 東京陸W1516 東京陸W1518

東京陸W1538 東京陸W1540 東京陸W1549 東京陸W1552 東京陸W1566

東京陸W1568 東京陸W1572 東京陸W1574 東京陸W1576

神奈川陸W1501 神奈川陸W1509 神奈川陸W1513

山梨陸W1502

愛知陸W1604 愛知陸W1607 愛知陸W1614 愛知陸W2601

滋賀陸W5501

京都陸W6003 京都陸W6007

大阪陸W1801 大阪陸W1808 大阪陸W1812 大阪陸W1817 大阪陸W1819

兵庫陸W1301 兵庫陸W1302

広島陸W1501

山口陸W1501 山口陸W1503

愛媛陸W1101

福岡陸W2004

熊本陸W2001

一般院卒者（理・工学）　17名

札幌陸院1503

帯広陸院W2501

宮城陸院3002 宮城陸院3003

埼玉陸院2201

東京陸院2205

静岡陸院2202

石川陸院7001

愛知陸院6001 愛知陸院6002

大阪陸院6003

兵庫陸院1601

島根陸院1202

高知陸院1401

福岡陸院3001

熊本陸院3001

沖縄陸院3001
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一般院卒者（法学）　7名

埼玉陸院2601 埼玉陸院W2801

東京陸院2601 東京陸院2602 東京陸院2603

静岡陸院2601

兵庫陸院1701

歯　　科　6名

埼玉陸歯3001

千葉陸歯3001

東京陸歯3001

広島陸歯2001 広島陸歯2002 広島陸歯W2051

薬剤科　8名

東京陸薬W3202 東京陸薬W3209 東京陸薬W3211 東京陸薬W3212

愛知陸薬W7552

兵庫陸薬4202 兵庫陸薬W4203 兵庫陸薬W4204

音楽要員　1名

札幌陸音1301
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