
 

【乙種飛行予科練習生】 

 

乙01 岩橋一夫   福岡 

乙01 遠藤幸男   山形 

乙02 出口義秀   三重 

乙02 青井正雄   岐阜 

乙02 東山市郎   長野 

乙03 石井喜八   新潟 

乙03 徳永有    熊本 

乙03 矢萩友二   山形 

乙03 雨宮荘作   山梨 

乙04 竹田茂司   静岡 

乙04 森喜代蔵   千葉 

乙04 進藤三郎  北海道 

乙04 小谷立    広島 

乙04 古関正吉   秋田 

乙04 富永冨佐男  山口 

乙04 今和泉甚三 鹿児島 

乙04 粕谷義蔵   長野 

乙05 茂木松雄   茨城 

乙05 中垣政介   熊本 

乙05 立田操    広島 

乙06 金子利男   千葉 

乙06 佐々木孝   岩手 

乙06 後藤継男   宮城 

乙06 山岸昌司   長野 

乙06 中西義男   大阪 

乙06 秋田秀勝   茨城 

乙07 草野貞夫   福島 

乙07 田中実    広島 

乙07 桧垣英次郎  広島 

乙07 西澤廣義   長野 

乙07 橋本禎司   埼玉 

乙07 植村正次郎  秋田 

乙07 関根桂次   茨城 

乙08 渡辺護    大分 

乙08 町元善春   宮崎 

乙08 高野義雄   茨城 

乙08 坂本義兼   山梨 

乙08 豊田三夫   茨城 

乙08 松下吉明   福岡 

乙08 樋口金造   茨城 

乙08 甲斐巧    宮崎 

乙08 西口速雄   三重 

乙08 木村信一   秋田 

乙08 佐藤繁治   新潟 

乙09 和田邦介   愛媛 

乙09 村田耕一   山口 

乙09 木原辰雄   福岡 

乙09 石川茂    愛媛 

乙09 本間秀人   長野 

乙09 蒲田栄作   兵庫 

乙09 国本力    広島 

乙09 岸川正人   長崎 

乙09 徳渕清蔵   佐賀 

乙09 米盛朴   鹿児島 

乙09 古田正直   熊本 

乙09 兼藤二郎   広島 

乙09 井上常夫   山梨 

乙09 野田実    愛知 

乙09 清水巧    高知 

乙09 黒木勇三郎 鹿児島 

乙09 池田和義   静岡 

乙09 新井正美   兵庫 

乙09 井原大三  神奈川 

乙09 仲野 修   千葉 

乙09 羽藤一志   愛媛 

乙09 二階堂信治 北海道 

乙09 宮沢政雄   山梨 

乙09 関口一男   千葉 

乙09 鈴木俊夫   福島 

乙09 今村文三郎  東京 

乙09 島子栄二  鹿児島 

乙09 谷村博明   福岡 

乙09 河合敏    長野 

乙09 四宮与三郎  香川 

乙09 安達繁信   愛媛 

乙09 野口義徳   東京 

乙09 加藤哲夫   岐阜 

乙09 前川重美   三重 

乙09 加村外三   広島 

乙09 松沢正二   東京 

乙09 川崎助男   佐賀 

乙09 森田勝   北海道 

乙09 大正谷宗市  徳島 

乙09 柴田勉    岡山 

乙09 萩谷幾久男  茨城 

乙09 酒村健三   長崎 

乙09 植木愛雄   福岡 

乙09 宅間廣正   山梨 

乙09 岡吉郎    島根 

乙09 武田清    島根 

乙09 松本勝正   愛媛 

乙09 宮本一    福島 

乙09 鶴見堅三   香川 

乙09 坂田清一   新潟 

