
（衛生甲　４０名）

札幌衛生甲3001 旭川衛生甲0001 埼玉衛生甲0001 千葉衛生甲0001

千葉衛生甲0002 千葉衛生甲W0001 東京衛生甲0003 東京衛生甲0004

東京衛生甲W0001 東京衛生甲W0002 東京衛生甲W0003 東京衛生甲W0004

東京衛生甲W0005 東京衛生甲W0006 神奈川衛生甲0001 神奈川衛生甲0002

神奈川衛生甲0003 神奈川衛生甲0004 長野衛生甲W0001 石川衛生甲1001

石川衛生甲W1201 愛知衛生甲9901 滋賀衛生甲3000 京都衛生甲2002

京都衛生甲2004 大阪衛生甲2002 大阪衛生甲2003 大阪衛生甲2004

大阪衛生甲2005 大阪衛生甲W6051 兵庫衛生甲2002 奈良衛生甲6001

岡山衛生甲1002 岡山衛生甲1003 山口衛生甲5101 愛媛衛生甲2001

長崎衛生甲1001 長崎衛生甲1002 熊本衛生甲2001 宮崎衛生甲1001

（法務　１０名）

千葉法務0001 東京法務0001 東京法務0003 東京法務0004

東京法務0005 東京法務0006 神奈川法務0002 奈良法務7801

愛媛法務2501 宮崎法務1001

（船舶甲　２名）

東京海船舶甲0001 愛媛船舶甲1001
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（衛生乙　９５名）

