令和４年８月２日
登録番号

史料名

部署等

②戦史-日清戦争-1

明治２７年９月１７日 黄海海戦に於ける松島艦内の状況

海軍大尉 木村浩吉

②戦史-日清戦争-2

日清戦争記念写真集

-

②戦史-日清戦争-5

日清戦争資料 墺伊戦争戦史の一部

-

②戦史-日清戦争-6

土陽新聞号外（日清戦争号外）

-

②戦史-日清戦争-7
②戦史-日清戦争-8

天城艦長海軍少佐山本権兵衛氏の参謀本部海軍部第２局長海
軍大佐鮫島員規氏に宛てたる消息 明治２０．１．１９（仁川）～明 山本権兵衛
治２０．６．２７（長崎）
連合艦隊参謀長海軍大佐鮫島員規氏手記 明治２７～２８年の戦
役中の従軍日記

②戦史-日清戦争-9

征清外交誌摘 明治３７．５

海軍軍令部

②戦史-日清戦争-10

日清戦争記念写真集 報知新聞附録画から複製

-

②戦史-日清戦争-11

史蹟 明治２７～２８年戦役 広島大本営

広島県

②戦史-日清戦争-12

連合艦隊出征報告（日清戦争）第１回～１５回上

-

②戦史-日清戦争-13
②戦史-日清戦争-14

明治２５年７月以降欧州仏国より帰途略記事（軍艦松島）三笠掌
帆長境吉次郎関連史資料
明治２７．７～２８．３ 日清海戦松島乗組参戦記録 三笠掌帆長
境吉次郎関連史資料

境吉次郎
境吉次郎

②戦史-日露戦争-1

海軍記念日講演資料 其の１～４

-

②戦史-日露戦争-2

日本海海戦記念日講演資料

-

②戦史-日露戦争-3

明治４０年６月３０日 日露戦域明細大海図

佐世保海軍勲功表彰会

②戦史-日露戦争-4

明治３８年１２月 東郷連合艦隊司令長官訓示

-

②戦史-日露戦争-5

日露戦争関係新聞号外集

-

②戦史-日露戦争-6

明治３８年４月２日～５月３日 石橋甫史料假装巡洋艦亜米利加
丸戦時日誌

-

②戦史-日露戦争-7

文芸春秋愛読者賞論文戦艦「三笠」の光栄と悲惨 昭和３２．０８

伊藤正徳

②戦史-日露戦争-8

昭和３４～３６年三笠復元に関する資料

-

②戦史-日露戦争-9

明治３３年１１月 ヴィッカース社社長発翰海軍大佐山田彦八氏宛
軍艦三笠進水式招待状写

②戦史-日露戦争-10

記念艦三笠の歌

三笠保存会

②戦史-日露戦争-11

三笠保在会要覧

-

②戦史-日露戦争-12

明治百年記念三笠刊行資料

-

②戦史-日露戦争-13

日露戦争海戦記（附録）

佐世保海軍 勲功表彰会本部

②戦史-日露戦争-14

昭和１０年５月２２日 日露海戦回顧写真帖

水交会

②戦史-日露戦争-15

軍艦三笠日露戦役日本海海戦参加人名表

-

②戦史-日露戦争-16

東郷公園に関する諸資料

-

②戦史-日露戦争-17

聖将東郷元帥

-

②戦史-日露戦争-18

旅順攻略海軍陸戦重砲隊

-

②戦史-日露戦争-19

柳樹房に於ける東郷・乃木両将軍写真 明治３７．１２

-

②戦史-日露戦争-20

海軍大学校講究録第８４号附録 日露戦争史参考資料

-

②戦史-日露戦争-21

昭和１２年５月２７日 日本海海戦の想出

海軍技術研究所

②戦史-日露戦争-22

日露戦後参與艦艇比較図

-

②戦史-日露戦争-23

明治３７年６月 明治３８年６月調 日露軍艦存失比較

大本営海軍幕僚

②戦史-日露戦争-24

日露戦役旅順攻撃関係図 北大営附近日支両軍衝突の梗概 満
洲方面日露陸戦概見図

令和４年８月２日

②戦史-日露戦争-25

バルチック艦隊来東航跡図

-

②戦史-日露戦争-26

明治３７年 日露役旅順附近海戦一覧表

-

②戦史-日露戦争-27

日露役旅順作戦に於ける我海軍の苦心

-

②戦史-日露戦争-28

バルチック艦隊航跡図

-

②戦史-日露戦争-29

日露戦争に於ける露軍後方勤務 大正４．１１

-

②戦史-日露戦争-30

日露戦役 詔勅

-

②戦史-日露戦争-31

戦利艦押収書類翻訳（戦艦「アリヨール」艦歴） 明治３９．３

海軍軍令部

②戦史-日露戦争-32

海上捕獲事件調査会費類 明治３９．８

海軍大臣官房

②戦史-日露戦争-33

日露開戦に付海軍戦略上の概観（秋山真之御進講の原稿史料）
明治４０年

-

②戦史-日露戦争-34

バルチック艦隊航跡図 昭和１１．５

海軍省

②戦史-日露戦争-35

日露陸海軍公報集 第１巻 明治３８．５

-

②戦史-日露戦争-36

日露陸海軍公報集 第２巻 明治３９．１

-

②戦史-日露戦争-37

日露陸海軍公報集 第３巻 明治３８．４

-

②戦史-日露戦争-38

日露陸海軍公報集 第４巻 明治３８．８

-

②戦史-日露戦争-39

日露陸海軍公報集 第５巻 明治３８．１２

-

②戦史-日露戦争-40

明治３７～３８年 戦役海軍職員表 其の２

海軍大学校

②戦史-日露戦争-41

日露戦役 参與艦艇比較図 明治３８年

海軍文庫

②戦史-日露戦争-42

日本海大海戦図解説明 明治３８年５月２７～２８日

-

②戦史-日露戦争-43

日露海戦記海図 明治３９年７月

-

②戦史-日露戦争-44

明治三十七八年戦役戦傷病死者写真名簿全

-

②戦史-日露戦争-45

明治三十七八年戦役海軍職員表 其の一

-

②戦史-日露戦争-46

明治三十七八年戦役海軍職員表 其の二

-

②戦史-日露戦争-47
②戦史-日露戦争-48
②戦史-日露戦争-49
②戦史-日露戦争-50
②戦史-日露戦争-51

三笠掌帆長境吉次郎関連史資料日露戦争初年４月から８月黄海
海戦後までの三笠掌帆長境吉次郎海軍兵曹長の発簡書状の控
岩佐捨治 風雲録(日露戦時日誌）(１）明治３７年１月１日～２月２
９日
岩佐捨治 風雲録(日露戦時日誌）(２）明治３７年３月１日～４月３
０日
岩佐捨治 風雲録(日露戦時日誌）(３）明治３７年５月１日～５月３
１日
岩佐捨治 風雲録(日露戦時日誌）(４）明治３７年６月１日～６月２
６日

境吉次郎
岩佐捨治
岩佐捨治
岩佐捨治
岩佐捨治

②戦史-日露戦争-52

岩佐捨治 風雲録(日露戦時日誌）(５）発受信控

岩佐捨治

②戦史-日露戦争-53

日本海々戦梗概（海軍軍事講演資料其２）

海軍省

②戦史-１次大戦-1

大正３．８．２７～３．１０．３０ 山東省膠州湾の封鎖

-

②戦史-１次大戦-2

第２艦隊司令部編 遣外艦隊報告 全

-

②戦史-１次大戦-3

青島戦における若宮戦時日誌

-

②戦史-１次大戦-4

青島方面戦記１ 第１編

-

②戦史-１次大戦-5

青島方面戦記２ 第３編

-

②戦史-１次大戦-6

青島方面戦記３ 第３編

-

②戦史-１次大戦-7

太平洋方面戦記 第５編

-

②戦史-１次大戦-8

第６編機密補集 大正４年乃至９年戦役 海軍戦史附録

海軍大学校

令和４年８月２日

②戦史-１次大戦-9

功績関係綴 大正７．９

臨時海軍派遣隊

②戦史-１次大戦-10

地中海遠征日記 自．大正６年２月初旬 至．大正８年１月下旬
昭和４．６

海軍中佐 近藤英次郎

②戦史-１次大戦-11

支那に於ける旅順大連回収問題 昭和１２．３

八角史料

②戦史-１次大戦-12
②戦史-１次大戦-13

膠洲湾 海図（青島沖掃海時連合掃海艇隊指揮官使用） 大正３
市来崎史料
４年戦役 青島役
独逸予備海軍大佐ウェーニガー著独逸主戦艦隊作戦計画の変遷
ウェーニガー海軍軍令部
昭和５年８月２０日刊行

②戦史-１次大戦-14

岩佐拾治日独戦日誌(二）

岩佐拾治

②戦史-１次大戦-15

岩佐拾治日独戦日誌(三）大正３年１０月６日～１０月２４日

岩佐拾治

②戦史-１次大戦-16

岩佐拾治日独戦日誌(四）大正３年１０月２５日～１１月３０日

岩佐拾治

②戦史-１次大戦-17

岩佐拾治日独戦日誌(五）大正３年１２月１日～１月２１日

岩佐拾治

②戦史-１次大戦-18

岩佐拾治日独戦日誌(六）大正４年１月２２日～３月５日

岩佐拾治

②戦史-１次大戦-19

岩佐拾治日独戦日誌(七）大正４年３月６日～４月１５日

岩佐拾治

②戦史-１次大戦-20

岩佐拾治日独戦日誌(八）大正４年４月１６日～５月２３日

岩佐拾治

②戦史-１次大戦-21

岩佐拾治日独戦日誌(九）大正４年５月２４日～７月６日

岩佐拾治

②戦史-１次大戦-22

岩佐拾治日独戦日誌(十）大正４年７月７日～８月１９日

岩佐拾治

②戦史-１次大戦-23

故武部大尉遺稿 青島の空中戦

海軍大尉 武部鷹雄

②戦史-１次大戦-24

江口喜八史料 大正３年戦没青島占領記念写真帳

臨時青島防備隊

②戦史-１次大戦-25

江口喜八史料 第２特務艦隊記念写真帳

第２特務艦隊

②戦史-１次大戦-26

江口喜八史料 第一次大戦地中海遠征写真（１）

②戦史-１次大戦-27

江口喜八史料 第一次大戦地中海遠征写真（２）

②戦史-１次大戦-28

江口喜八史料 第一次大戦地中海遠征写真（３）

②戦史-欧州大戦（１次）-1

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１０号 大正５年７月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-2

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第２７号 大正６年３月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-2_2

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第７８号（独逸戦時経済研究資料第
臨時海軍軍事調査会
１編） 大正７年２月

②戦史-欧州大戦（１次）-3

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１１７号 大正８年３月

臨時海軍軍事調査会

②戦史-欧州大戦（１次）-4

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１３５号 大正８年６月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-5

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１３７号 大正８年７月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-6

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１３９号 大正８年８月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-7

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１４１号 大正８年８月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-8

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１５１号 大正９年３月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-9

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１５２号 大正９年７月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-10

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１７２号 大正１０年６月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-11

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１８３号 大正１０年９月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-12

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１８５号 大正１０年９月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-13

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１８６号 大正１０年１１月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-14

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１８７号 大正１０年１０月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-15

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１８８号 大正１０年１０月

海軍軍令部

②戦史-欧州大戦（１次）-16

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１８９号 大正１０年１１月

-

駆逐艦「桂」艦長 江口喜八少
佐
駆逐艦「桂」艦長 江口喜八少
佐
駆逐艦「桂」艦長 江口喜八少
佐

令和４年８月２日

②戦史-欧州大戦（１次）-17

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１９０号 大正１０年１２月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-18

欧洲戦争海軍軍事資料 第１９１号

-

②戦史-欧州大戦（１次）-19

欧洲戦争海軍軍事資料 第１９２号

-

②戦史-欧州大戦（１次）-20

欧洲戦争海軍軍事資料 第１９５号

-

②戦史-欧州大戦（１次）-21

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１９６号

-

②戦史-欧州大戦（１次）-22

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１９７号

-

②戦史-欧州大戦（１次）-23

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１９８号 大正１１年２月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-24

