
３５０名
札幌1003 札幌1006 札幌1010 札幌1013 札幌1014

札幌1020 札幌1022 札幌1029 札幌1030 札幌1031

札幌1034 札幌1036 札幌1038 札幌1042 札幌1051

札幌1061 札幌1062 札幌1068 札幌1079 札幌1084

札幌1085 札幌1093 札幌1122 札幌1123 札幌1126

札幌1127 札幌1130

函館0013 函館0014 函館0020

旭川0204

帯広0001 帯広0004 帯広0007 帯広0009 帯広0011

帯広0015 帯広1002 帯広1019 帯広1021 帯広1029

帯広1034 帯広2010 帯広2011 帯広3009 帯広3016

帯広5003

青森1104 青森1106 青森1109 青森1114 青森1202

青森1301 青森2001 青森2003 青森2004 青森2101

青森2104 青森2105

岩手1904 岩手4903

宮城1004 宮城1006 宮城1015 宮城1016 宮城1019

宮城1023

秋田0002 秋田0003 秋田0006 秋田0007

山形1009

福島2001 福島2003 福島2004 福島2006 福島3001

福島3002 福島4002

茨城0003 茨城0004 茨城0005 茨城0006 茨城0008

茨城0009 茨城0011 茨城0012 茨城0016 茨城0017

茨城0020 茨城0023 茨城0025 茨城0026

栃木0003 栃木0006 栃木0010 栃木0011 栃木0013

群馬0009 群馬0010 群馬0011 群馬0012 群馬0013

群馬0015

埼玉0001 埼玉0002 埼玉0005 埼玉0006 埼玉0011

埼玉0012 埼玉0013 埼玉0021 埼玉0022 埼玉0027

埼玉0031 埼玉0033 埼玉0034 埼玉0041 埼玉0043

千葉0001 千葉0009 千葉0010 千葉0014 千葉0015

千葉0020 千葉0021 千葉0023 千葉0024 千葉0025

東京0002 東京0003 東京0008 東京0012 東京0013

東京0014 東京0018 東京0019 東京0025 東京0026

東京0027 東京0029 東京0033 東京0034 東京0036

東京0037 東京0039 東京0041 東京0044 東京0054

東京0060 東京0063 東京0064 東京0067 東京0068

東京0070

神奈川0001 神奈川0002 神奈川0004 神奈川0006 神奈川0009

神奈川0010 神奈川0014 神奈川0015 神奈川0028 神奈川0030

神奈川0033 神奈川0045 神奈川0046 神奈川0047

新潟0002 新潟0006 新潟0023 新潟0025 新潟0028

山梨0001

長野0005 長野0006 長野0008

静岡0002 静岡0003 静岡0004 静岡0005 静岡0010

静岡0011 静岡0014 静岡0015 静岡0019 静岡0021

合格発表
令和２年度 陸上自衛隊高等工科学校生徒（一般）採用試験

- 1 -



静岡0024 静岡0025 静岡0026 静岡0027 静岡0029

石川1001 石川1002

福井1001 福井1004 福井1007 福井1009

岐阜0901 岐阜0907 岐阜0914 岐阜0918 岐阜0923

愛知1005 愛知1006 愛知1007 愛知1008 愛知1023

三重1001 三重1003 三重1023 三重1024

滋賀8554 滋賀8558

京都2003 京都2007

大阪1001 大阪1008 大阪1010 大阪1013 大阪1014

大阪1017 大阪1020 大阪1024 大阪1033 大阪1045

大阪1046 大阪1054 大阪1056 大阪1057 大阪1061

大阪1062 大阪1065 大阪1066

兵庫1001 兵庫1003 兵庫1006 兵庫1008 兵庫1018

兵庫1019 兵庫1021 兵庫1029 兵庫1030 兵庫1031

兵庫1034 兵庫1037

奈良1004 奈良1005 奈良1006 奈良1007 奈良1008

和歌山2002 和歌山2005 和歌山2202

鳥取2004 鳥取3001 鳥取3003 鳥取3007 鳥取3011

島根1002 島根1003 島根1008 島根1009

岡山3001 岡山3011

広島9101 広島9109 広島9122

山口1001 山口1009 山口1010

徳島2002 徳島2004

香川2002 香川2007 香川2020 香川2023 香川2028

愛媛1004 愛媛1011 愛媛1014

高知7003 高知7005

福岡1004 福岡1005 福岡1008 福岡2007 福岡2010

福岡2011 福岡2012 福岡2013 福岡2015 福岡2026

福岡3016 福岡5001

佐賀2001 佐賀3006 佐賀3011 佐賀3012 佐賀3015

佐賀4001 佐賀4002

長崎1002 長崎1003 長崎3023 長崎4020 長崎4023

長崎5002 長崎6004 長崎8701

大分1001 大分4002

熊本1003 熊本1008 熊本1010 熊本1013 熊本1018

熊本1019 熊本1020 熊本1022 熊本1023 熊本1025

熊本1026 熊本1028 熊本1030 熊本1031 熊本1034

熊本1036

宮崎1006 宮崎1010 宮崎1012 宮崎1014

鹿児島1001 鹿児島1004 鹿児島1005 鹿児島1006 鹿児島1008

鹿児島1012 鹿児島2002 鹿児島2003 鹿児島2004 鹿児島2005

鹿児島2007 鹿児島3003 鹿児島5006

沖縄4001 沖縄4004 沖縄5001 沖縄5003
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