乙09 遠藤秋章   愛媛 

乙10 大場晴夫   栃木 

乙10 静野良之祐  滋賀 

乙10 川上由次郎  新潟 

乙10 茂手木茂雄 北海道 

乙10 小出晃信   千葉 

乙10 山崎春正   新潟 

乙10 小原聡    愛知 

乙10 利根川渡   新潟 

乙10 金井清之助 神奈川 

乙11 森袈裟光   大分 

乙11 太田實    長崎 

乙11 山田一郎   茨城 

乙11 曾根義彦  神奈川 

乙11 山下六助   福岡 

乙11 国次万治   山口 

乙11 浜崎時夫   長崎 

乙11 後藤徳雄   大分 

乙11 後藤敬三   岐阜 

乙11 満岡三郎   茨城 

乙11 西尾治    徳島 

乙11 倉持薫    茨城 

乙11 曽我辰己   岐阜 

乙12 藤本文勝  北海道 

乙12 大野尚武   茨城 

乙12 林繁夫    長野 

乙12 岸和夫    群馬 

乙12 有賀房雄   長野 

乙12 岡田末吉   広島 

乙12 小沼旭    茨城 

乙12 富永節男   茨城 

乙12 波多野勝之助鹿児島 

乙13 斎藤恒太郎  宮城 

乙13 山本完一   愛知 

乙13 足立玄房   茨城 

乙13 沖村悦夫   山口 

乙13 永岡惣一郎 和歌山 

乙13 本田英世   熊本 

乙13 青木茂寿  神奈川 

乙13 富田勉    静岡 

乙13 辻宏    北海道 

乙13 玉田英生   三重 

乙13 遠藤三郎   千葉 

乙13 籾田幸也   三重 

乙13 石井清    茨城 

乙13 上田孝次   滋賀 

乙13 岩田俊雄   福井 

乙13 菊地清長   長野 

乙13 黒田正造   茨城 

乙13 藤木信雄  和歌山 

乙13 斉藤作右衛門 山形 

乙13 中島平    佐賀 

乙13 社家暢雄   兵庫 

乙13 笹山久男   兵庫 

乙14 島田明    静岡 

乙14 関谷留雄   大分 

乙14 遠田鉄夫   茨城 

乙14 岩野高一   群馬 

乙14 千葉勉    岩手 

乙14 小島三良   東京 

乙15 梅津栄男   秋田 

乙15 南甲子    山梨 

乙15 小浦一明   広島 

乙15 安部勝人   大分 

乙15 川崎熊雄   長崎 

乙15 木村孝正   茨城 

乙15 栃沢一夫   岩手 

乙15 河西保    茨城 

乙15 鎌田一敏   福島 

乙15 原長司    長野 

乙15 富士原豊  神奈川 



乙15 須澤正夫   長野 

乙15 江取喜芳   長野 

乙15 渡谷増義   愛知 

乙15 高橋紫寿雄  愛媛 

乙15 傍島稔    岐阜 

乙15 島田七郎   新潟 

乙15 桜田眞    千葉 

乙16 大穂敏次   福岡 

乙16 斎藤三寿   茨城 

乙16 小木曾邦一  岐阜 

乙16 土屋和雄   静岡 

乙16 福山愛蔵  鹿児島 

乙16 渡辺新市   千葉 

乙16 黒沢毅    茨城 

乙16 西山慶美   愛媛 

乙16 徳永裕邦   熊本 

乙16 林田一男   熊本 

乙16 高野大    埼玉 

乙16 羽咋進    石川 

乙16 助川実    茨城 

乙16 飯島忠    樺太 

乙16 田島周一   埼玉 

乙16 立原優    茨城 

乙16 西尾昇    静岡 

