
陸 上 要 員

一般大卒程度男子　235名

札幌陸1009 札幌陸1012 札幌陸1020 札幌陸1023 札幌陸1027

札幌陸1029 札幌陸1033 札幌陸1034 札幌陸1035 札幌陸1036

札幌陸1039 札幌陸1054 札幌陸1058 札幌陸1059

旭川陸0002 旭川陸0003

帯広陸1003 帯広陸1014 帯広陸1019

青森陸0010 青森陸0105

宮城陸0001 宮城陸0003 宮城陸0016 宮城陸0021

秋田陸0004

山形陸1002 山形陸1004 山形陸1005

福島陸0005 福島陸0009 福島陸0013 福島陸院0001

茨城陸0004 茨城陸0009 茨城陸0012 茨城陸0017 茨城陸0020

茨城陸0023

群馬陸0005 群馬陸0013 群馬陸院2201

埼玉陸0008 埼玉陸0011 埼玉陸0015 埼玉陸0016 埼玉陸0024

埼玉陸0032 埼玉陸0035 埼玉陸0038 埼玉陸0042 埼玉陸0052

千葉陸0012 千葉陸0029 千葉陸0030 千葉陸0041 千葉陸0042

東京陸0001 東京陸0004 東京陸0005 東京陸0007 東京陸0008

東京陸0009 東京陸0010 東京陸0011 東京陸0018 東京陸0020

東京陸0022 東京陸0030 東京陸0035 東京陸0042 東京陸0050

東京陸0051 東京陸0054 東京陸0060 東京陸0069 東京陸0071

東京陸0079 東京陸0084 東京陸0086 東京陸0089 東京陸0095

東京陸0096 東京陸0098 東京陸0099 東京陸0103 東京陸0104

東京陸0105 東京陸0109 東京陸0111 東京陸0121 東京陸0124

東京陸0128 東京陸0130 東京陸0134 東京陸0135 東京陸0138

東京陸0139 東京陸0143 東京陸0147 東京陸0155 東京陸0158

東京陸0168 東京陸0191 東京陸0207 東京陸0216 東京陸0229

東京陸0233 東京陸0236 東京陸0256 東京陸0264 東京陸0266

東京陸0268 東京陸0275 東京陸0284 東京陸0304 東京陸0305

東京陸0317 東京陸0319 東京陸0321 東京陸院2601 東京陸院2602

東京陸院2604

神奈川陸0003 神奈川陸0004 神奈川陸0012 神奈川陸0019 神奈川陸0024

神奈川陸0028 神奈川陸0033 神奈川陸0049 神奈川陸0051 神奈川陸0057

神奈川陸0061 神奈川陸0090 神奈川陸0108 神奈川陸0113 神奈川陸0119

神奈川陸院2601

新潟陸0002 新潟陸0004 新潟陸0013 新潟陸0016 新潟陸0023

新潟陸0025 新潟陸0026

山梨陸0003 山梨陸0005

静岡陸0006 静岡陸0012 静岡陸0014
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一般大卒程度男子　235名

富山陸1002

石川陸1002

福井陸1001

愛知陸1008 愛知陸1013 愛知陸1027 愛知陸1037 愛知陸2009

愛知陸2013 愛知陸2023 愛知陸2024

三重陸1003

滋賀陸5000 滋賀陸5006 滋賀陸5016

京都陸1002 京都陸1007 京都陸1011 京都陸1013 京都陸1017

京都陸1020 京都陸1022 京都陸1030 京都陸1032 京都陸1036

京都陸院1301 京都陸院1201 兵庫陸院1601

大阪陸1001 大阪陸1005 大阪陸1007 大阪陸1012 大阪陸1013

大阪陸1025 大阪陸1028 大阪陸1029 大阪陸1035 大阪陸1036

大阪陸1050 大阪陸1052 大阪陸1059 大阪陸1069 大阪陸1074

大阪陸1080

兵庫陸1002 兵庫陸1006 兵庫陸1012

奈良陸1001 奈良陸1004

島根陸1002

岡山陸0010 岡山陸0016 岡山陸0019 岡山陸0020 岡山陸0032

広島陸1007 広島陸1023 広島陸1026 広島陸1032 広島陸1034

山口陸1005 山口陸1013

徳島陸1101 徳島陸1105

香川陸0008 香川陸0011 香川陸0013

福岡陸1003 福岡陸1009 福岡陸1031 福岡陸1033 福岡陸1042

長崎陸1001 長崎陸1002

大分陸1003 大分陸1008

熊本陸1004 熊本陸1007

宮崎陸1008

鹿児島陸1001 鹿児島陸1017

沖縄陸1001 沖縄陸1002 沖縄陸1006
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一般大卒程度女子　40名

札幌陸W1302 札幌陸W1305 札幌陸W1311

旭川陸W0101

青森陸W0202 青森陸W0203

宮城陸W1001 宮城陸W1006

山形陸W1102 山形陸W1103

茨城陸W1505

栃木陸W1502

埼玉陸W1505

東京陸W1513 東京陸W1519 東京陸W1520 東京陸W1542 東京陸W1544

東京陸W1550 東京陸W1551 東京陸W1552 東京陸W1554

神奈川陸W1523

石川陸W1501

愛知陸W1602

三重陸W1101

滋賀陸W5500

京都陸W6005

大阪陸W1812 大阪陸W1815 大阪陸W1816

兵庫陸W1302

岡山陸W0202

広島陸W1507 広島陸W1508

徳島陸W1202

福岡陸W2001 福岡陸W2009

鹿児島陸W2001 鹿児島陸W2003

一般院卒者（理・工学）　3名

群馬陸院2201

京都陸院1201

兵庫陸院1601

一般院卒者（法学）　5名

福島陸院0001

東京陸院2601 東京陸院2604

神奈川陸院2601

京都陸院1301

歯　科　5名

埼玉陸歯3001

千葉陸歯3001 千葉陸歯3002

愛知陸歯7101

大阪陸歯W1001

薬剤科　8名

東京陸薬W3204 東京陸薬3207 東京陸薬W3209

愛知陸薬7501

京都陸薬W1701

奈良陸薬W2701

香川陸薬8001

福岡陸薬W1001
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