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第２０２号 大正１１年３月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-25

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第２０３号 大正１１年２月

海軍軍令部

②戦史-欧州大戦（１次）-26

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第２０４号 大正１１年４月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-27

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第２０５号 大正１１年４月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-28

大正３年～９年 戦役に於ける列国掃海記録

-

②戦史-欧州大戦（１次）-29

大正１２年１０月 第１次欧洲大戦 大戦中に於ける英独製艦状況 -

②戦史-欧州大戦（１次）-30

大正１２年１０月 第１次欧洲大戦 大戦中に於ける英独製艦状況 -

②戦史-欧州大戦（１次）-31

日独戦争と南洋占領

大山 梓

②戦史-欧州大戦（１次）-32

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第２０６号 大正１１年８月

海軍軍令部

②戦史-欧州大戦（１次）-33

欧洲大戦中列国に於て戦時大本営とも云うべき最高統率機関及
大戦中其変遷の大要（第１次）

-

②戦史-欧州大戦（１次）-34

欧洲戦争（第１次）特報附図

-

②戦史-欧州大戦（１次）-35

欧洲要図 昭和１４．１２．１

海軍省

②戦史-欧州大戦（１次）-36

ジュットランド海戦附図（自１７図至４４図）

-

②戦史-欧州大戦（１次）-37

世界大戦史参考資料 ユトランド海戦参加英独艦艇要目表

海軍大学校

②戦史-欧州大戦（１次）-38

１．欧洲要図 ２．欧洲動乱地要図 ２枚

-

②戦史-欧州大戦（１次）-39

欧洲戦争特報附図綴（地中海６枚 欧洲４枚） 大正５年～６年

海軍軍令部

②戦史-欧州大戦（１次）-40

欧洲戦に於ける交戦諸国軍の最高統帥 大正６年（１９１７年）

陸軍歩兵中佐 二宮治重

②戦史-欧州大戦（１次）-41

欧洲戦争海軍軍事調査資料 大正１１年～１２年 （１）

海軍軍令部

②戦史-欧州大戦（１次）-42

在地中海 及 黒海列国軍艦影図 大正６年２月

海軍軍令部

②戦史-欧州大戦（１次）-43

獨逸海軍軍令部編集 潜水艦通商破壊戦史 第１巻 大正３～７ 海軍軍令部

②戦史-欧州大戦（１次）-44

獨逸海軍軍令部編集 潜水艦通商破壊戦史 第１巻 大正３～７ 海軍軍令部

②戦史-欧州大戦（１次）-45

獨逸海軍軍令部 潜水艦通商破壊戦史 第１巻 大正３～７

②戦史-欧州大戦（１次）-46

獨逸海軍軍令部編集 潜水艦通商破壊戦史 第２巻 大正３～７ 軍令部

②戦史-欧州大戦（１次）-47

獨逸海軍軍令部編集 潜水艦通商破壊戦史 第２巻 大正３～７ 軍令部

②戦史-欧州大戦（１次）-48

獨逸海軍軍令部編集 潜水艦通商破壊戦史 第３巻 大正３～７ 海軍省教育局

②戦史-欧州大戦（１次）-49

獨逸海軍軍令部編集 潜水艦通商破壊戦史 第３巻 大正３～７ 海軍省教育局

②戦史-欧州大戦（１次）-50

獨逸海軍軍令部編集 北海海戦史 第１巻 大正３～７

海軍軍令部

②戦史-欧州大戦（１次）-51

獨逸海軍軍令部編集 北海海戦史 第５巻 大正３～７

海軍軍令部

②戦史-欧州大戦（１次）-52

獨逸海軍軍令部編集 北海海戦史 第５巻 大正３～７

海軍軍令部

②戦史-欧州大戦（１次）-53

獨逸海軍本部編集 婆爾的海海戦史 第２巻 大正４年度 大正
海軍軍令部
３～７

海軍軍令部

令和４年８月２日

②戦史-欧州大戦（１次）-54

地中海戦隊 土耳古方面海戦史 第１巻 大正３～７

海軍軍令部

②戦史-欧州大戦（１次）-55

獨逸海軍本部編集 青島戦史 大正３～７

海軍省教育局

②戦史-欧州大戦（１次）-56
②戦史-欧州大戦（１次）-57

仏国海軍軍令部 アドルフ．ローラン原著 海軍要約史 全 大正
海軍軍令部
３～７
元帥．アー．フォン．チルピッツ序 獨逸海軍大佐．オットー．グ
海軍軍令部
ロース．著 世界大戦より見たる海上作戦

②戦史-欧州大戦（１次）-58

艦船動員史 全 昭和６．１１

海軍軍令部

②戦史-欧州大戦（１次）-59

婆爾的諸島攻略に際する海陸協同作戦

海軍軍令部

②戦史-欧州大戦（１次）-60

海軍大学校訳 世界大戦中に於ける対獨 経済封鎖戦

海軍省教育局

②戦史-欧州大戦（１次）-61

欧洲戦争 英国海軍戦史 第４巻 附図目録

-

②戦史-欧州大戦（１次）-62

セーリングオーダー綴 大正６年 以降

第２特務艦隊司令部

②戦史-欧州大戦（１次）-63

セーリングオーダー綴 大正６年 以降

第２特務艦隊司令部

②戦史-欧州大戦（１次）-64

欧洲戦争特報 附録 自第８１号至第９０号 大正４年

海軍軍令部

②戦史-欧州大戦（１次）-65

欧洲戦争特報 附録 自第１号至第３７号 大正５年

海軍軍令部

②戦史-欧州大戦（１次）-66

欧洲戦争特報 附録 自第９１号至第１００号 大正５年

海軍軍令部

②戦史-欧州大戦（１次）-67

北海に於ける英独の宣言布告一覧表 大正３年～６年

-

②戦史-欧州大戦（１次）-68

欧洲戦争に於ける米国参戦の実績 昭和４年７月

南雲教官

②戦史-欧州大戦（１次）-69

（欧州大戦１次）欧州地図

-

②戦史-欧州大戦（１次）-70

（欧州大戦１次）現代戦役陸戦の経過に対する観察

文学博士 大類伸氏（原稿）

②戦史-欧州大戦（１次）-71

軍事調査研究録 第１７号 大正９年５月

海軍軍令部

②戦史-欧州大戦（１次）-72

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第５３号 大正６年９月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-73

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第８２号 大正７年３月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-74

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１０４号 大正７年１２月

-

②戦史-欧州大戦（１次）-75

欧洲戦争海軍軍事調査資料 第１２９号

-

②戦史-欧州大戦（１次）-76

世界大戦中に於ける対独 経済封鎖戦 昭和１２年

海軍省教育局

②戦史-欧州大戦（１次）-77

欧洲戦争海軍関係諸表

臨時海軍軍事調査会

②戦史-欧州大戦（１次）-78

カムチャッカ訪問記

軍艦「千歳」乗員

②戦史-満洲（上海）事変-1

昭和２．１２．１～３．３．３１ 上海陸戦隊経過概要 其の１

上海陸戦隊本部

②戦史-満洲（上海）事変-2

昭和２．４．２１～２．５．３１ 上海陸戦隊経過概要 其の２

上海陸戦隊本部

②戦史-満洲（上海）事変-3

昭和２．６．１～２．７．３１ 上海陸戦隊経過概要 其の３

上海陸戦隊本部

②戦史-満洲（上海）事変-4

昭和２．８．１～２．８．３１ 上海陸戦隊経過概要 其の４

上海陸戦隊本部

②戦史-満洲（上海）事変-5

昭和２ 南京事件関係資料

-

②戦史-満洲（上海）事変-6

昭和２．３ 南京事件報告

第１遣外艦隊司令部

②戦史-満洲（上海）事変-7

昭和７年１月起 上海事変経過

第１遣外艦隊司令部

②戦史-満洲（上海）事変-8

昭和６．１０～７．３ 軍艦鳳翔功績概見表

海軍大佐 堀江六郎

②戦史-満洲（上海）事変-9

昭和７ 上海事変関係綴

軍艦鳳翔

②戦史-満洲（上海）事変-10

昭和７．２～７．３ 上海事変戦闘詳報（閘北掃蕩戦）

上海陸戦隊

②戦史-満洲（上海）事変-11

上海事件の経過（その３）

海軍省

②戦史-満洲（上海）事変-12

昭和７ 事変関係綴

上海陸戦隊 第５大隊

令和４年８月２日

②戦史-満洲（上海）事変-13

昭和７．３～７．４ 警備日誌

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-14

昭和７．１～７．３ 上海陸戦隊戦時日誌

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-15

昭和７．１．２８～７．３．３ 上海陸戦隊戦時日誌

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-16

昭和７．２．３ 大東街高野山附近戦闘（虹口クリーク以東掃蕩）詳
上海陸戦隊第５大隊
報

②戦史-満洲（上海）事変-17

昭和７．２ 大東街高野山附近戦闘（虹口クリーク以東掃蕩）詳報 上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-18
②戦史-満洲（上海）事変-19

昭和７．２．４～２．５ 同済路怡円四明公路附近戦闘（虹口クリー
上海陸戦隊第５大隊
ク以東地区進出）詳報
昭和７．２ 同済路怡円四明公路附近戦闘（虹口クリーク以東地区
上海陸戦隊第５大隊
進出）詳報

②戦史-満洲（上海）事変-20

昭和７．２．９ 江湾路附近戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-21

昭和７．２ 江湾路附近戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-22

昭和７．２．２９ 八字橋附近日本人墓地奪取戦戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-23

昭和７．３．２～３．３ 閘北進撃 及 掃蕩戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-24

昭和７．３ 閘北進撃 及 掃蕩戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-25

第２次凱旋部隊編制表

-

②戦史-満洲（上海）事変-26

第２次凱旋部隊編制表

-

②戦史-満洲（上海）事変-27
②戦史-満洲（上海）事変-28

昭和６．１０．１７～７．１．２８ 第１横須賀特別陸戦隊編制以降出
第１横須賀特別陸戦隊
征迄の経過概要
昭和６．１０～７．１ 第１横須賀特別陸戦隊編制以降出征迄の経
第１横須賀特別陸戦隊
過概要

②戦史-満洲（上海）事変-29

昭和７ 航空研究会関係綴 其の１

海軍航空本部

②戦史-満洲（上海）事変-30

昭和７ 航空研究会関係綴 其の２

海軍航空本部

②戦史-満洲（上海）事変-31

上海事変加賀飛行隊の攻撃統計表

-

②戦史-満洲（上海）事変-32

昭和７．８ 上海爆撃戦について

一航戦鳳翔 川口益

②戦史-満洲（上海）事変-33

満洲事変以後に於ける日支関係（１） 昭和８～１０年

島田 俊彦

②戦史-満洲（上海）事変-34

満洲事変以後に於ける日支関係（１）

島田 俊彦

②戦史-満洲（上海）事変-35

満洲事変以後に於ける日支関係（２）（３） 昭和１０年

島田 俊彦

②戦史-満洲（上海）事変-36

満洲事変以後に於ける日支関係（２）

島田 俊彦

②戦史-満洲（上海）事変-37

上海事変戦跡案内

-

②戦史-満洲（上海）事変-38

昭和７年 上海事件（変）情報

海軍軍令部

②戦史-満洲（上海）事変-39

昭和７年５月 上海事変地図

海軍省

②戦史-満洲（上海）事変-40

昭和１０年 満洲事変以後に於ける日支関係（１）

-

②戦史-満洲（上海）事変-41

昭和１０年 満洲事変以後に於ける日支関係（１）

-

②戦史-満洲（上海）事変-42

２月９日江湾路附近戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-43

２月９日江湾路附近戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-44

２月９日江湾路附近戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-45

２月９日江湾路附近戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-46

２月９日江湾路附近戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-47

２月９日江湾路附近戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-48

２月９日江湾路附近戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-49

２月９日江湾路附近戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

令和４年８月２日

②戦史-満洲（上海）事変-50

２月９日江湾路附近戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-51

２月９日江湾路附近戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-52

２月９日江湾路附近戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-53

２月９日江湾路附近戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-54

２月９日江湾路附近戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-55

２月９日江湾路附近戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-56

２月９日江湾路附近戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-57

２月９日江湾路附近戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-58

３月２日 ３月３日 閘北進撃 及 掃蕩戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-59

昭和７．１．２８～７．３．３ 戦時日誌

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-60

昭和７．１．２８～７．３．３ 戦時日誌

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-61

昭和７．１．２８～７．３．３ 戦時日誌

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-62

昭和７．１．２８～７．３．３ 戦時日誌

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-63

昭和７．１．２８～７．３．３ 戦時日誌

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-64

昭和７．１．２８～７．３．３ 戦時日誌

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-65

昭和７．１．２８～７．３．３ 戦時日誌

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-66

第２次凱旋部隊編制表

-

②戦史-満洲（上海）事変-67
②戦史-満洲（上海）事変-68

昭和６．１０．１７～７．１．２８ 第１横須賀特別陸戦隊編制以降出
第１横須賀特別陸戦隊
征迄の経過概要
昭和７年２月４～５日 同済路怡円四明公所附近戦闘（虹口クリー
上海陸戦隊第５大隊
ク以東地区進出）詳報