乙16 渡辺徳次   茨城 

乙16 竹尾要    大分 

乙16 松谷操    青森 

乙16 藤川高雄   長崎 

乙16 石黒利夫   静岡 

乙16 山辺和男   島根 

乙16 山宮久    群馬 

乙16 坂下春友   石川 

乙16 玉置長次郎  三重 

乙16 堀越武雄   茨城 

乙16 小松武    高知 

乙16 八幡高明   鳥取 

乙16 清原喜義   広島 

乙16 須永好作   群馬 

乙16 森茂士    大分 

乙16 常井忠温   茨城 

乙16 俵一     東京 

乙16 八代武茂   茨城 

乙16 高桑成男   兵庫 

乙16 中野増男  鹿児島 

乙16 樋口栄助   静岡 

乙16 高橋登志夫 神奈川 

乙17 谷口義則   宮崎 

乙17 高橋仁一   新潟 

乙17 関秋夫    茨城 

乙17 森正行    福岡 

乙17 山田茂    茨城 

乙17 吉田良市   岡山 

乙17 澤野重人   熊本 

乙17 小笠原金蔵  山形 

乙17 本仮屋孝夫 鹿児島 

乙17 五島丈夫   茨城 

乙17 辻忠弘    香川 

乙17 船生敏郎   栃木 

乙17 林清     茨城 

乙17 伊藤幹雄   栃木 

乙17 糸賀房夫   茨城 

乙17 猪瀬甫    茨城 

乙17 石渡正義   千葉 

乙17 岡村美千蔵  滋賀 

乙17 小野弘之   栃木 

乙17 高橋喜代一 神奈川 

乙17 安斉岩男   福島 

乙17 浜村弘    長崎 

乙17 野見敏雄   青森 

乙17 高橋寿男   茨城 

乙18 会沢平四郎  茨城 

乙18 岩松利光   東京 

乙18 大堀松助   福岡 

乙18 大塚直幸   大分 

乙18 山岸啓祐   栃木 

乙18 長谷川伊助  群馬 

乙18 田中謙四郎  東京 

乙18 炭広秀夫   広島 

乙18 尾浪富夫   京都 

乙18 宮田正義   福岡 

乙18 高野道彦   福岡 

乙18 横山政雄   兵庫 

乙18 吉永光雄  鹿児島 

乙18 薮田博    大阪 

乙18 淡路義二   群馬 

乙18 斎藤幸雄   宮城 

乙18 冨田長治郎 北海道 

乙19 法領田昭二郎 岩手 

乙19 石橋博    茨城 

乙19 石川笑一   福島 

乙19 伊吹勇    静岡 

乙19 大久保英作  青森 

乙19 北原吉男   長野 

乙19 中野渡敏男  青森 

乙19 細野芳美   岩手 

乙19 西埜敏雄  北海道 

乙19 御園生照寛  東京 

乙19 三堀祐治  神奈川 

乙19 米山義男  神奈川 

乙19 芳野治平   埼玉 

乙19 吉田栄助   山形 

乙19 道上隆信   兵庫 

乙19 西山二十二  岡山 

乙19 背戸正士   広島 

乙19 藤沢武雄   島根 

乙19 神馬幸作   千葉 

乙19 尾形三郎   宮城 

乙19 竹沢嘉盛   富山 

乙19 上田祗男   富山 

乙20 小松慶四郎  秋田 

乙20 斎藤憲寿   茨城 

乙20 石山弘保   栃木 

乙20 成毛定吉   千葉 

乙20 大和昭吾   栃木 

乙20 岡田徳蔵   茨城 

乙20 仲村渠孝吉  東京 

乙20 麻田昭順   石川 

乙20 高橋光治   秋田 

 

【甲種飛行予科練習生】 

 

