
回数

第１回 昭和４３年 1968 ３月卒業 昭和２２年4月2日～ 昭和２３年4月1日

第２回 昭和４４年 1969 ３月卒業 昭和２３年4月2日～ 昭和２４年4月1日

第３回 昭和４５年 1970 ３月卒業 昭和２４年4月2日～ 昭和２５年4月1日

第４回 昭和４６年 1971 ３月卒業 昭和２５年4月2日～ 昭和２６年4月1日

第５回 昭和４７年 1972 ３月卒業 昭和２６年4月2日～ 昭和２７年4月1日

第６回 昭和４８年 1973 ３月卒業 昭和２７年4月2日～ 昭和２８年4月1日

第７回 昭和４９年 1974 ３月卒業 昭和２８年4月2日～ 昭和２９年4月1日

第８回 昭和５０年 1975 ３月卒業 昭和２９年4月2日～ 昭和３０年4月1日

第９回 昭和５１年 1976 ３月卒業 昭和３０年4月2日～ 昭和３１年4月1日

第１０回 昭和５２年 1977 ３月卒業 昭和３１年4月2日～ 昭和３２年4月1日

第１１回 昭和５３年 1978 ３月卒業 昭和３２年4月2日～ 昭和３３年4月1日

第１２回 昭和５４年 1979 ３月卒業 昭和３３年4月2日～ 昭和３４年4月1日

第１３回 昭和５５年 1980 ３月卒業 昭和３４年4月2日～ 昭和３５年4月1日

第１４回 昭和５６年 1981 ３月卒業 昭和３５年4月2日～ 昭和３６年4月1日

第１５回 昭和５７年 1982 ３月卒業 昭和３６年4月2日～ 昭和３７年4月1日

第１６回 昭和５８年 1983 ３月卒業 昭和３７年4月2日～ 昭和３８年4月1日

第１７回 昭和５９年 1984 ３月卒業 昭和３８年4月2日～ 昭和３９年4月1日

第１８回 昭和６０年 1985 ３月卒業 昭和３９年4月2日～ 昭和４０年4月1日

第１９回 昭和６１年 1986 ３月卒業 昭和４０年4月2日～ 昭和４１年4月1日

第２０回 昭和６２年 1987 ３月卒業 昭和４１年4月2日～ 昭和４２年4月1日

第２１回 昭和６３年 1988 ３月卒業 昭和４２年4月2日～ 昭和４３年4月1日

第２２回 平成元年 1989 ３月卒業 昭和４３年4月2日～ 昭和４４年4月1日

第２３回 平成２年 1990 ３月卒業 昭和４４年4月2日～ 昭和４５年4月1日

第２４回 平成３年 1991 ３月卒業 昭和４５年4月2日～ 昭和４６年4月1日

第２５回 平成４年 1992 ３月卒業 昭和４６年4月2日～ 昭和４７年4月1日

第２６回 平成５年 1993 ３月卒業 昭和４７年4月2日～ 昭和４８年4月1日

第２７回 平成６年 1994 ３月卒業 昭和４８年4月2日～ 昭和４９年4月1日

第２８回 平成７年 1995 ３月卒業 昭和４９年4月2日～ 昭和５０年4月1日

第２９回 平成８年 1996 ３月卒業 昭和５０年4月2日～ 昭和５１年4月1日

第３０回 平成９年 1997 ３月卒業 昭和５１年4月2日～ 昭和５２年4月1日

第３１回 平成１０年 1998 ３月卒業 昭和５２年4月2日～ 昭和５３年4月1日

第３２回 平成１１年 1999 ３月卒業 昭和５３年4月2日～ 昭和５４年4月1日

第３３回 平成１２年 2000 ３月卒業 昭和５４年4月2日～ 昭和５５年4月1日

第３４回 平成１３年 2001 ３月卒業 昭和５５年4月2日～ 昭和５６年4月1日

第３５回 平成１４年 2002 ３月卒業 昭和５６年4月2日～ 昭和５７年4月1日

第３６回 平成１５年 2003 ３月卒業 昭和５７年4月2日～ 昭和５８年4月1日

第３７回 平成１６年 2004 ３月卒業 昭和５８年4月2日～ 昭和５９年4月1日

第３８回 平成１７年 2005 ３月卒業 昭和５９年4月2日～ 昭和６０年4月1日

第３９回 平成１８年 2006 ３月卒業 昭和６０年4月2日～ 昭和６１年4月1日

第４０回 平成１９年 2007 ３月卒業 昭和６１年4月2日～ 昭和６２年4月1日

第４１回 平成２０年 2008 ３月卒業 昭和６２年4月2日～ 昭和６３年4月1日

第４２回 平成２１年 2009 ３月卒業 昭和６３年4月2日～ 平成 元年4月1日

第４３回 平成２２年 2010 ３月卒業 平成 元年4月2日～ 平成　２年4月1日

第４４回 平成２３年 2011 ３月卒業 平成　２年4月2日～ 平成　３年4月1日

第４５回 平成２４年 2012 ３月卒業 平成　３年4月2日～ 平成　４年4月1日

第４６回 平成２５年 2013 ３月卒業 平成　４年4月2日～ 平成　５年4月1日

第４７回 平成２６年 2014 ３月卒業 平成　５年4月2日～ 平成　６年4月1日

第４８回 平成２７年 2015 ３月卒業 平成　６年4月2日～ 平成　７年4月1日

第４９回 平成２８年 2016 ３月卒業 平成　７年4月2日～ 平成　８年4月1日

第５０回 平成２９年 2017 ３月卒業 平成　８年4月2日～ 平成　９年4月1日

第５１回 平成３０年 2018 ３月卒業 平成　９年4月2日～ 平成１０年4月1日

第５２回 平成３１年 2019 ３月卒業 平成１０年4月2日～ 平成１１年4月1日

第５３回 令和２年 2020 ３月卒業 平成１１年4月2日～ 平成１２年4月1日

第５４回 令和３年 2021 ３月卒業 平成１２年4月2日～ 平成１３年4月1日

第５５回 令和４年 2022 ３月卒業 平成１３年4月2日～ 平成１４年4月1日
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