
R4.6.10

千葉陸1001 千葉陸1037 千葉陸1060 千葉陸3011 千葉陸3048 千葉陸3072 千葉陸3109 千葉陸4023 千葉陸4059 千葉陸4085 千葉陸6008 千葉陸W1301 千葉陸W4301

千葉陸1002 千葉陸1038 千葉陸1062 千葉陸3013 千葉陸3049 千葉陸3073 千葉陸3111 千葉陸4025 千葉陸4060 千葉陸4086 千葉陸6009 千葉陸W1302 千葉陸W4302

千葉陸1004 千葉陸1039 千葉陸1064 千葉陸3014 千葉陸3050 千葉陸3074 千葉陸3112 千葉陸4026 千葉陸4061 千葉陸4087 千葉陸7001 千葉陸W1303 千葉陸W4303

千葉陸1006 千葉陸1040 千葉陸1065 千葉陸3019 千葉陸3051 千葉陸3075 千葉陸3113 千葉陸4029 千葉陸4062 千葉陸4089 千葉陸7002 千葉陸W1306 千葉陸W4304

千葉陸1008 千葉陸1041 千葉陸1066 千葉陸3025 千葉陸3052 千葉陸3076 千葉陸4001 千葉陸4032 千葉陸4063 千葉陸4090 千葉陸7005 千葉陸W1307 千葉陸W4305

千葉陸1010 千葉陸1042 千葉陸1067 千葉陸3026 千葉陸3053 千葉陸3077 千葉陸4002 千葉陸4033 千葉陸4064 千葉陸4093 千葉陸W1309 千葉陸W4306

千葉陸1012 千葉陸1043 千葉陸1068 千葉陸3027 千葉陸3054 千葉陸3080 千葉陸4003 千葉陸4034 千葉陸4065 千葉陸4094 千葉陸W1310 千葉陸W4307

千葉陸1013 千葉陸1044 千葉陸1069 千葉陸3029 千葉陸3055 千葉陸3081 千葉陸4004 千葉陸4036 千葉陸4066 千葉陸4095 千葉陸W1312 千葉陸W4308

千葉陸1016 千葉陸1045 千葉陸1070 千葉陸3032 千葉陸3056 千葉陸3084 千葉陸4005 千葉陸4037 千葉陸4067 千葉陸4097 千葉陸W1313 千葉陸W4309

千葉陸1019 千葉陸1046 千葉陸2001 千葉陸3033 千葉陸3057 千葉陸3086 千葉陸4006 千葉陸4038 千葉陸4068 千葉陸4101 千葉陸W1314 千葉陸W4310

千葉陸1021 千葉陸1047 千葉陸2003 千葉陸3034 千葉陸3058 千葉陸3087 千葉陸4007 千葉陸4041 千葉陸4069 千葉陸4102 千葉陸W2301 千葉陸W4311

千葉陸1022 千葉陸1048 千葉陸2004 千葉陸3035 千葉陸3059 千葉陸3088 千葉陸4009 千葉陸4042 千葉陸4070 千葉陸4103 千葉陸W2302 千葉陸W4312

千葉陸1024 千葉陸1049 千葉陸2005 千葉陸3036 千葉陸3060 千葉陸3091 千葉陸4010 千葉陸4043 千葉陸4071 千葉陸4104 千葉陸W3301 千葉陸W4313

千葉陸1025 千葉陸1050 千葉陸2007 千葉陸3037 千葉陸3061 千葉陸3093 千葉陸4011 千葉陸4047 千葉陸4073 千葉陸4106 千葉陸W3303 千葉陸W4316

千葉陸1026 千葉陸1051 千葉陸2008 千葉陸3038 千葉陸3062 千葉陸3094 千葉陸4012 千葉陸4049 千葉陸4074 千葉陸4107 千葉陸W3304 千葉陸W4317

千葉陸1028 千葉陸1052 千葉陸2009 千葉陸3039 千葉陸3063 千葉陸3095 千葉陸4013 千葉陸4050 千葉陸4075 千葉陸4108 千葉陸W3305 千葉陸W4318

千葉陸1029 千葉陸1053 千葉陸2010 千葉陸3040 千葉陸3064 千葉陸3096 千葉陸4014 千葉陸4052 千葉陸4076 千葉陸5001 千葉陸W3307 千葉陸W4319

千葉陸1031 千葉陸1054 千葉陸3001 千葉陸3041 千葉陸3065 千葉陸3098 千葉陸4015 千葉陸4053 千葉陸4078 千葉陸6001 千葉陸W3308 千葉陸W4322

千葉陸1032 千葉陸1055 千葉陸3002 千葉陸3042 千葉陸3066 千葉陸3099 千葉陸4016 千葉陸4054 千葉陸4079 千葉陸6003 千葉陸W3309 千葉陸W4323

千葉陸1033 千葉陸1056 千葉陸3004 千葉陸3043 千葉陸3068 千葉陸3100 千葉陸4017 千葉陸4055 千葉陸4081 千葉陸6004 千葉陸W3310 千葉陸W6301

千葉陸1034 千葉陸1057 千葉陸3005 千葉陸3044 千葉陸3069 千葉陸3101 千葉陸4018 千葉陸4056 千葉陸4082 千葉陸6005 千葉陸W3311 千葉陸W7301