②戦史-満洲（上海）事変-69

昭和７．２．９ 江湾路附近戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-70

昭和７年３月２～３日 閘北進撃 及 掃蕩戦闘詳報

上海陸戦隊第５大隊

②戦史-満洲（上海）事変-71

昭和７年 支那事変軍事調査関係（委員会．上海方面出張報告
河村少将外）

総務部長

②戦史-満洲（上海）事変-72

上海事変と帝国海軍の行動 自大正１４．６～至同年９

-

②戦史-満洲（上海）事変-73

八角政務次官 満支視察日程案

-

②戦史-満洲（上海）事変-74

対支関係綴 昭和７～８年

八角史料

②戦史-満洲（上海）事変-75

上海事件に就て 昭和７．２

海軍省

②戦史-満洲（上海）事変-76

満州国江防艦隊始末記 昭和６～２０年

田村 俊夫

②戦史-満洲（上海）事変-77

上海事件関係雑綴 昭和７．１．１８起

山縣中佐

②戦史-満洲（上海）事変-78

上海兵要図 昭和３年７月調

上海日本陸戦隊本部調製

②戦史-満洲（上海）事変-79

上海事変関係綴

砲術参謀

②戦史-満洲（上海）事変-80

上海事変日誌 自．昭和７年２月２３日 至．昭和７年３月７日

第２艦隊

②戦史-満洲（上海）事変-81

上海方面出征記 昭和１２年８月

永石 正孝

②戦史-満洲（上海）事変-82

上海停戦

有馬成甫 海軍少将

②戦史-満洲（上海）事変-83

軍極秘機密上陸軍命令第４９号陸戦隊命令

-

②戦史-満洲（上海）事変-84

昭和３年度中支警備関係資料 鎮江案内 南京長江警備記念「神
第１遣外艦隊
通」新聞

②戦史-満洲（上海）事変-85

（第一次）上海事変経過概要

正木生虎大尉

②戦史-満洲（上海）事変-86

上海事変関連資料（その１）

有馬成甫少将

令和４年８月２日

②戦史-満洲（上海）事変-87

上海事変関連資料（その２）

有馬成甫少将

②戦史-満洲（上海）事変-88

上海事変関連資料（その３）

有馬成甫少将

②戦史-満洲（上海）事変-89

上海事変関連資料（その４）支那軍関連

有馬成甫少将

②戦史-満洲（上海）事変-90

上海事変関連資料（その５）上海に於ける外国官民の態度・国際
連盟上海調査報告・（上海工部局調査）上海事変

-

②戦史-満洲（上海）事変-91

上海事変関連資料（その６）第１９路軍第６０師団戦闘要報

-

②戦史-満洲（上海）事変-92

上海事変関連資料（その７）中国本土に於ける排日運動概況

外務省

②戦史-満洲（上海）事変-93
②戦史-満洲（上海）事変-94

公刊昭和６．７年支那事変史上（公刊昭和６．７年事変海軍戦史原
有馬成甫少将
稿）
公刊昭和６．７年支那事変史下（公刊昭和６．７年事変海軍戦史原
有馬成甫
稿）

②戦史-満洲（上海）事変-95

第二十二駆逐隊呉淞方面戦闘行動図

第二十二駆逐隊

②戦史-満洲（上海）事変-96

第一次上海事変 呉淞会名簿

第一水雷戦隊

②戦史-満洲（上海）事変-97

昭和７年１１月松花江方面に於る海軍派遣隊の活動

海軍省軍事普及部

②戦史-満洲（上海）事変-98

昭和８年１１月 上海に於ける外出員心得

上海海軍特別陸戦隊

②戦史-仏印進駐-1

昭和１５．６～１６．６ 仏印進駐関係記録（１）

海軍機関少佐 福岡武

②戦史-仏印進駐-2

昭和１５．１１ 仏印進駐関係記録（２） 西貢及南部仏印視察報告 海軍機関少佐 福岡武

②戦史-仏印進駐-3

南部仏印進駐関係外務省史料抜粋 １／２

-

②戦史-仏印進駐-4

南部仏印進駐関係外務省史料抜粋（対仏申入れ） ２／２

-

②戦史-仏印進駐-5

北部仏印進駐関係外務省史料抜粋 １／４

-

②戦史-仏印進駐-6

仏部仏印進駐関係外務省史料抜粋（鈴木総領事報告） ２／４

-

②戦史-仏印進駐-7

北部仏印進駐関係外務省史料抜粋（松岡．アンリー 西原．マルタ
ン 協定等） ３／４

②戦史-仏印進駐-8

昭和１２．９～１５．６ 北部仏印進駐関係外務省史料抜粋

-

②戦史-仏印進駐-9

昭和１５．９ 仏印進駐の眞相

第１幕僚監部

②戦史-仏印進駐-10

昭和１６．２ 西貢方面特別任務報告

第５水雷戦隊司令部

②戦史-仏印進駐-11

昭和１６．２～１６．３ 軍艦長良西貢派遣任務報告

軍艦長良

②戦史-仏印進駐-12

昭和１６．３ 西貢附近兵要参考資料

軍艦長良

②戦史-仏印進駐-13

西貢基地事変日誌（附任務偵察整備報告） 昭和１６．２．５～１
６．２．２３

南部派遣飛行隊

②戦史-仏印進駐-14

昭和１５年９月軍艦飛龍 仏印進駐作戦

永石正孝

②戦史-支那事変-1
②戦史-支那事変-2
②戦史-支那事変-3
②戦史-支那事変-4
②戦史-支那事変-5
②戦史-支那事変-6
②戦史-支那事変-7
②戦史-支那事変-8
②戦史-支那事変-9
②戦史-支那事変-10
②戦史-支那事変-11

海軍航空本部
６．３０
海軍航空本部
７．３１
海軍航空本部
１
海軍航空本部
３．１０．３１
海軍航空本部
３．１１．３０
海軍航空本部
３．１２．３１
海軍航空本部
３．１２．３１
海軍航空本部
２．２８
海軍航空本部
３．３１
海軍航空本部
４．３０

支那事変日誌 一般記事 昭和１３．１．１～１３．
支那事変日誌 一般記事 昭和１３．７．１～１３．
支那事変日誌 一般記事 昭和１３．８．１～８．３
支那事変日誌 一般記事 昭和１３．１０．１～１
支那事変日誌 一般記事 昭和１３．１１．１～１
支那事変日誌 一般記事 昭和１３．１２．１～１
支那事変日誌 一般記事 昭和１３．１２．１～１
支那事変日誌 一般記事 昭和１４．２．１～１４．
支那事変日誌 一般記事 昭和１４．３．１～１４．
支那事変日誌 一般記事 昭和１４．４．１～１４．

海軍航空本部 支那事変日誌 昭１４．７．１～１４．７．３１

海軍航空本部
海軍航空本部
海軍航空本部
海軍航空本部
海軍航空本部
海軍航空本部
海軍航空本部
海軍航空本部
海軍航空本部
海軍航空本部
海軍航空本部

令和４年８月２日

②戦史-支那事変-12

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１４．７．１～１４．７．３１

海軍航空本部

②戦史-支那事変-13

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１４．１０．１～１４．１０．３１

海軍航空本部

②戦史-支那事変-14

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１４．１１．１～１４．１１．３０

海軍航空本部

②戦史-支那事変-15

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１４．１２．１～１４．１２．３１

海軍航空本部

②戦史-支那事変-16

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１５．１．１～１５．１．３１

海軍航空本部

②戦史-支那事変-17

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１５．３．１～１５．３．３１

海軍航空本部

②戦史-支那事変-18

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１５．４．１～１５．４．３０

海軍航空本部

②戦史-支那事変-19

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１５．５．１～１５．５．３１

海軍航空本部

②戦史-支那事変-20

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１５．６．１～１５．６．３０

海軍航空本部

②戦史-支那事変-21

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１５．８．１～１５．８．３１

海軍航空本部

②戦史-支那事変-22

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１５．９．１～１５．９．３０

海軍航空本部

②戦史-支那事変-23

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１５．１０．１～１５．１０．３１

海軍航空本部

②戦史-支那事変-24

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１５．１１．１～１５．１１．３０

海軍航空本部

②戦史-支那事変-25

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１６．１．１～１６．１．３１

海軍航空本部

②戦史-支那事変-26

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１６．２．１～１６．２．２８

海軍航空本部

②戦史-支那事変-27

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１６．３．１～１６．３．３１

海軍航空本部

②戦史-支那事変-28

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１６．５．１～１６．５．３１

海軍航空本部

②戦史-支那事変-29

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１６．６．１～１６．６．３０

海軍航空本部

②戦史-支那事変-30

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１６．９．１～１６．９．３０

海軍航空本部

②戦史-支那事変-31

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１６．１０．１～１６．１０．３１

海軍航空本部

②戦史-支那事変-32

海軍航空本部 支那事変日誌 昭和１６．１１．１～１６．１１．３０

海軍航空本部

②戦史-支那事変-33

第１連合航空隊戦斗詳報 昭和１２．８～１２．１０

第１連合航空隊

②戦史-支那事変-34

第１連合航空隊戦斗詳報 昭和１２．１０

第１連合航空隊

②戦史-支那事変-35

第１連合航空隊戦斗詳報 昭和１２．１１

第１連合航空隊

②戦史-支那事変-36

第１連合航空隊戦事変日誌 昭和１２．１０～１３．３

連合艦隊 支那方面艦隊

②戦史-支那事変-37

第１連合航空隊戦斗詳報 昭和１３．１～１３．３

第１連合航空隊

②戦史-支那事変-38
②戦史-支那事変-39

海軍第２連合航空隊戦斗詳報（江陰方面 敵艦艇攻撃 等） 昭
和１２．９～１２．１１
海軍第２連合航空隊戦斗詳報（南京空襲部隊 等） 昭和１２．９
～１２．１２

第２連合航空隊 司令部
第２連合航空隊司令部

②戦史-支那事変-40

支那事変 第１２．第１４航空隊関係綴（１） 昭和１３

第１２・１４航空隊

②戦史-支那事変-41

支那事変 第１２．第１４航空隊関係綴（２） 昭和１３

第１２・１４航空隊

②戦史-支那事変-42

第１２．１３航空隊戦斗詳報（南京空襲 等） 昭和１２～１３

第１２・１３航空隊

②戦史-支那事変-43

第１３航空隊戦斗詳報（田家鎮攻撃 等） 昭和１３．７～１３．１０

第１３航空隊

②戦史-支那事変-44

第１３航空隊戦斗詳報（玉山衢州攻撃 等） 昭和１３．１２～１４．
第１３航空隊
５

②戦史-支那事変-45

漢口攻略作戦 第１５航空隊戦斗概報 等 昭和１３

第１５航空隊

②戦史-支那事変-46

第１５航空隊戦斗詳報（南昌空襲） 昭和１３．７

第１５航空隊

②戦史-支那事変-47

漢口攻略作戦第１５航空隊戦斗概報（名簿 等）

第１５航空隊

②戦史-支那事変-48

第１航空戦隊戦斗経過概要 並に戦訓所見 昭和１２．１２．１～１
第１航空戦隊司令部
３．１２．１５

令和４年８月２日

②戦史-支那事変-49

第３航空戦隊戦斗詳報（揚子江空襲） 昭和１３．８～１３．８

第３航空戦隊司令部

②戦史-支那事変-50

木更津海軍航空隊戦斗概（詳）報 昭和１２．８～１２．１０

木更津海軍航空隊

②戦史-支那事変-51

木更津海軍航空隊事変日誌 昭和１２．７～１２．９

木更津海軍航空隊

②戦史-支那事変-52

木更津海軍航空隊事変日誌 昭和１２．１０～１２．１２

木更津海軍航空隊

②戦史-支那事変-53

木更津海軍航空隊事変日誌 昭和１３．１．１～１３．４

木更津海軍航空隊

②戦史-支那事変-54

高雄航空隊戦斗詳報（戦訓所見 等） 昭和１３．１２～１４．８

高雄航空隊

②戦史-支那事変-55

高雄航空隊戦斗詳報（成都攻撃 等） 昭和１５．５～１５．６

高雄航空隊

②戦史-支那事変-56
②戦史-支那事変-57

高雄航空隊戦斗詳報 仏印派遣隊（昆明攻撃 等） 昭和１５．１２
高雄航空隊
～１６．１
高雄航空隊戦斗詳報（パクセ サラヴァン偵察 等） 昭和１６．２
高雄航空隊
～１６．３