甲01 横手正明   熊本 

甲02 軽部哲夫  北海道 

甲02 今井福満   香川 

甲03 木下廣吉   長野 

甲03 高倉秋夫   茨城 

甲03 石塚重男   新潟 

甲03 宮沢武男   長野 

甲03 岸田清次郎  滋賀 

甲03 小野康徳   香川 

甲03 尾崎順道   奈良 

甲04 束原政春   宮城 

甲04 新井嘉年男  埼玉 

甲04 河西英二郎  山梨 

甲04 根津文雄   長野 

甲04 西岡保    大阪 

甲04 青木眞夫   鳥取 

甲05 伊藤和夫   大阪 

甲05 近藤伊三男  三重 

甲05 久保田吉朗  樺太 

甲06 金森誠   北海道 

甲06 佐藤博    東京 

甲06 鈴木正一   東京 

甲06 福田博    群馬 

甲06 福田早苗   群馬 

甲06 服部実    兵庫 

甲06 棚橋宗一   愛知 

甲06 佐藤敏郎   鳥取 

甲06 福田保    広島 

甲06 谷口弘    山口 

甲06 光安正信   福岡 

甲06 後藤松生   福岡 

甲06 真方三郎  鹿児島 

甲07 多加谷修   群馬 

甲07 根本俊    茨城 

甲07 武田進一   茨城 

甲07 青木慶輝   宮城 

甲07 小松幸男   広島 

甲08 元山光司   東京 

甲08 小林勝治  神奈川 

甲08 桑村坦    愛媛 

甲08 飯塚英次   群馬 

甲08 渡邊清武   長野 

甲08 小川正流   愛知 

甲08 鈴木鼎    静岡 

甲08 島田三喜雄  福島 

甲09 長岡高明   茨城 

甲09 岡野左内   茨城 



甲09 阿久津賢二  栃木 

甲09 荒井貞登   長野 

甲09 高田弘    兵庫 

甲09 多田恒雄   三重 

甲09 高橋耕    岩手 

甲09 小崎朗    愛知 

甲09 松久正彦   山口 

甲09 渋谷友男   宮崎 

甲09 奥居一郎   滋賀 

甲10 船坂信夫   東京 

甲10 高橋八郎  神奈川 

甲10 成田正文   千葉 

甲10 鵜沢修治   千葉 

甲10 仲主一郎   茨城 

甲10 小杉博。   栃木 

甲10 神社明    長野 

甲10 中瀬清久   宮城 

甲10 中野磐雄   福島 

甲10 濱田四郎   長崎 

甲10 假屋真教   熊本 

甲10 石橋仁志   愛媛 

甲10 野並哲    高知 

甲10 清瀬昌利   兵庫 

甲10 力山茂樹   広島 

甲10 森本隆雄   広島 

甲10 杉江實    滋賀 

甲10 北川磯高   福井 

甲10 杉田信也   福井 

甲10 西村信夫   石川 

甲10 朝倉光男   山形 

甲10 北村良二   山形 

甲11 渕上大四郎  熊本 

甲11 住田広行   大阪 

甲11 東進     滋賀 

甲11 加藤正人   山形 

甲11 皆川喜助   埼玉 

甲11 大竹茂    東京 

甲11 池田七之助  茨城 

甲11 永野丈夫   茨城 

甲11 武士精三   茨城 

甲11 大橋健    静岡 

甲11 斉藤七郎   静岡 

甲11 本庄正則  北海道 

甲11 工藤勝美  北海道 

甲11 中野悟   北海道 

甲11 佐々木猛  北海道 

甲11 鈴木繁   北海道 

甲11 鈴木武   北海道 

甲11 鶴巻健二  北海道 

甲11 楠原忠   北海道 

甲11 後藤善平  北海道 

甲11 荒井義雄   山形 

甲11 関根徳二郎  東京 

甲11 藤沢晋    新潟 

甲11 渡辺角夫   静岡 

甲11 佐藤喜郎   秋田 

甲11 斉藤良雄   静岡 

甲11 鬼木正博   静岡 

甲11 藤巻昌男   東京 

甲11 斉藤真平   東京 

甲11 高橋四郎   長野 

甲11 鹿股英治   東京 

甲11 渡辺平八   千葉 

甲11 加藤彦太郎  東京 

甲11 高橋保一   東京 

甲11 山田藤吉   東京 

甲11 稲田大治   東京 

甲11 小山亀吉   東京 

甲11 田沢司濃夫  茨城 

甲11 藤咲弘    茨城 