千葉陸1035 千葉陸1058 千葉陸3007 千葉陸3046 千葉陸3070 千葉陸3104 千葉陸4019 千葉陸4057 千葉陸4083 千葉陸6006 千葉陸W3312

千葉陸1036 千葉陸1059 千葉陸3008 千葉陸3047 千葉陸3071 千葉陸3107 千葉陸4022 千葉陸4058 千葉陸4084 千葉陸6007 千葉陸W3313

千葉海1402 千葉海3407 千葉海3420 千葉海4409 千葉海4422 千葉海4435 千葉海4450 千葉海4465 千葉海W1601 千葉海W4606 千葉海W4621

千葉海1403 千葉海3408 千葉海3421 千葉海4410 千葉海4423 千葉海4436 千葉海4451 千葉海4466 千葉海W1602 千葉海W4607 千葉海W4622

千葉海1404 千葉海3409 千葉海3422 千葉海4411 千葉海4424 千葉海4437 千葉海4452 千葉海4467 千葉海W1603 千葉海W4608 千葉海W4623

千葉海1405 千葉海3410 千葉海3423 千葉海4412 千葉海4425 千葉海4438 千葉海4454 千葉海6401 千葉海W3601 千葉海W4609 千葉海W4624

千葉海2401 千葉海3411 千葉海3425 千葉海4413 千葉海4426 千葉海4439 千葉海4455 千葉海6402 千葉海W3602 千葉海W4610 千葉海W4625
千葉海2402 千葉海3412 千葉海4401 千葉海4414 千葉海4427 千葉海4442 千葉海4456 千葉海7401 千葉海W3603 千葉海W4612 千葉海W4626
千葉海2403 千葉海3413 千葉海4402 千葉海4415 千葉海4428 千葉海4443 千葉海4457 千葉海7402 千葉海W3604 千葉海W4613 千葉海W4627
千葉海3401 千葉海3414 千葉海4403 千葉海4416 千葉海4429 千葉海4444 千葉海4458 千葉海7403 千葉海W3605 千葉海W4614 千葉海W4628
千葉海3402 千葉海3415 千葉海4404 千葉海4417 千葉海4430 千葉海4445 千葉海4459 千葉海7404 千葉海W4601 千葉海W4615 千葉海W4629
千葉海3403 千葉海3416 千葉海4405 千葉海4418 千葉海4431 千葉海4446 千葉海4460 千葉海7405 千葉海W4602 千葉海W4616 千葉海W7601
千葉海3404 千葉海3417 千葉海4406 千葉海4419 千葉海4432 千葉海4447 千葉海4461 千葉海7406 千葉海W4603 千葉海W4618 千葉海W7602
千葉海3405 千葉海3418 千葉海4407 千葉海4420 千葉海4433 千葉海4448 千葉海4463 千葉海7407 千葉海W4604 千葉海W4619 千葉海W8601
千葉海3406 千葉海3419 千葉海4408 千葉海4421 千葉海4434 千葉海4449 千葉海4464 千葉海8402 千葉海W4605 千葉海W4620

千葉空1701 千葉空1710 千葉空3709 千葉空4702 千葉空4720 千葉空4733 千葉空4744 千葉空4755 千葉空W1901 千葉空W4902 千葉空W4912 千葉空W4924 千葉空W4934

千葉空1702 千葉空1711 千葉空3710 千葉空4703 千葉空4722 千葉空4735 千葉空4745 千葉空4756 千葉空W1902 千葉空W4903 千葉空W4913 千葉空W4925 千葉空W6901

千葉空1703 千葉空2701 千葉空3711 千葉空4704 千葉空4724 千葉空4736 千葉空4746 千葉空4758 千葉空W1903 千葉空W4904 千葉空W4914 千葉空W4926 千葉空W6902

千葉空1704 千葉空3701 千葉空3713 千葉空4709 千葉空4725 千葉空4737 千葉空4749 千葉空4759 千葉空W2901 千葉空W4905 千葉空W4916 千葉空W4927 千葉空W7902

千葉空1705 千葉空3703 千葉空3714 千葉空4711 千葉空4727 千葉空4739 千葉空4750 千葉空4760 千葉空W3901 千葉空W4906 千葉空W4917 千葉空W4928 千葉空W7903

千葉空1706 千葉空3704 千葉空3715 千葉空4712 千葉空4728 千葉空4740 千葉空4751 千葉空5701 千葉空W3903 千葉空W4907 千葉空W4918 千葉空W4929

千葉空1707 千葉空3705 千葉空3717 千葉空4713 千葉空4729 千葉空4741 千葉空4752 千葉空5702 千葉空W3905 千葉空W4908 千葉空W4921 千葉空W4930

千葉空1708 千葉空3706 千葉空3718 千葉空4714 千葉空4730 千葉空4742 千葉空4753 千葉空7701 千葉空W3906 千葉空W4909 千葉空W4922 千葉空W4931

千葉空1709 千葉空3708 千葉空4701 千葉空4715 千葉空4732 千葉空4743 千葉空4754 千葉空7702 千葉空W4901 千葉空W4911 千葉空W4923 千葉空W4933

　　　　　令和４年度一般曹候補生（第１回試験）採用第1次試験合格者

　　　　（令和４年３・４月９・１０月入隊希望者）

陸　上　要　員

航　空　要　員

海　上　要　員