②戦史-支那事変-58

高雄航空隊戦斗詳報 仏印派遣隊事変日誌 昭和１６．１

高雄航空隊

②戦史-支那事変-59

高雄航空隊戦斗詳報（宣昌対岸野砲陣地攻撃 等） 昭和１６

高雄航空隊

②戦史-支那事変-60

昭和１５．５～１５．７ 青島航空部隊飛行機戦闘詳報

青島航空部隊

②戦史-支那事変-61

支那方面艦隊Ｃ作戦攻撃部隊 空襲隊戦斗詳報 昭和１５．７

青島海軍航空隊派遣隊

②戦史-支那事変-62

青島航空部隊飛行機戦斗詳報 昭和１５．８～１５．９

第３遣支艦隊司令部

②戦史-支那事変-63

青島航空部隊飛行機戦斗詳報 昭和１６．１～１６．９

第３遣支艦隊司令部

②戦史-支那事変-64

青島航空部隊飛行機戦斗詳報 昭和１６．１１～１６．１２

第３遣支艦隊司令部

②戦史-支那事変-65

特設航空隊戦斗概報 昭和１２．７～１２．１１

-

②戦史-支那事変-66

南支航空部隊戦斗詳報（敵航空兵力．軍事施設 及 交通線撃破
第３連合航空隊司令部
戦） 昭和１３．１２～１４．６

②戦史-支那事変-67

支那事変初期の航空作戦史 昭和１２．７～１２．１１

２復残務処理部

②戦史-支那事変-68

支那事変に於ける我海軍航空部隊の活動に就て 昭和１２

海軍大佐 大西瀧治郎

②戦史-支那事変-69

支那事変飛行（整備）記録

軍艦 加賀

②戦史-支那事変-70

航空母艦に於ける飛行機整備法 及 其の能力に就て研究

海軍機関大尉 宮川大規

②戦史-支那事変-71

母艦に於ける飛行機整備法 及 其の能力

海軍大尉 島田増吉

②戦史-支那事変-72
②戦史-支那事変-73
②戦史-支那事変-74
②戦史-支那事変-75
②戦史-支那事変-76

第１回戦斗飛行（整備）主要研究項目に対する成果並に所見 昭
大村海軍航空隊
和１２年度
第１回戦斗飛行（整備）主要研究項目に対する成果並に所見 昭
佐世保海軍航空隊
和１１年度
戦闘飛行（整備）実施経過概要並所見 昭和１０年度

館山海軍航空隊

佐鎮第１回戦斗飛行（整備） 佐世保海軍航空隊実施方案 昭和
佐世保海軍航空隊
１１年
佐鎮第２回戦斗飛行（整備）実施経過の概要研究の成果並に所見
佐世保海軍航空隊
昭和１１年７月

②戦史-支那事変-77

空中燃料補給装置に関する研究 昭和５年６月

霞ヶ浦海軍航空隊

②戦史-支那事変-78

航空機空中燃料補給関係図

-

②戦史-支那事変-79

艦上攻撃機の夜間洋上飛行並計器盤に対する所見

軍艦 鳳翔

②戦史-支那事変-80

特種 翼に就て

霞ヶ浦海軍航空隊

②戦史-支那事変-81

冱寒地に於ける航空に関する参考資料

霞ヶ浦海軍航空隊

②戦史-支那事変-82

航空機搭乗員特別詮議査定便覧 支那事変 第２次

-

②戦史-支那事変-83

支那事変航空機搭乗員特別詮議要領

海軍武功調査

②戦史-支那事変-84

飛行機救難法講述 昭和１３．１

海軍機関中佐 篠崎

②戦史-支那事変-85

本那航空 犠牲者表 大正１年～大正１２年４月

霞ヶ浦海軍航空隊

令和４年８月２日

②戦史-支那事変-86

支那事変航空機搭乗員特別詮議便覧

海軍武功調査

②戦史-支那事変-87

戦訓に関する件回答 昭和１２．１０

海軍航空廠

②戦史-支那事変-88

支那事変飛行（整備）記録 第８期南支方面作戦 昭和１３

軍艦 加賀

②戦史-支那事変-89

第１航空戦隊戦斗の大要 軍艦加賀飛行機隊活動状況調査 昭
軍艦 加賀
和１２

②戦史-支那事変-90

空母加賀支那事変関係記録 昭和１２～１３

軍艦 加賀

②戦史-支那事変-91

戦斗詳報綴（上海方面 等） 昭和１２．８～１２．１２

軍艦 加賀

②戦史-支那事変-92

戦斗詳報綴（南支第４次 等） 昭和１２．１２～１３．４

軍艦 加賀

②戦史-支那事変-93

戦斗詳報綴（南支第８次作戦 等） 昭和１３．４～１３．６

軍艦 加賀

②戦史-支那事変-94

戦斗詳報綴（南支第１０次作戦 等） 昭和１３．７～１３．１０

軍艦 加賀

②戦史-支那事変-95

戦斗詳報綴（附）Ｙ作戦－軍艦赤城 昭和１３．１０～１４．２

軍艦 加賀

②戦史-支那事変-96

軍艦名取事変日誌戦斗詳報 昭和１３．１２～１４．２

軍艦 名取

②戦史-支那事変-97

軍艦名取事変日誌戦斗詳報 昭和１４．４～１４．９

軍艦 名取

②戦史-支那事変-98

特設水上機母艦 衣笠丸戦斗概報起案綴 昭和１２．１０

衣笠丸

②戦史-支那事変-99

特設水上機母艦 香久丸戦斗詳報 昭和１３．１

香久丸

②戦史-支那事変-100

第１水雷戦隊司令部事変日誌 其の１ 昭和１２．７～１２．９

第１水雷戦隊司令部

②戦史-支那事変-101

支那事変関係記録（２） 昭和１２．９～１２．１０

第１水雷戦隊司令部

②戦史-支那事変-102

支那事変関係記録（３） 昭和１２．１１～１２．１２

第１水雷戦隊司令部

②戦史-支那事変-103

支那事変関係記録（４） 昭和１３．１

第１水雷戦隊司令部

②戦史-支那事変-104

支那事変関係記録（５） 昭和１３．２～１３．３

第１水雷戦隊司令部

②戦史-支那事変-105

中支部隊（第３艦隊）戦斗概報 昭和１３．１０～１４．５

第３艦隊司令部

②戦史-支那事変-106

中支部隊（第３艦隊）戦斗概報 昭和１４．６～１４．１０

第３艦隊司令部

②戦史-支那事変-107

上陸作戦備忘録（１） 昭和１２．１１

海軍中佐 松本毅

②戦史-支那事変-108

上陸作戦備忘録（２） 昭和１２．１１

海軍中佐 松本毅

②戦史-支那事変-109

支那事変陸戦概史（上）

-

②戦史-支那事変-110

支那事変陸戦概史（下）

-

②戦史-支那事変-111

連雲港陸戦部隊関係資料 昭和１３～１４

連雲港陸戦部隊

②戦史-支那事変-112

連雲港陸戦隊戦斗一般 昭和１３～１４

連雲港陸戦部隊

②戦史-支那事変-113

支那事変主要作戦研究 其の１ 昭和１２．７～１２．１１

海軍大佐 阿部茂

②戦史-支那事変-114

支那事変主要作戦研究 其の２ 昭和１３．１～１３．１１

海軍大佐 阿部茂

②戦史-支那事変-115

支那事変作戦研究（陸戦の部） 昭和１４～１５

海軍武功調査委員

②戦史-支那事変-116

漢口港務部関係資料 其の１（南昌作戦 等） 昭和１４

九江．漢口海軍港務部

②戦史-支那事変-117

漢口港務部関係資料 其の２（捕獲軍艦関係 等）

漢口海軍港務部

②戦史-支那事変-118

支那事変功績便覧索引

海軍武功調査

②戦史-支那事変-119

支那事変 昭和１３～１４年 関係 大本営海軍報道部公表

-

②戦史-支那事変-120

支那事変日誌 昭和１２．７～１６．９

毎日．朝日国民年鑑

②戦史-支那事変-121

支那方面艦隊編成軍隊区分表 昭和１４年

支那方面艦隊司令部 田中千
春

②戦史-支那事変-122

支那事変戦史編集資料 昭和１２．８～１２．１１

第２９駆逐隊 疾風

令和４年８月２日

②戦史-支那事変-123

第２９駆遂隊事変日誌（兵器の部 通信科） 昭和１２．８

第２９駆遂隊

②戦史-支那事変-124

太平洲口岸鎮攻略戦護衛隊戦斗詳報 其の１ 昭和１５．１

南京基地隊

②戦史-支那事変-125

護衛隊各隊戦斗詳報 其の２ 昭和１５．１

南京基地隊

②戦史-支那事変-126

湘江作戦上陸支援部隊戦斗詳報 昭和１４

上陸支援部隊指揮官 板倉得
止

②戦史-支那事変-127

１０１号作戦攻撃記録 昭和１５．５～１５．１０

-

②戦史-支那事変-128

支那事変通信戦史資料 昭和１２．７～１２．１１

第９戦隊司令部

②戦史-支那事変-129

揚子江遡江作戦に関し奏上案

第１１戦隊司令官 近藤英次郎

②戦史-支那事変-130
②戦史-支那事変-131
②戦史-支那事変-132

海軍揚子江部隊揚子江遡行作戦日誌・付図（南京出撃より岳州攻
略まで） 昭和１３．６～１３．１１
第２根拠地隊の珠江遡江作戦時兵力部署一覧 昭和１３．１０～１
３．１１
海軍漢水部隊Ｇ作戦戦斗詳報（郭子安遊撃隊帰順工作の概要）
漢水部隊
昭和１５．６

