
歴代駐屯地司令紹介 

初 代  １等保安正  小林 一雄     昭和２７年 ３月 ～ 昭和２８年 ２月 
第２代  ２等保安正  伊集院 豊     昭和２８年 ２月 ～ 昭和２９年 ４月 
第３代  ２等陸佐   松田 靖彦     昭和２９年 ４月 ～ 昭和３１年１１月 
第４代  ２等陸佐   甲斐 寿一     昭和３１年１１月 ～ 昭和３２年 ２月 
第５代  １等陸佐   税所 三朗     昭和３２年 ２月 ～ 昭和３４年 ８月 
第６代  １等陸佐   郷  葵      昭和３４年 ８月 ～ 昭和３７年 ７月 
第７代  １等陸佐   野々村 美昊    昭和３７年 ８月 ～ 昭和４０年 ７月 
第８代  １等陸佐   村木 杉太郎    昭和４０年 ７月 ～ 昭和４３年 ３月 
第９代  １等陸佐   下山 一郎     昭和４３年 ３月 ～ 昭和４５年 ７月 
第１０代 １等陸佐   横山 登      昭和４５年 ７月 ～ 昭和４７年 ３月 
第１１代 １等陸佐   重松 日出男    昭和４７年 ３月 ～ 昭和４９年 ３月 
第１２代 １等陸佐   西口 喜一郎    昭和４９年 ３月 ～ 昭和５１年 ３月 
第１３代 １等陸佐   金田 實      昭和５１年 ３月 ～ 昭和５３年 ３月 
第１４代 １等陸佐   小野 晴男     昭和５３年 ３月 ～ 昭和５５年 ３月 
第１５代 １等陸佐   横山 義男     昭和５５年 ３月 ～ 昭和５７年 ３月 
第１６代 １等陸佐   松坂 タカシ    昭和５７年 ３月 ～ 昭和５９年 ３月 
第１７代 １等陸佐   千葉 瑞圓     昭和５９年 ３月 ～ 昭和６２年 ３月 
第１８代 １等陸佐   小袋 正次郎    昭和６２年 ３月 ～ 平成 元年 ６月 
第１９代 １等陸佐   佐山 詔介     平成 元年 ７月 ～ 平成 ３年 ６月 
第２０代 １等陸佐   吉田 邦雄     平成 ３年 ７月 ～ 平成 ６年 ３月 
第２１代 １等陸佐   矢澤 昌志     平成 ６年 ４月 ～ 平成 ８年 ６月 
第２２代 １等陸佐   伊藤 粂男     平成 ８年 ７月 ～ 平成１１年 ７月 
第２３代 １等陸佐   山本 洋      平成１１年 ８月 ～ 平成１３年 ７月 
第２４代 １等陸佐   海沼 敏明     平成１３年 ８月 ～ 平成１５年 ６月 
第２５代 １等陸佐   松村 五郎     平成１５年 ７月 ～ 平成１７年 ３月 
第２６代 １等陸佐   高木 新二     平成１７年 ３月 ～ 平成１８年 ８月 
第２７代 １等陸佐   湯浅 悟郎     平成１８年 ８月 ～ 平成１９年１２月 
第２８代 １等陸佐   原  友孝     平成１９年１２月 ～ 平成２１年 ７月 
第２９代 １等陸佐   蛭川 利幸     平成２１年 ７月 ～ 平成２３年 ４月 
第３０代 １等陸佐   末吉 洋明     平成２３年 ４月 ～ 平成２４年 ７月 
第３１代 １等陸佐   橋爪 良友     平成２４年 ７月 ～ 平成２６年 ３月 
第３２代 １等陸佐   堺  一夫     平成２６年 ３月 ～ 平成２７年 ８月 
第３３代 １等陸佐   前島 政樹     平成２７年 ８月 ～ 平成２９年 ３月 
第３４代 １等陸佐   荒巻 謙      平成２９年 ３月 ～ 令和 元年 ８月 
第３５代 １等陸佐   五十嵐 雅康    令和 元年 ８月 ～ 