札幌衛生乙4002 札幌衛生乙4003 札幌衛生乙4005 札幌衛生乙W4101

札幌衛生乙W4104 札幌衛生乙W4106 帯広衛生乙1001 帯広衛生乙W1002

岩手衛生乙2001 岩手衛生乙W2002 宮城衛生乙W0001 山形衛生乙2001

福島衛生乙W0001 福島衛生乙W0003 茨城衛生乙0001 茨城衛生乙W0001

茨城衛生乙W0002 群馬衛生乙0001 群馬衛生乙0002 群馬衛生乙0003

埼玉衛生乙0003 埼玉衛生乙0004 埼玉衛生乙W0001 千葉衛生乙0002

千葉衛生乙0004 千葉衛生乙W0001 千葉衛生乙W0002 千葉衛生乙W0003

東京衛生乙0002 東京衛生乙W0001 東京衛生乙W0002 東京衛生乙W0003

東京衛生乙W0004 東京衛生乙W0005 東京衛生乙W0006 東京衛生乙W0008

東京衛生乙W0009 東京衛生乙W0010 東京衛生乙W0011 東京衛生乙W0012

東京衛生乙W0013 東京衛生乙W0014 東京衛生乙W0015 東京衛生乙W0016

神奈川衛生乙0003 神奈川衛生乙0004 神奈川衛生乙0005 神奈川衛生乙0006

神奈川衛生乙0007 神奈川衛生乙W0001 神奈川衛生乙W0002 神奈川衛生乙W0003

新潟衛生乙W0001 山梨衛生乙0001 山梨衛生乙W0001 長野衛生乙0001

長野衛生乙0002 長野衛生乙0003 長野衛生乙W0002 静岡衛生乙0002

静岡衛生乙W0001 静岡衛生乙W0002 静岡衛生乙W0003 富山衛生乙W2901

愛知衛生乙W5256 愛知衛生乙8204 愛知衛生乙5202 愛知衛生乙5204

愛知衛生乙W5258 愛知衛生乙8202 滋賀衛生乙3200 京都衛生乙W3201

京都衛生乙2103 京都衛生乙6201 大阪衛生乙6301 兵庫衛生乙W2301

奈良衛生乙W7151 広島衛生乙4002 山口衛生乙5132 山口衛生乙5133

山口衛生乙0131 山口衛生乙W0141 香川衛生乙W2252 香川衛生乙W2251

福岡衛生乙1002 福岡衛生乙W1003 福岡衛生乙1004 佐賀衛生乙W0003

大分衛生乙W1001 大分衛生乙2002 熊本衛生乙2001 熊本衛生乙2005

熊本衛生乙W2002 熊本衛生乙W2004 熊本衛生乙W2007



（語学　１０８名）

札幌語英5001 札幌語英5003 札幌語英5006 札幌語英5007

札幌語英5008 札幌語英W5101 札幌語英W5102 札幌語英W5103

札幌語英W5104 札幌語英W5105 宮城語英0001 宮城語英W0001

福島語英0001 埼玉語英0001 埼玉語英0003 埼玉語英0004

埼玉語英0005 埼玉語英0006 埼玉語英W0001 埼玉語中0001

埼玉語中0002 千葉語英0003 千葉語英0004 千葉語英0006

千葉語英0007 千葉語英0008 千葉語英0009 千葉語英W0001

千葉語英W0002 千葉語中0001 千葉語中0002 千葉語ポ0001

東京語英0004 東京語英0005 東京語英0006 東京語英0008

東京語英0009 東京語英0010 東京語英0011 東京語英0015

東京語英0016 東京語英0018 東京語英0019 東京語英0024

東京語英0025 東京語英0026 東京語英0028 東京語英0029

東京語英0031 東京語英W0003 東京語英W0004 東京語英W0005

東京語英W0006 東京語英W0007 東京語英W0008 東京語英W0009

東京語韓0001 東京語中0001 東京語中0003 東京語中W0002

東京語ﾌW0001 東京語ﾛ0001 神奈川語英0001 神奈川語英0002

神奈川語英0003 神奈川語英0007 神奈川語英0009 神奈川語英0010

神奈川語英0012 神奈川語英0013 神奈川語英W0001 神奈川語英W0003

神奈川語英W0004 神奈川語中0002 神奈川語中0003 山梨語英0001

長野語英0001 静岡語英0001 静岡語英0002 静岡語英0003

愛知語英5304 愛知語中5501 愛知語英5303 滋賀語英3300

京都語英6301 大阪語英W3052 大阪語英3005 大阪語英7003

兵庫語中3200 兵庫語ス7901 奈良語英W2051 香川語英3101

福岡語英1002 福岡語英1003 福岡語英W1008 福岡語英W1010

福岡語中1001 福岡語中1002 佐賀語英W0001 長崎語英W1001

大分語英1001 大分語英2001 熊本語英2001 熊本語英2002

熊本語英2003 沖縄語英3001 沖縄語英5001 沖縄語英6001



（整備　２１名）

青森整備1001 岩手整備2003 宮城整備0002 群馬整備0001

千葉整備0001 千葉整備0002 千葉整備0003 東京整備0001

東京整備0002 神奈川整備0001 長野整備0001 滋賀整備3400

広島整備4005 山口整備0311 香川整備4105 香川整備4104

福岡整備1001 福岡整備1003 佐賀整備0001 熊本整備2001

宮崎整備1001

（情報処理　３７名）

札幌情報7201 札幌情報7202 栃木情報0002 群馬情報0001

埼玉情報0001 千葉情報0001 千葉情報0003 東京情報0003

東京情報0008 東京情報0009 東京情報0010 東京情報0011

東京情報0013 東京情報0014 東京情報0016 東京情報0017

東京情報0018 東京情報W0001 神奈川情報0001 神奈川情報0002

神奈川情報0003 神奈川情報0004 神奈川情報0005 神奈川情報0006

神奈川情報0007 神奈川情報0008 静岡情報0002 愛知情報6201

愛知情報W6251 愛知情報6203 滋賀情報3502 大阪情報8103

大阪情報8102 岡山情報4011 福岡情報W1001 大分情報1001

沖縄情報4001

（通信　４名）

埼玉通信0001 東京通信0001 神奈川通信0001 神奈川通信0002



（電気　４名）

宮城電気0001 東京電気0001 東京電気0002 沖縄電気6001

（建設　２４名）

帯広建設4001 帯広建設4002 宮城建設0001 宮城建設0002

山形建設6001 福島建設0001 茨城建設0001 群馬建設W0001

埼玉建設0001 埼玉建設0002 東京建設0001 東京建設0003

東京建設0004 東京建設0005 神奈川建設0003 神奈川建設0004

神奈川建設W0001 静岡建設0001 石川建設8401 愛知建設6506

香川建設W8551 熊本建設W2002 宮崎建設1001 沖縄建設1001

（放射線管理　１名）

福島放射0001