甲11 加藤一雄   東京 

甲11 大庭幸三   東京 

甲11 中原隆三  和歌山 

甲11 高橋正一   徳島 

甲11 高瀬輝男   愛知 

甲11 川名敏男   千葉 

甲11 木村英雄   大阪 

甲11 立川幸一   東京 

甲11 郡山博   鹿児島 

甲11 鈴木一夫  神奈川 

甲11 田中敏行   福島 

甲11 猪木健郎   東京 

甲11 高橋斌   神奈川 

甲11 田中巌    東京 

甲11 糸沢勝夫   東京 

甲11 森田一男   愛知 

甲11 谷塚寅蔵   埼玉 

甲11 丸武     埼玉 

甲11 菅沼尚二   埼玉 

甲11 小宮泰    埼玉 

甲11 山田稔    埼玉 

甲11 鈴木孜    埼玉 

甲11 大沢啓蔵   埼玉 

甲11 久保圭司   群馬 

甲11 飯塚敏博   群馬 

甲11 小林雅己   群馬 

甲11 三井武夫   長野 

甲11 加藤好道   群馬 

甲11 桑原寅雄   群馬 

甲11 金井敏行   群馬 

甲11 新井澄雄   群馬 

甲11 星野恒    群馬 

甲11 内山正一   群馬 

甲11 大沢桂一   群馬 

甲11 木暮健    群馬 

甲11 藤尾敏郎   群馬 

甲11 津田宣明   千葉 

甲11 鈴木博    千葉 

甲11 豊田虎夫   千葉 

甲11 石島譲次郎  茨城 

甲11 磯山広    茨城 

甲11 薮精光    栃木 

甲11 北條静夫   栃木 

甲11 渡辺文治   栃木 

甲11 大山翠    栃木 

甲11 岡ノ谷安五郎 栃木 

甲11 小泉恒雄   静岡 

甲11 藤木季久   静岡 

甲11 塚本勇    静岡 

甲11 永田庄介   静岡 

甲11 杉本富男   静岡 

甲11 小平隆    長野 

甲11 土屋定雄   長野 

甲11 小平完吾   長野 

甲11 池田長幹   長野 

甲11 山田哲也   長野 

甲11 有賀大一   長野 

甲11 佐藤喜美治  宮城 

甲11 佐々木哲郎  宮城 

甲11 高島洋一   福島 

甲11 海老名保次  福島 

甲11 佐藤政治   福島 

甲11 五十嵐恒吉  福島 

甲11 遠藤日出雄  福島 

甲11 楢葉與市   福島 

甲11 菅野完二   福島 

甲11 佐藤重雄   岩手 

甲11 安原成    岩手 

甲11 小沢敢三   岩手 

甲11 細川亮    岩手 

甲11 佐々木弥寿雄 青森 

甲11 森丕     青森 

甲11 田中芳郎   秋田 

甲11 田中鬲    兵庫 

甲11 竹本和之助  兵庫 

甲11 川口晋    島根 

甲11 石津里志   島根 

甲11 都野藤市   広島 

甲11 桑原順    広島 

甲11 梶本哲彦   広島 

甲11 鍋田渉    広島 

甲11 巻幡信義   岡山 

甲11 河部正    広島 

甲11 内海護    広島 

甲11 米本正勝   広島 

甲11 富島甫    広島 

甲11 津久井宣夫  山口 

甲11 次山實    佐賀 

甲11 竹内泉    山口 

甲11 田中滋    山口 

甲11 池田稔    山口 

甲11 滝川孝    山口 

甲11 岡本貴彦   山口 

甲11 寺本幹雄  和歌山 

甲11 西川裕   和歌山 

甲11 西村清   和歌山 

甲12 坂本利康  神奈川 

甲12 中川善吾   静岡 



甲12 柴田三太男 北海道 

甲12 相川忠雄   千葉 

甲12 遠藤富士男  宮城 

甲12 豊岡逸雄   熊本 

甲12 清水邦夫   長野 

甲12 幡勇     茨城 

甲12 石垣當晃   東京 

甲12 沖田力    茨城 

甲12 松永茂夫  北海道 

甲12 天野吉三   京都 

甲12 三井傳昌   山梨 

甲12 小林昭二郎  東京 

甲12 野田哲夫   新潟 

甲12 柏村成太郎  茨城 

甲12 椎根茂    東京 

甲12 高山邦治   栃木 

甲12 新井利夫   兵庫 

甲12 日下部文雄  新潟 

甲12 光石昭通   岡山 

