
陸 上 要 員

一般大卒程度男子　234名

札幌陸1001 札幌陸1009 札幌陸1011 札幌陸1014 札幌陸1022

札幌陸1025 札幌陸1028 札幌陸1041 札幌陸1042 札幌陸1046

札幌陸1065 札幌陸1066 札幌陸1067 札幌陸1086 札幌陸院1503

旭川陸1002 旭川陸1005

帯広陸1002 帯広陸1017 帯広陸2001

青森陸0103

岩手陸1008 岩手陸1012

宮城陸0002 宮城陸0003 宮城陸0004 宮城陸0011 宮城陸0017

宮城陸0020 宮城陸0023 宮城陸0028 宮城陸0030 宮城陸0031

宮城陸0032 宮城陸0034 宮城陸院3001 宮城陸院3004

秋田陸0005 秋田陸0014

山形陸0001 山形陸0002 山形陸0007 山形陸0013

福島陸0002 福島陸0004 福島陸0009 福島陸0012 福島陸0022

茨城陸0005 茨城陸0015 茨城陸0016 茨城陸0017 茨城陸院2601

群馬陸0007 群馬陸0008

埼玉陸0010 埼玉陸0017 埼玉陸0053 埼玉陸0061 埼玉陸0078

埼玉陸0086

千葉陸0005 千葉陸0010 千葉陸0020 千葉陸0029 千葉陸0039

千葉陸0048

東京陸0002 東京陸0009 東京陸0016 東京陸0034 東京陸0043

東京陸0050 東京陸0072 東京陸0075 東京陸0098 東京陸0107

東京陸0149 東京陸0152 東京陸0153 東京陸0156 東京陸0160

東京陸0162 東京陸0164 東京陸0165 東京陸0168 東京陸0177

東京陸0182 東京陸0183 東京陸0212 東京陸0221 東京陸0229

東京陸0238 東京陸0240 東京陸0260 東京陸0262 東京陸0264

東京陸0266 東京陸0271 東京陸0272 東京陸0277 東京陸0282

東京陸0283 東京陸0287 東京陸0293 東京陸0294 東京陸0299

東京陸0303 東京陸0304 東京陸0305 東京陸0313 東京陸院2208

東京陸院2602 東京陸院2603 東京陸院2604

神奈川陸0022 神奈川陸0026 神奈川陸0034 神奈川陸0042 神奈川陸0044

神奈川陸0058 神奈川陸0071 神奈川陸0076 神奈川陸0085 神奈川陸0104

新潟陸0010 新潟陸0031

長野陸0004

静岡陸0001 静岡陸0004 静岡陸0006 静岡陸0008 静岡陸0024

静岡陸0028

石川陸1004 石川陸1005

岐阜陸0010 岐阜陸0012
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一般大卒程度男子　234名

愛知陸1003 愛知陸1008 愛知陸1009 愛知陸1017 愛知陸1035

愛知陸1061 愛知陸1064 愛知陸1066 愛知陸院5101

三重陸1021

滋賀陸5003 滋賀陸5004 滋賀陸5009 滋賀陸5017 滋賀陸5020

滋賀陸5023 滋賀陸5032

京都陸1002 京都陸1004 京都陸1016 京都陸1017 京都陸1028

京都陸1034 京都陸1041 京都陸院1301

大阪陸1011 大阪陸1017 大阪陸1038 大阪陸1039 大阪陸1043

大阪陸1060 大阪陸1072 大阪陸1073 大阪陸1079 大阪陸1083

大阪陸1084 大阪陸1090 大阪陸1091 大阪陸1120 大阪陸1121

大阪陸1122 大阪陸1127 大阪陸1130 大阪陸1132 大阪陸1148

大阪陸1152 大阪陸院6002 大阪陸院6003

兵庫陸1008 兵庫陸1009 兵庫陸1010 兵庫陸1011 兵庫陸1016

兵庫陸1017 兵庫陸1027 兵庫陸1031 兵庫陸1033 兵庫陸1038

兵庫陸1039

島根陸1001 島根陸1008

岡山陸0004 岡山陸0007 岡山陸0027 岡山陸院0401

広島陸1010 広島陸1014 広島陸1020 広島陸1042 広島陸1046

広島陸1049 広島陸院1701

山口陸1104

香川陸0028

愛媛陸1013

高知陸1002

福岡陸1002 福岡陸1014 福岡陸1033 福岡陸1035 福岡陸1042

福岡陸1050

佐賀陸1003

大分陸1008

熊本陸1003 熊本陸1010 熊本陸1015 熊本陸1023

宮崎陸1002 宮崎陸1006

鹿児島陸1005 鹿児島陸1012 鹿児島陸1022 鹿児島陸1024

沖縄陸1008 沖縄陸1010
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一般大卒程度女子　46名

旭川陸W1301

青森陸W0001

宮城陸W1004 宮城陸W1007

山形陸W1001

福島陸W0001

栃木陸W1501

群馬陸W1501

埼玉陸W1501 埼玉陸W1512 埼玉陸W1530 埼玉陸院W2401

千葉陸W1504

東京陸W1501 東京陸W1503 東京陸W1504 東京陸W1506 東京陸W1510

東京陸W1515 東京陸W1518 東京陸W1519 東京陸W1521 東京陸W1524

東京陸W1528 東京陸W1544 東京陸W1547 東京陸W1549

神奈川陸W1504

山梨陸W1501

石川陸W1501

愛知陸W1602 愛知陸W2601

京都陸W6005

大阪陸W1808

奈良陸院W2151

和歌山陸W2001

島根陸W4003

岡山陸W0502 岡山陸W0504

広島陸W1507

徳島陸W1202

香川陸W0201

高知陸W1104

福岡陸W2001 福岡陸W2008

沖縄陸W2002

一般院卒者（理・工学）　17名

旭川陸院1401

宮城陸院3001 宮城陸院3003 宮城陸院3004

群馬陸院2202

埼玉陸院2201 埼玉陸院W2401

東京陸院2206 東京陸院2207 東京陸院2208 東京陸院W2401

石川陸院7001

大阪陸院6001 大阪陸院6002 大阪陸院6003

岡山陸院0401

広島陸院1701
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一般院卒者（法学）　9名

札幌陸院1503

青森陸院5001

岩手陸院1001

茨城陸院2601

東京陸院2602 東京陸院2603 東京陸院2604

愛知陸院5101

京都陸院1301

歯　　科　7名

岩手陸歯W2001

東京陸歯3002

大阪陸歯1001

広島陸歯2001 広島陸歯2002 広島陸歯2003 広島陸歯W2051

薬剤科　8名

札幌陸薬Ｗ1801

東京陸薬3204 東京陸薬3210 東京陸薬W3209

神奈川陸薬W3201

石川陸薬W6051

愛知陸薬7501

愛媛陸薬1401
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