②戦史-支那事変-133

支那事変上海戦跡案内骨子

上海海軍特別 陸戦隊司令部

②戦史-支那事変-134

支那事変上海戦跡案内骨子

上海海軍特別 陸戦隊司令部

②戦史-支那事変-135

日支事変記録

-

②戦史-支那事変-136

事変関係掃海研究会記録 昭和１３．７調製

海軍省教育局

②戦史-支那事変-137

支那事変に見る機雷と遡江作戦

浦山 千代三郎

②戦史-支那事変-138

支那事変に於ける応召予備士官の所感

海軍予備大尉 三田一也

②戦史-支那事変-139

国防上軽戦闘部隊編成 充実の必要に関する意見 昭和１５．１０ 海軍少佐 今井秋次郎

②戦史-支那事変-140

パネー号事件の真相 昭和１２．１２

三竝 貞三

②戦史-支那事変-141

南支勤務の蹟 昭和１４

海軍主計大尉 堀俊蔵

②戦史-支那事変-142

昭和１４．１２ 大阪毎日新聞開催 武漢攻略一周年座談会記事

大阪毎日新聞社

②戦史-支那事変-143

支那事変と我が海軍

海軍中佐 梅崎卯之助

②戦史-支那事変-144

支那船舶交通遮断事変下海軍記念日を迎えて

海軍省海軍軍事普及部

②戦史-支那事変-145

支那事変に於ける帝国海軍の行動 其の１．其の２

海軍省海軍軍事普及部

②戦史-支那事変-146

支那事変報国美談 第２集～第１０集

海軍省海軍軍事普及部

②戦史-支那事変-147

世界情勢の推移に伴う時局処理要綱 其の１ 昭和１５

-

②戦史-支那事変-148

世界情勢の推移に伴う時局処理要綱 其の２ 昭和１５

-

②戦史-支那事変-149

世界情勢の推移に伴う時局処理要綱 其の１ 昭和１５

-

②戦史-支那事変-150

世界情勢の推移に伴う時局処理要綱 其の２ 昭和１５

-

②戦史-支那事変-151

世界情勢の推移に伴う時局処理要綱（附冊） 昭和１５．７

-

②戦史-支那事変-152

世界情勢の推移に伴う時局処理要綱（附冊） 昭和１５．７

-

②戦史-支那事変-153

支那事変処理要綱 其の１ 昭和１５．１１

-

②戦史-支那事変-154

支那事変処理要綱 其の２ 昭和１５．１１

-

②戦史-支那事変-155

支那事変処理要綱 其の３ 昭和１５．１１

-

②戦史-支那事変-156

支那事変処理要綱 其の１ 昭和１５．１１

-

②戦史-支那事変-157

支那事変処理要綱 其の２ 昭和１５．１１

-

②戦史-支那事変-158

支那事変処理要綱 其の３ 昭和１５．１１

-

②戦史-支那事変-159_2

支那事変処理 昭和１２．７～１２．１１

軍令部第１甲部員

令和４年８月２日

②戦史-支那事変-160_2

事変処理要綱（陸軍案） 昭和１２．８～１３．６

(軍令部）第１部甲部員

②戦史-支那事変-161

事変処理要綱（陸軍案） 昭和１２．８～１３．６

（軍令部）第１部甲部員

②戦史-支那事変-162_2

支那事変関係 ～在日外国武官交渉～ 昭和１２～１６

海軍省副官

②戦史-支那事変-163

支那事変関係 ～在日外国武官交渉～ 昭和１２～１６

海軍省副官

②戦史-支那事変-164

支那要図 昭和１３．７調製

海軍省軍事普及部

②戦史-支那事変-165

時局上海附近要図 支那本部地図

海軍省

②戦史-支那事変-166

支那要図 昭和１３．４

海軍省軍事普及部

②戦史-支那事変-167

時局地名便覧（上海・南京・杭州間の部） 昭和１２．１１

外務省情報部第１課

②戦史-支那事変-168

支那事変 論功行賞通報（第１号～第２１号）

海軍省

②戦史-支那事変-169

支那事変 功績便覧

海軍武功調査

②戦史-支那事変-170

館山海軍航空隊関係綴（昭和１２～１４）

-

②戦史-支那事変-171

長門新聞 昭和１２～１４

-

②戦史-支那事変-172

極秘綴 昭和１１年９月２７日 昭和１１年１１月２０日

第１１航空隊

②戦史-支那事変-173
②戦史-支那事変-174
②戦史-支那事変-175
②戦史-支那事変-176

支那事変 第２次 航空機搭乗員特別詮議査定便覧 昭和１５年
８月 昭和１６年８月
支那事変初期（昭和１２年７月 昭和１３年１１月）の航空作戦史
第２復員局
昭和２６年５月
第２１軍司令官 第５艦隊司令
昭和１４．１．２１ 登号（Ｙ）作戦 第２１軍 第５艦隊 間作戦協定
長官
昭和１２．９．５ 昭和１２．１０．１７ 支那事変出征記（第２次行動
山 竜子
以降）