甲12 藤谷成美   愛知 

甲12 酒井昭夫   兵庫 

甲12 山本英司   秋田 

甲12 江頭茂樹   長崎 

甲12 萩原義則  鹿児島 

甲12 桑野正昭   秋田 

甲12 飯田寿々男  静岡 

甲12 佐藤貞志   福島 

甲12 松田昇三   東京 

甲12 高根澤誠   茨城 

甲12 白水善信   福岡 

甲13 伊藤茂夫   愛知 

甲13 金子清明  神奈川 

甲13 北村十二郎  長野 

甲13 三枝直    山梨 

甲13 佐山一    愛媛 

甲13 沢原昭男   愛媛 

甲13 繁田稔    岡山 

甲13 関口剛史  神奈川 

甲13 都築裕啓   東京 

甲13 戸倉勝    香川 

甲13 常盤久之   栃木 

甲13 野村勇    富山 

甲13 松本旭    宮崎 

甲13 三島昭    香川 

甲13 矢崎美仁   山梨 

 

【丙種飛行予科練習生】 

 

丙01 高野三郎   栃木 

丙03 川上保太郎  岡山 

丙03 中根政明   茨城 

丙03 鈴木泰二   栃木 

丙03 田村萬策   愛知 

丙06 松本新平   栃木 

丙06 山本博    三重 

丙09 粕谷新太郎  千葉 

丙09 樋口慶治   静岡 

丙08 川上賢一   福井 

丙10 鳥井正幸   広島 

丙10 佐藤繁雄   山形 

丙10 中尾信之   山口 

丙10 落合孫三郎  栃木 

丙10 平野工    三重 

丙11 藤井四方夫  山口 

丙11 山内義夫   岐阜 

丙11 野口護    茨城 

丙12 熊谷稔    福岡 

丙12 岡田時次   兵庫 

丙15 志賀敏美   福島 

丙15 三橋広一   千葉 

丙15 惣谷喜一  北海道 

丙16 木内正光   山梨 

丙16 司城三成   大分 

丙17 長沢政信   山梨 

 

【乙（特】種飛行予科練習生】 

 

特01 山崎隆    京都 

特01 中谷美弘   兵庫 

特01 山口春夫   兵庫 

特01 岩田実    兵庫 

特01 古杉次男   兵庫 

特01 西村重男   三重 

特01 古市香夫   三重 

特01 谷口澄夫   三重 

特01 石井正行   広島 

特01 田中繁晴   広島 

特01 石野節雄   岡山 

特01 安田一人   山口 

特01 江美誠    広島 

特01 佐々木和二  広島 

特01 河島秀夫   京都 

特01 明城哲    福井 

特01 中野利男   京都 

特01 堂谷作四   新潟 

特01 平野一良   長崎 

特01 岩屋定禧   佐賀 

特01 中村巧    福岡 

特01 内田武治   長崎 

特01 中岡安美   熊本 

特01 前畑勇    熊本 

特01 古屋敷義治 鹿児島 

特01 矢野末治   宮崎 

特01 高橋輝美   香川 

特01 高橋輝美   香川 

特01 黒川英夫   香川 

特01 朝日治    徳島 

特01 新居信明   徳島 

特01 坂井重三   徳島 

特01 中尾正海   徳島 

特01 中田吉一   高知 

特01 青木傳治   茨城 

特01 木村裕明   東京 

特01 山田恒作   東京 

特01 田中克次郎  東京 

特01 松原忠雄   東京 

特01 熱田啓二   千葉 

特01 増島武男   東京 

特01 河原成久   東京 

特01 桑原安夫   千葉 

特01 上田裕次  神奈川 

特01 岡村利通   宮城 

特01 小泉昭夫   山梨 

特01 高橋行利   群馬 

特01 篠塚芳一   千葉 

特01 秋谷茂雄   千葉 

特01 野崎和弥   千葉 

特01 塩田庄二郎  栃木 

特01 久保田久四  静岡 

特01 近藤親登   長野 

特01 河西作郎   長野 

特02 窪谷栄次   東京 

特02 吉田勇助   茨城 

特02 阿部健吉   埼玉 

特02 赤津茂    福島 

特03 荒木一英   新潟 

特03 上月寅男   兵庫 

特04 木村幹樹   千葉 

特04 前野博之   兵庫 