②戦史-支那事変-177

昭和１２．１２～１３．１１ 南支作戦参考資料

第１航空戦隊司令部

②戦史-支那事変-178

昭和１２．７ 支那事変激励電 附南京陥落祝電

海軍大臣官房

②戦史-支那事変-179

海軍省教育局 事変関係通信研究会記事摘録

-

②戦史-支那事変-180

昭和１２．７～１２．１１ 支那事変初期の航空作戦史

-

②戦史-支那事変-181

昭和１２～１６ 支那事変上海戦跡案内骨子

上海海軍特別陸戦隊司令部

②戦史-支那事変-182

昭和１２年 鹿屋空 支那事変

-

②戦史-支那事変-183

支那事変処理 昭和１２．７．１２～１２．１１．２５

軍令部第１部甲部員

②戦史-支那事変-184

昭和１２．７～１２．１１ 支那事変初期の航空作戦史

-

②戦史-支那事変-185

支那事変初期の航空作戦史

-

②戦史-支那事変-186

昭和１２．１１～１３．１０．３１ 支那事変航空事故関係調査表

海軍航空本部教育部

②戦史-支那事変-187

昭和１３年１月２０日 支那軍兵器一覧（第３編）

萱場 四郎

②戦史-支那事変-188

昭和１５年 支那事変処理関係

-

②戦史-支那事変-189

事変関係（直接）其の２

航本総務部長

②戦史-支那事変-190

１．支那事変第１年戦闘経過図 ２．支那事変戦闘経過明細地図 -

②戦史-支那事変-191

昭和３０．４ 支那事変上海戦跡案内骨子

上海海軍特別陸戦隊司令部

②戦史-支那事変-192

昭和３０年４月 支那事変上海戦跡案内骨子

上海海軍特別陸戦隊司令部

②戦史-支那事変-193

昭和１３年 南支方面に於ける船舶臨検抑留記録

第５艦隊司令部

②戦史-支那事変-194

昭和１４年 第２根拠地隊作戦行動概要

第２根拠地隊

②戦史-支那事変-195

昭和１５年 一遣支司令部参考綴

-

②戦史-支那事変-196

昭和１２．７ 昭和１２．１１ 支那事変初期の航空作戦史

第２復員局

令和４年８月２日

②戦史-支那事変-197

昭和１２．８．２４ 昭和１２．１０．３１ 日支事変概報

海軍大臣官房

②戦史-支那事変-198

支那事変航空作戦に於ける諸統計

-

②戦史-支那事変-199

支那事変に於ける帝国海軍の行動 昭和１２～１４

海軍省海軍軍事普及部

②戦史-支那事変-201

自昭和１６年７月 至昭和１６年８月 支那事変戦闘詳報

鹿屋海軍航空隊

②戦史-支那事変-202

自昭和１５年５月 至昭和１６年４月 支那事変事変日誌戦闘詳報 鹿屋海軍航空隊

②戦史-支那事変-203

自昭和１６年８月 至昭和１６年１２月 支那事変戦闘詳報

②戦史-支那事変-204

自昭和１６年４月 至昭和１６年１１月 支那事変事変日誌戦闘詳
美幌海軍航空隊
報

②戦史-支那事変-205

自昭和１５年７月 至昭和１６年８月 支那事変戦闘詳報

高雄海軍航空隊

②戦史-支那事変-206

自昭和１５年９月 至昭和１５年９月 支那事変戦闘詳報

青島海軍航空隊

②戦史-支那事変-207

自昭和１６年７月 至昭和１６年１１月 支那事変戦闘詳報

第１航空隊

②戦史-支那事変-208

自昭和１６年８月 至昭和１６年８月 支那事変戦闘詳報

第３航空隊

②戦史-支那事変-209

自昭和１６年１０月 至昭和１６年１１月 支那事変戦闘詳報

第３航空隊

②戦史-支那事変-210

自昭和１５年５月 至昭和１５年５月 支那事変戦闘詳報

第１２航空隊

②戦史-支那事変-211

自昭和１５年６月 至昭和１５年６月 支那事変戦闘詳報

第１２航空隊

②戦史-支那事変-212

自昭和１５年７月 至昭和１５年７月 支那事変戦闘詳報

第１２航空隊

②戦史-支那事変-213

自昭和１５年７月 至昭和１５年７月 支那事変事変日誌

第１２航空隊

②戦史-支那事変-214

自昭和１５年８月 至昭和１５年８月 支那事変戦闘詳報

第１２航空隊

②戦史-支那事変-215

自昭和１５年１０月 至昭和１５年１０月 支那事変戦闘詳報

第１２航空隊

②戦史-支那事変-216

自昭和１５年１１月 至昭和１５年１２月 支那事変戦闘詳報

第１２航空隊

②戦史-支那事変-217

自昭和１６年１月 至昭和１６年２月 支那事変戦闘詳報

第１２航空隊

②戦史-支那事変-218

自昭和１６年３月 至昭和１６年３月 支那事変戦闘詳報

第１２航空隊

②戦史-支那事変-219

自昭和１６年４月 至昭和１６年４月 支那事変戦闘詳報

第１２航空隊

②戦史-支那事変-220

自昭和１６年５月 至昭和１６年５月 支那事変戦闘詳報

第１２航空隊

②戦史-支那事変-221

自昭和１６年６月 至昭和１６年６月 支那事変戦闘詳報

第１２航空隊

②戦史-支那事変-222

自昭和１６年７月 至昭和１６年７月 支那事変戦闘詳報

第１２航空隊

②戦史-支那事変-223

自昭和１６年８月 至昭和１６年８月 支那事変戦闘詳報

第１２航空隊

②戦史-支那事変-224

自昭和１６年９月 至昭和１６年９月 支那事変戦闘詳報

第１２航空隊

②戦史-支那事変-225

自昭和１５年４月 至昭和１５年７月 支那事変戦闘詳報

第１２航空隊

②戦史-支那事変-226

自昭和１５年５月 至昭和１５年５月 支那事変戦闘詳報

第１３航空隊

②戦史-支那事変-227

自昭和１５年６月 至昭和１５年６月 支那事変戦闘詳報

第１３航空隊

②戦史-支那事変-228

自昭和１５年７月 至昭和１５年９月 支那事変戦闘詳報

第１３航空隊

②戦史-支那事変-229

自昭和１５年１１月 至昭和１５年１１月 支那事変戦闘詳報

第１３航空隊

②戦史-支那事変-230

自昭和１５年８月 至昭和１５年８月 支那事変戦闘詳報

第１３航空隊

②戦史-支那事変-231

自昭和１５年５月 至昭和１５年９月 支那事変戦闘詳報

第１４航空隊

②戦史-支那事変-232

自昭和１５年１０月 至昭和１５年１２月 支那事変戦闘詳報

第１４航空隊

②戦史-支那事変-233

自昭和１５年５月 至昭和１６年８月 支那事変戦闘詳報

第１４航空隊

②戦史-支那事変-234

自昭和１５年１２月 至昭和１６年８月 支那事変戦闘詳報

第１４航空隊

木更津海軍航空隊

令和４年８月２日

②戦史-支那事変-235

自昭和１６年３月 至昭和１６年５月 支那事変戦闘詳報

第１４航空隊

②戦史-支那事変-236

自昭和１５年５月 至昭和１５年６月 支那事変戦闘詳報

第１５航空隊

②戦史-支那事変-237

自昭和１５年６月 至昭和１５年９月 支那事変戦闘詳報

第１５航空隊

②戦史-支那事変-238

自昭和１５年１０月 至昭和１５年１０月 支那事変戦闘詳報

第１４航空隊

②戦史-支那事変-239

自昭和１６年１月 至昭和１６年１１月 支那事変事変日誌

第３砲艦隊

②戦史-支那事変-240

自昭和１６年１月 至昭和１６年１１月 支那事変事変日誌

第４砲艦隊

②戦史-支那事変-241

自昭和１６年７月 至昭和１６年１１月 支那事変事変日誌

第８砲艦隊

②戦史-支那事変-242

自昭和１５年４月 至昭和１５年１１月 支那事変功績概見表

駆逐 潜水 水雷 掃海隊

②戦史-支那事変-243

自昭和１５年１１月 至昭和１６年５月 支那事変功績概見表

駆逐艦潜水艦 他

②戦史-支那事変-244

自昭和１６年６月 至昭和１６年１１月 支那事変功績概見表

駆逐 潜水 水雷 駆潜隊

②戦史-支那事変-245

自昭和１５年１１月 至昭和１６年５月 支那事変功績概見表

特設砲艦 掃海駆潜隊

②戦史-支那事変-246

自昭和１６年６月 至昭和１６年１１月 支那事変功績概見表

特設砲艦 掃海駆潜隊

②戦史-支那事変-247

自昭和１５年４月 至昭和１５年１１月 支那事変功績概見表

特設艦船部隊

②戦史-支那事変-248

自昭和１６年６月 至昭和１６年１１月 支那事変功績概見表

特設艦船

②戦史-支那事変-249

自昭和１５年１１月 至昭和１６年５月 支那事変功績概見表

特設陸上部隊

②戦史-支那事変-250

自昭和１６年６月 至昭和１６年１１月 支那事変功績概見表

特設部隊

②戦史-支那事変-251

自昭和１５年１１月 至昭和１６年５月 支那事変功績概見表

根拠地隊防備課

②戦史-支那事変-252

自昭和１６年６月 至昭和１６年１１月 支那事変功績概見表

根拠地隊警備隊

②戦史-支那事変-253

自昭和１５年４月 至昭和１５年１１月 支那事変功績概見表

陸戦隊

②戦史-支那事変-254

自昭和１５年１１月 至昭和１６年５月 支那事変功績概見表

陸戦隊

②戦史-支那事変-255

自昭和１６年６月 至昭和１６年１１月 支那事変功績概見表

陸戦隊

②戦史-支那事変-256

支那事変功績調査資料綴（第１２航空隊戦闘報告） 昭和１５．９

海軍武功調査部

②戦史-支那事変-257

支那事変初期の航空作戦史 昭和１２．７～１２．１１

第２復員局残務処理部

②戦史-支那事変-258

支那事変初期の航空作戦史 昭和１２．７～１２．１１

第２復員局残務処理部

②戦史-支那事変-259

１０１号作戦の概要 昭和１５．５．１７～１５．９．５

連合空襲部隊司令部

②戦史-支那事変-260

支那事変戦訓所見 昭和１３．４．１～１３．１２．１５

第１３航空隊

②戦史-支那事変-261

揚子江案内 全 昭和１０．４

第三艦隊司令部

②戦史-支那事変-261_2

揚子江案内 全 第３艦隊司令部

第３艦隊司令部

②戦史-支那事変-262

第２次上海事変の戦闘経過について

第２復員局

②戦史-支那事変-263

戦闘機隊 奥地空襲戦闘詳報 昭和１５．８．１９～１５．９．１３

第１２航空隊

②戦史-支那事変-264

重慶上空の空中戦闘に依る戦訓 昭和１５．９．１３

第１２航空隊

②戦史-支那事変-265

戦闘詳報（１０月４日の戦闘） 昭和１５．１０．４

第１２航空隊

②戦史-支那事変-266

戦闘詳報 新津南方に於ける空戦 昭和１５．１０．２６

第１２航空隊

②戦史-支那事変-267

戦闘詳報 其の１４ 祥雲空襲 ?緬路方面偵察 昭和１５．１２．１
第１４航空隊
２

②戦史-支那事変-268

成都攻撃研究会記事 昭和１５．１２．３０

②戦史-支那事変-269

戦闘詳報 抜粋（附表 第１飛行機隊編制表） 昭和１５．１２．３０ 第１２航空隊

②戦史-支那事変-270

軍務１機密第６７５号 南支方面軍事施設整備標準 昭和１５．１
０．２４

第１２航空隊

海軍省軍務局長

令和４年８月２日

②戦史-支那事変-271

機密海南部隊命令第７号別冊 海南島敵匪情報 昭和１６．７

海南警備府司令部

②戦史-支那事変-272

鶯歌海塩田開発計画案

海南海軍特務部

②戦史-支那事変-273

支那を中心とする国策に関する所見 昭和１１．３

第３艦隊司令長官

②戦史-支那事変-274

支那事変に於ける帝国海軍の行動 昭和１３．１

海軍省海軍軍事普及部

②戦史-支那事変-274_2

支那事変における帝国海軍の行動（発端より南京攻略迄）

海軍省海軍軍事普及部

②戦史-支那事変-275
②戦史-支那事変-276
②戦史-支那事変-277

第３連合航空隊司令部事変日誌（其の５） 自昭和１４年４月１日
至昭和１４年４月３０日
第３連合航空隊司令部事変日誌 其の６ 自昭和１４年５月１日
至昭和１４年５月３１日
満州事変に関連する長江方面の警備（上海事変前） 昭和６年９
月起

第５艦隊
第５艦隊
第１遣外艦隊首参謀 山縣中佐

②戦史-支那事変-278

第２４駆逐隊支那事変第１回功績概見表

久宗米次郎中佐

②戦史-支那事変-279

第２４駆逐隊支那事変第２回功績概見表

久宗米次郎中佐

②戦史-支那事変-280

昭和１２年度支那事変参考資料

軍艦加賀

②戦史-支那事変-281

昭和１３年１１月８日 成都攻撃記録

豊田隈雄

②戦史-支那事変-282

呉鎮三陸派遣隊関連史料

②戦史-支那事変-283

聯合陸戦部隊第１大隊第１中隊戦闘詳報

②戦史-支那事変-284

南澳島攻略戦陣中美談集 昭和１３年９月編集

②戦史-支那事変-285

厦門攻略の想ひ出

厦門海軍陸戦隊

②戦史-支那事変-286

厦門島攻略戦に関する所見

第２聯合特別陸戦隊司令部

②戦史-欧州大戦（２次）-1

第２次欧州戦争における英国及び米国の対ＵＢＯＡＴ戦に関する
資料

海軍中将 新見政一

②戦史-欧州大戦（２次）-2

第２次大戦史資料 マタパン岬の英・伊海戦他

内田大佐

②戦史-欧州大戦（２次）-3

技研雑報 第２次欧州大戦に於ける船舶被害調査 昭和１６．９．
海軍技術研究所
２６

②戦史-欧州大戦（２次）-4

ドイツ総統大本営発表 其の１ １９４４．４～１９４５．５

-

②戦史-欧州大戦（２次）-5

ドイツ総統大本営発表 其の２

-

②戦史-欧州大戦（２次）-6

ドイツ総統大本営発表 其の３

-

②戦史-欧州大戦（２次）-7

ドイツ総統大本営発表 其の４

-

②戦史-欧州大戦（２次）-8

欧洲戦局の推移 昭和１８．２

横井 武官

②戦史-艦艇-1

明治３４年１０月～４５年５月 艦船巡航の件

-

②戦史-艦艇-2

明治４４年１１月～４５年２月 軍艦解役の件

-

②戦史-艦艇-3

明治３１年４月～４４年１０月 軍艦附属の件

-

②戦史-艦艇-4

明治２９年１０月．４４年９月軍艦本籍の件

-

②戦史-艦艇-5

明治３７年１月．３８年６月 船舶所管の件

-

②戦史-艦艇-6

明治３７年２月～４５年５月 軍艦解除の件

-

②戦史-艦艇-7

明治３７年１月海軍予備後備員演習の件

-

②戦史-艦艇-8

明治２９年２月～４４年４月 水雷艇隊編制の件

-

②戦史-艦艇-9

明治３３年６月～４４年１月 部団水雷敷設隊及水雷艇隊配備の
件

-

②戦史-艦艇-10

明治３０年～４０年 軍艦指揮権の件

-

②戦史-艦艇-11

明治３６年６月～４４年１２月 軍艦除籍の件

-

②戦史-艦艇-12

明治２９年８月．４４年１２月 軍艦所属の件

-

呉鎮守府第三特別陸戦隊派遣
隊
呉鎮守府第三特別陸戦隊派遣
隊
第２聯合特別陸戦隊石戸派遣
隊

令和４年８月２日

②戦史-艦艇-13

明治４４年～４５年５月 艦艇定籍の件

-

②戦史-艦艇-14

明治３５年６月～４５年７月 艦艇就役の件

-

②戦史-艦艇-15

明治３８年１２月～４５年７月 各隊改定の件

-

②戦史-艦艇-16

明治４４年７月～４５年３月 練習艦津軽航海資料

-

②戦史-艦艇-17

明治２９年２月～４５年６月 艦籍改定の件

-

②戦史-艦艇-18

明治３６年１月～３６年１２月 艦隊日誌摘要報告

-

②戦史-艦艇-19

明治３５年８月～３６年１０月 艦隊日誌摘要報告

-

②戦史-艦艇-20

明治２９年４月～４４年９月 軍艦発差の件

-

②戦史-艦艇-21

明治２８年１２月～４４年１１月 軍艦役務の件

-

②戦史-艦艇-22

大正５年３月３１日提出 仏英露軍用航空機に関する視察報告

海軍大尉 和田秀穂

②戦史-艦艇-23

昭和１０年９月 第１航空戦隊遭難概記

-

②戦史-艦艇-24

独逸海軍瓦解の原因 独逸敗因の一節に就ての所感

海将 山本英輔・陸将 高田豐
樹

②戦史-艦艇-25

日支関係記録 全６冊中の１冊

-

②戦史-艦艇-26

日支関係記録 全６冊中の１冊

-

②戦史-艦艇-27

日支関係記録 全６冊中の１冊

-

②戦史-艦艇-28

日支関係記録 全６冊中の１冊

-

②戦史-艦艇-29

日支関係記録 全６冊中の１冊

-

②戦史-艦艇-30

日支関係記録 全６冊中の１冊

-

②戦史-艦艇-31

御軍艦第６等龍驤艦乗組兵員規則 一週日課定則 役割手扣
籏章艦龍驤役員録

海軍中将 伊東祐麿史料

②戦史-航泊日誌-1

戦艦 金剛 昭和３年１月１日～４月２日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-2

戦艦 金剛 昭和３年７月１日～９月３０日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-3

戦艦 金剛 昭和４年１月１日～３月３１日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-4

戦艦 金剛 昭和４年４月１日～６月３０日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-5

戦艦 金剛 昭和６年１２月１日～７年２月２９日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-6

戦艦 金剛 昭和７年３月１日～５月３１日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-7

戦艦 金剛 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-8

戦艦 金剛 昭和９年３月１日～５月３１日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-9

戦艦 金剛 昭和１０年９月１日～１１月３０日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-10

戦艦 金剛 昭和１１年３月１日～５月３１日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-11

戦艦 金剛 昭和１１年６月１日～８月３１日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-12

戦艦 金剛 昭和１１年９月１日～１１月３０日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-13

戦艦 金剛 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-14

戦艦 金剛 昭和１２年１月１日～１月３１日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-15

戦艦 金剛 昭和１２年２月１日～２月２８日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-16

戦艦 金剛 昭和１２年３月１日～３月３１日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-17

戦艦 金剛 昭和１２年４月１日～４月３０日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-18

戦艦 金剛 昭和１２年５月１日～５月３１日

戦艦 金剛

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-19

戦艦 金剛 昭和１２年６月１日～６月３０日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-20

戦艦 金剛 昭和１２年７月１日～７月３１日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-21

戦艦 金剛 昭和１２年８月１日～８月３１日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-22

戦艦 金剛 昭和１２年９月１日～９月３０日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-23

戦艦 金剛 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-24

戦艦 金剛 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-25

戦艦 金剛 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-26

戦艦 金剛 昭和１３年１月１日～１月３１日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-27

戦艦 金剛 昭和１３年２月１日～２月２８日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-28

戦艦 金剛 昭和１３年４月１日～４月３０日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-29

戦艦 金剛 昭和１３年５月１日～５月３１日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-30

戦艦 金剛 昭和１３年６月１日～６月３０日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-31

戦艦 金剛 昭和１３年７月１日～７月３１日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-32

戦艦 金剛 昭和１３年８月１日～８月３１日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-33

戦艦 金剛 昭和１３年９月１日～９月３０日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-34

戦艦 金剛 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-35

戦艦 金剛 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-36

戦艦 金剛 昭和１４年１月１日～１月１６日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-37

戦艦 金剛 昭和１４年４月１日～４月３０日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-38

戦艦 金剛 昭和１４年６月１日～７月３日

戦艦 金剛

②戦史-航泊日誌-39

戦艦 比叡 昭和１０年１月１日～３月３１日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-40

戦艦 比叡 昭和１０年４月１日～６月３０日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-41

戦艦 比叡 昭和１０年７月１日～９月３０日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-42

戦艦 比叡 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-43

戦艦 比叡 昭和１２年３月４日～５月３１日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-44

戦艦 比叡 昭和１２年６月１日～６月３０日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-45

戦艦 比叡 昭和１２年７月１日～７月３１日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-46

戦艦 比叡 昭和１２年８月１日～８月３１日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-47

戦艦 比叡 昭和１２年９月１日～９月３０日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-48

戦艦 比叡 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-49

戦艦 比叡 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-50

戦艦 比叡 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-51

戦艦 比叡 昭和１３年１月１日～１月３１日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-52

戦艦 比叡 昭和１３年２月１日～２月２８日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-53

戦艦 比叡 昭和１３年３月１日～３月３１日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-54

戦艦 比叡 昭和１３年４月１日～４月３０日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-55

戦艦 比叡 昭和１３年５月１日～５月３１日

戦艦 比叡

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-56

戦艦 比叡 昭和１３年６月１日～６月３０日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-57

戦艦 比叡 昭和１３年７月１日～７月３１日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-58

戦艦 比叡 昭和１３年８月１日～８月３１日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-59

戦艦 比叡 昭和１３年９月１日～９月３０日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-60

戦艦 比叡 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-61

戦艦 比叡 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-62

戦艦 比叡 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

戦艦 比叡

②戦史-航泊日誌-63

戦艦 榛名 大正９年１月１日～４月１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-64

戦艦 榛名 大正１０年１月１日～３月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-65

戦艦 榛名 大正１０年４月１日～７月１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-66

戦艦 榛名 大正１０年７月１日～９月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-67

戦艦 榛名 大正１０年１０月１日～１１年１月１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-68

戦艦 榛名 大正１１年１月１日～４月２日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-69

戦艦 榛名 大正１１年４月１日～７月８日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-70

戦艦 榛名 大正１１年７月１日～９月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-71

戦艦 榛名 大正１１年１０月１日～１２月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-72

戦艦 榛名 大正１２年１月１日～３月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-73

戦艦 榛名 大正１２年４月１日～６月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-74

戦艦 榛名 大正１２年７月１日～９月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-75

戦艦 榛名 大正１２年１０月１日～１２月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-76

戦艦 榛名 大正１３年１月１日～３月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-77

戦艦 榛名 大正１３年４月１日～６月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-78

戦艦 榛名 大正１３年７月１日～９月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-79

戦艦 榛名 大正１３年１０月１日～１２月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-80

戦艦 榛名 大正１４年１月１日～３月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-81

戦艦 榛名 大正１４年４月１日～６月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-82

戦艦 榛名 大正１４年７月１日～９月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-83

戦艦 榛名 大正１４年１０月１日～１２月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-84

戦艦 榛名 大正１５年１月１日～３月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-85

戦艦 榛名 大正１５年４月１日～６月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-86

戦艦 榛名 大正１５年７月１日～９月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-87

戦艦 榛名 大正１５年１０月１日～１２月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-88

戦艦 榛名 昭和２年１月１日～３月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-89

戦艦 榛名 昭和２年４月１日～６月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-90

戦艦 榛名 昭和２年７月１日～９月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-91

戦艦 榛名 昭和２年１０月１日～１２月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-92

戦艦 榛名 昭和３年１月１日～３月３１日

戦艦 榛名

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-93

戦艦 榛名 昭和３年４月１日～６月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-94

戦艦 榛名 昭和３年７月１日～９月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-95

戦艦 榛名 昭和３年１０月１日～１２月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-96

戦艦 榛名 昭和４年１月１日～３月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-97

戦艦 榛名 昭和４年４月１日～６月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-98

戦艦 榛名 昭和４年７月１日～９月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-99

戦艦 榛名 昭和４年１０月１日～１２月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-100

戦艦 榛名 昭和５年１月１日～３月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-101

戦艦 榛名 昭和５年４月１日～６月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-102

戦艦 榛名 昭和５年７月１日～９月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-103

戦艦 榛名 昭和５年１０月１日～１２月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-104

戦艦 榛名 昭和６年１月１日～３月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-105

戦艦 榛名 昭和６年４月１日～６月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-106

戦艦 榛名 昭和６年７月１日～９月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-107

戦艦 榛名 昭和６年１０月１日～１２月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-108

戦艦 榛名 昭和７年１月１日～３月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-109

戦艦 榛名 昭和７年４月１日～６月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-110

戦艦 榛名 昭和７年７月１日～１０月１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-111

戦艦 榛名 昭和７年１０月１日～１１月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-112

戦艦 榛名 昭和７年１２月１日～８年２月２８日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-113

戦艦 榛名 昭和８年３月１日～５月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-114

戦艦 榛名 昭和８年６月１日～８月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-115

戦艦 榛名 昭和８年９月１日～１１月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-116

戦艦 榛名 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-117

戦艦 榛名 昭和９年３月１日～４月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-118

戦艦 榛名 昭和９年５月１日～７月２５日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-119

戦艦 榛名 昭和９年７月２６日～１０月２５日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-120

戦艦 榛名 昭和９年１０月２６日～１０年１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-121

戦艦 榛名 昭和１０年２月１日～４月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-122

戦艦 榛名 昭和１０年５月１日～７月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-123

戦艦 榛名 昭和１０年８月１日～１０月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-124

戦艦 榛名 昭和１０年１１月１日～１１年１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-125

戦艦 榛名 昭和１１年２月１日～４月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-126

戦艦 榛名 昭和１１年５月１日～７月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-127

戦艦 榛名 昭和１１年１１月１日～１２月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-128

戦艦 榛名 昭和１２年１月１日～３月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-129

戦艦 榛名 昭和１２年４月１日～４月３０日

戦艦 榛名

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-130

戦艦 榛名 昭和１２年５月１日～５月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-131

戦艦 榛名 昭和１２年６月１日～６月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-132

戦艦 榛名 昭和１２年８月１日～８月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-133

戦艦 榛名 昭和１２年９月１日～９月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-134

戦艦 榛名 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-135

戦艦 榛名 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-136

戦艦 榛名 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-137

戦艦 榛名 昭和１３年１月１日～１月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-138

戦艦 榛名 昭和１３年２月１日～２月２８日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-139

戦艦 榛名 昭和１３年３月１日～３月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-140

戦艦 榛名 昭和１３年４月１日～４月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-141

戦艦 榛名 昭和１３年５月１日～５月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-142

戦艦 榛名 昭和１３年６月１日～６月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-143

戦艦 榛名 昭和１３年７月１日～７月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-144

戦艦 榛名 昭和１３年８月１日～８月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-145

戦艦 榛名 昭和１３年９月１日～３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-146

戦艦 榛名 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-147

戦艦 榛名 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-148

戦艦 榛名 昭和１３年１２月１日～１４年１月１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-149

戦艦 榛名 昭和１４年１月１日～１月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-150

戦艦 榛名 昭和１４年２月１日～２月２８日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-151

戦艦 榛名 昭和１４年３月１日～３月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-152

戦艦 榛名 昭和１４年４月１日～４月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-153

戦艦 榛名 昭和１４年５月１日～５月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-154

戦艦 榛名 昭和１４年６月１日～６月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-155

戦艦 榛名 昭和１４年７月１日～７月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-156

戦艦 榛名 昭和１４年８月１日～８月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-157

戦艦 榛名 昭和１４年９月１日～９月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-158

戦艦 榛名 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-159

戦艦 榛名 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-160

戦艦 榛名 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

戦艦 榛名

②戦史-航泊日誌-161

戦艦 霧島 昭和８年６月１日～７月３１日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-162

戦艦 霧島 昭和８年８月１日～１０月３１日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-163

戦艦 霧島 昭和８年１１月１日～９年１日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-164

戦艦 霧島 昭和９年２月１日～４月３０日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-165

戦艦 霧島 昭和９年５月１日～７月３１日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-166

戦艦 霧島 昭和９年８月１日～１０月３１日

戦艦 霧島

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-167

戦艦 霧島 昭和９年１１月１日～１０年１日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-168

戦艦 霧島 昭和１０年２月１日～４月３０日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-169

戦艦 霧島 昭和１０年５月１日～７月３１日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-170

戦艦 霧島 昭和１０年１１月１日～１１年１日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-171

戦艦 霧島 昭和１１年２月１日～４月３０日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-172

戦艦 霧島 昭和１１年５月１日～７月３１日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-173

戦艦 霧島 昭和１１年８月１日～１０月３１日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-174

戦艦 霧島 昭和１１年１１月１日～１２月３１日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-175

戦艦 霧島 昭和１２年１月１日～１月３１日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-176

戦艦 霧島 昭和１２年２月１日～２月２８日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-177

戦艦 霧島 昭和１２年３月１日～３月３１日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-178

戦艦 霧島 昭和１２年４月１日～４月３０日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-179

戦艦 霧島 昭和１２年５月１日～５月３１日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-180

戦艦 霧島 昭和１２年６月１日～６月３０日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-181

戦艦 霧島 昭和１２年７月１日～７月３１日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-182

戦艦 霧島 昭和１２年８月１日～８月３１日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-183

戦艦 霧島 昭和１２年９月１日～９月３０日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-184

戦艦 霧島 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-185

戦艦 霧島 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-186

戦艦 霧島 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

戦艦 霧島

②戦史-航泊日誌-187

戦艦 扶桑 昭和８年１２月１日～９年３月９日

戦艦 扶桑

②戦史-航泊日誌-188

戦艦 扶桑 昭和９年３月１０日～５月３１日

戦艦 扶桑

②戦史-航泊日誌-189

戦艦 扶桑 昭和９年６月１日～８月３１日

戦艦 扶桑

②戦史-航泊日誌-190

戦艦 扶桑 昭和９年９月１日～１１月３０日

戦艦 扶桑

②戦史-航泊日誌-191

戦艦 扶桑 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

戦艦 扶桑

②戦史-航泊日誌-192

戦艦 扶桑 昭和１０年３月１日～５月２０日

戦艦 扶桑

②戦史-航泊日誌-193

戦艦 扶桑 昭和１０年５月２１日～８月１５日

戦艦 扶桑

②戦史-航泊日誌-194

戦艦 扶桑 昭和１０年８月１６日～１０月３１日

戦艦 扶桑

②戦史-航泊日誌-195

戦艦 扶桑 昭和１０年１１月１日～１２月３１日

戦艦 扶桑

②戦史-航泊日誌-196

戦艦 扶桑 昭和１１年１月１日～３月２８日

戦艦 扶桑

②戦史-航泊日誌-197

戦艦 扶桑 昭和１１年３月２９日～６月３０日

戦艦 扶桑

②戦史-航泊日誌-198

戦艦 扶桑 昭和１１年７月１日～９月２日

戦艦 扶桑

②戦史-航泊日誌-199

戦艦 扶桑 昭和１１年９月３日～１０月３日

戦艦 扶桑

②戦史-航泊日誌-200

戦艦 扶桑 昭和１１年１０月３日～１１月３日

戦艦 扶桑

②戦史-航泊日誌-201

戦艦 扶桑 昭和１１年１１月４日～１２月６日

戦艦 扶桑

②戦史-航泊日誌-202

戦艦 扶桑 昭和１１年１２月６日～１２月３１日

戦艦 扶桑

②戦史-航泊日誌-203

戦艦 扶桑 昭和１２年１月１日～４月１４日

戦艦 扶桑

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-204

戦艦 扶桑 昭和１２年４月１４日～５月１５日

戦艦 扶桑

②戦史-航泊日誌-205

戦艦 山城 大正１５年１月１日～４月１１日

戦艦 山城

②戦史-航泊日誌-206

戦艦 伊勢 昭和８年１２月１日～９年３月１日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-207

戦艦 伊勢 昭和９年３月１日～５月３１日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-208

戦艦 伊勢 昭和９年６月１日～９月６日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-209

戦艦 伊勢 昭和９年９月７日～１２月１５日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-210

戦艦 伊勢 昭和９年１２月１６日～１０年２月１６日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-211

戦艦 伊勢 昭和１０年２月１７日～５月９日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-212

戦艦 伊勢 昭和１０年５月１０日～７月３１日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-213

戦艦 伊勢 昭和１０年８月１日～１０月３１日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-214

戦艦 伊勢 昭和１０年１１月１日～１２月３１日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-215

戦艦 伊勢 昭和１１年１月１日～３月３１日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-216

戦艦 伊勢 昭和１１年４月１日～６月３０日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-217

戦艦 伊勢 昭和１１年７月１日～７月３１日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-218

戦艦 伊勢 昭和１１年８月１日～８月３１日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-219

戦艦 伊勢 昭和１１年９月１日～９月３０日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-220

戦艦 伊勢 昭和１１年１０月１日～１０月３１日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-221

戦艦 伊勢 昭和１１年１１月１日～１１月３０日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-222

戦艦 伊勢 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-223

戦艦 伊勢 昭和１２年１月１日～１月３１日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-224

戦艦 伊勢 昭和１２年２月１日～２月２８日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-225

戦艦 伊勢 昭和１２年３月１日～３月３１日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-226

戦艦 伊勢 昭和１２年４月１日～４月３０日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-227

戦艦 伊勢 昭和１２年５月１日～５月３１日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-228

戦艦 伊勢 昭和１２年６月１日～６月３０日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-229

戦艦 伊勢 昭和１２年７月１日～７月３１日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-230

戦艦 伊勢 昭和１２年８月１日～８月３１日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-231

戦艦 伊勢 昭和１２年９月１日～９月３０日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-232

戦艦 伊勢 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-233

戦艦 伊勢 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-234

戦艦 伊勢 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

戦艦 伊勢

②戦史-航泊日誌-235

戦艦 日向 大正８年３月１日～３月１５日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-236

戦艦 日向 大正７年３月１日～５月３１日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-237

戦艦 日向 昭和７年６月１日～８月３１日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-238

戦艦 日向 昭和７年９月１日～１１月３０日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-239

戦艦 日向 昭和７年１２月１日～８年２月２８日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-240

戦艦 日向 昭和８年３月１日～５月２２日

戦艦 日向

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-241

戦艦 日向 昭和８年５月２３日～８月１１日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-242

戦艦 日向 昭和８年８月１２日～１０月３１日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-243

戦艦 日向 昭和８年１１月１日～９年２月７日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-244

戦艦 日向 昭和９年２月８日～５月６日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-245

戦艦 日向 昭和９年５月７日～８月９日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-246

戦艦 日向 昭和９年８月１０日～１１月１０日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-247

戦艦 日向 昭和９年１１月１１日～１０年２月１１日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-248

戦艦 日向 昭和１０年２月１２日～５月２１日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-249

戦艦 日向 昭和１０年５月２２日～８月２８日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-250

戦艦 日向 昭和１０年８月２９日～１２月９日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-251

戦艦 日向 昭和１１年３月１日～５月３１日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-252

戦艦 日向 昭和１２年１月１日～１月３１日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-253

戦艦 日向 昭和１２年２月１日～２月２８日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-254

戦艦 日向 昭和１２年３月１日～３月３１日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-255

戦艦 日向 昭和１２年４月１日～４月３０日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-256

戦艦 日向 昭和１２年５月１日～５月３１日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-257

戦艦 日向 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

戦艦 日向

②戦史-航泊日誌-258

戦艦 長門 昭和１２年５月１日～５月３１日

戦艦 長門

②戦史-航泊日誌-259

戦艦 長門 昭和１２年６月１日～６月３０日

戦艦 長門

②戦史-航泊日誌-260

戦艦 長門 昭和１２年７月１日～７月３１日

戦艦 長門

②戦史-航泊日誌-261

戦艦 長門 昭和１２年８月１日～８月３１日

戦艦 長門

②戦史-航泊日誌-262

戦艦 長門 昭和１２年９月１日～９月３０日

戦艦 長門

②戦史-航泊日誌-263

戦艦 長門 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

戦艦 長門

②戦史-航泊日誌-264

戦艦 長門 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

戦艦 長門

②戦史-航泊日誌-265

戦艦 長門 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

戦艦 長門

②戦史-航泊日誌-266

戦艦 長門 昭和１３年１月１日～１月３１日

戦艦 長門

②戦史-航泊日誌-267

戦艦 長門 昭和１３年２月１日～２月２８日

戦艦 長門

②戦史-航泊日誌-268

戦艦 長門 昭和１３年３月１日～３月３１日

戦艦 長門

②戦史-航泊日誌-269

戦艦 長門 昭和１３年４月１日～４月３０日

戦艦 長門

②戦史-航泊日誌-270

戦艦 長門 昭和１３年５月１日～５月３１日

戦艦 長門

②戦史-航泊日誌-271

戦艦 長門 昭和１３年７月１日～７月３１日

戦艦 長門

②戦史-航泊日誌-272

航空母艦 鳳翔 昭和５年１２月１日～６年２月２８日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-273

航空母艦 鳳翔 昭和６年３月１日～５月３１日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-274

航空母艦 鳳翔 昭和６年６月１日～８月３１日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-275

航空母艦 鳳翔 昭和６年９月１日～１１月３０日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-276

航空母艦 鳳翔 昭和６年１２月１日～７年２月２９日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-277

航空母艦 鳳翔 昭和７年３月１日～５月３１日

航空母艦 鳳翔

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-278

航空母艦 鳳翔 昭和７年６月１日～８月３１日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-279

航空母艦 鳳翔 昭和７年１２月１日～８年２月２８日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-280

航空母艦 鳳翔 昭和８年６月１日～８月３１日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-281

航空母艦 鳳翔 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-282

航空母艦 鳳翔 昭和９年６月１日～８月３１日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-283

航空母艦 鳳翔 昭和９年９月１日～１１月３０日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-284

航空母艦 鳳翔 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-285

航空母艦 鳳翔 昭和１０年３月１日～５月３１日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-286

航空母艦 鳳翔 昭和１０年６月１日～８月３１日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-287

航空母艦 鳳翔 昭和１０年９月１日～１１月３０日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-288

航空母艦 鳳翔 昭和１０年１２月１日～１１年２月２９日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-289

航空母艦 鳳翔 昭和１１年９月１日～９月３０日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-290

航空母艦 鳳翔 昭和１１年１０月１日～１０月３０日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-291

航空母艦 鳳翔 昭和１１年１１月１日～１１月３０日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-292

航空母艦 鳳翔 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-293

航空母艦 鳳翔 昭和１２年１月１日～１月３１日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-294

航空母艦 鳳翔 昭和１２年２月１日～２月２８日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-295

航空母艦 鳳翔 昭和１２年３月１日～３月３１日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-296

航空母艦 鳳翔 昭和１２年４月１日～４月３０日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-297

航空母艦 鳳翔 昭和１２年５月１日～５月３１日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-298

航空母艦 鳳翔 昭和１２年６月１日～６月３０日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-299

航空母艦 鳳翔 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-300

航空母艦 鳳翔 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

航空母艦 鳳翔

②戦史-航泊日誌-301

航空母艦 加賀 昭和７年１２月１日～８年２月２８日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-302

航空母艦 加賀 昭和８年３月１日～５月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-303

航空母艦 加賀 昭和８年６月１日～８月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-304

航空母艦 加賀 昭和８年９月１日～１１月３０日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-305

航空母艦 加賀 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-306

航空母艦 加賀 昭和９年３月１日～５月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-307

航空母艦 加賀 昭和９年６月１日～８月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-308

航空母艦 加賀 昭和９年９月１日～１１月３０日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-309

航空母艦 加賀 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-310

航空母艦 加賀 昭和１０年３月１日～５月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-311

航空母艦 加賀 昭和１０年６月１日～８月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-312

航空母艦 加賀 昭和１０年９月１日～１０月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-313

航空母艦 加賀 昭和１０年１１月１日～１１年１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-314

航空母艦 加賀 昭和１１年２月１日～４月３０日

航空母艦 加賀

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-315

航空母艦 加賀 昭和１１年５月１日～７月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-316

航空母艦 加賀 昭和１１年８月１日～８月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-317

航空母艦 加賀 昭和１１年９月１日～９月３０日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-318

航空母艦 加賀 昭和１１年１０月１日～１０月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-319

航空母艦 加賀 昭和１１年１１月１日～１１月３０日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-320

航空母艦 加賀 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-321

航空母艦 加賀 昭和１２年１月１日～１月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-322

航空母艦 加賀 昭和１２年２月１日～２月２８日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-323

航空母艦 加賀 昭和１２年３月１日～３月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-324

航空母艦 加賀 昭和１２年４月１日～４月３０日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-325

航空母艦 加賀 昭和１２年５月１日～５月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-326

航空母艦 加賀 昭和１２年６月１日～６月３０日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-327

航空母艦 加賀 昭和１２年７月１日～７月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-328

航空母艦 加賀 昭和１２年８月１日～８月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-329

航空母艦 加賀 昭和１２年９月１日～９月３０日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-330

航空母艦 加賀 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-331

航空母艦 加賀 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-332

航空母艦 加賀 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-333

航空母艦 加賀 昭和１３年１月１日～１月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-334

航空母艦 加賀 昭和１３年２月１日～２月２８日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-335

航空母艦 加賀 昭和１３年３月１日～３月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-336

航空母艦 加賀 昭和１３年４月１日～４月３０日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-337

航空母艦 加賀 昭和１３年５月１日～５月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-338

航空母艦 加賀 昭和１３年６月１日～６月３０日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-339

航空母艦 加賀 昭和１３年７月１日～７月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-340

航空母艦 加賀 昭和１３年８月１日～８月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-341

航空母艦 加賀 昭和１３年９月１日～９月３０日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-342

航空母艦 加賀 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-343

航空母艦 加賀 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-344

航空母艦 加賀 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-345

航空母艦 加賀 昭和１４年１月１日～１月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-346

航空母艦 加賀 昭和１４年２月１日～２月２８日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-347

航空母艦 加賀 昭和１４年３月１日～３月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-348

航空母艦 加賀 昭和１４年４月１日～４月３０日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-349

航空母艦 加賀 昭和１４年５月１日～５月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-350

航空母艦 加賀 昭和１４年６月１日～６月３０日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-351

航空母艦 加賀 昭和１４年７月１日～７月３１日

航空母艦 加賀

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-352

航空母艦 加賀 昭和１４年８月１日～８月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-353

航空母艦 加賀 昭和１４年９月１日～９月３０日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-354

航空母艦 加賀 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-355

航空母艦 加賀 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-356

航空母艦 加賀 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

航空母艦 加賀

②戦史-航泊日誌-357

重巡洋艦 加古 昭和９年１月１日～３月３１日

重巡洋艦 加古

②戦史-航泊日誌-358

重巡洋艦 加古 昭和９年４月１日～６月３０日

重巡洋艦 加古

②戦史-航泊日誌-359

重巡洋艦 加古 昭和９年７月１日～９月３０日

重巡洋艦 加古

②戦史-航泊日誌-360

重巡洋艦 加古 昭和９年１０月１日～１２月３０日

重巡洋艦 加古

②戦史-航泊日誌-361

重巡洋艦 加古 昭和９年１２月３１日～１０年３日

重巡洋艦 加古

②戦史-航泊日誌-362

重巡洋艦 加古 昭和１０年４月１日～６月３０日

重巡洋艦 加古

②戦史-航泊日誌-363

重巡洋艦 衣笠 昭和５年６月１日～８月２２日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-364

重巡洋艦 衣笠 昭和６年９月１日～１１月３０日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-365

重巡洋艦 衣笠 昭和７年３月１日～５月３１日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-366

重巡洋艦 衣笠 昭和８年６月１日～８月３１日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-367

重巡洋艦 衣笠 昭和８年９月１日～１１月３０日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-368

重巡洋艦 衣笠 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-369

重巡洋艦 衣笠 昭和９年３月１日～５月３１日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-370

重巡洋艦 衣笠 昭和９年６月１日～８月３１日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-371

重巡洋艦 衣笠 昭和９年９月１日～１１月３０日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-372

重巡洋艦 衣笠 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-373

重巡洋艦 衣笠 昭和１０年３月１日～５月３１日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-374

重巡洋艦 衣笠 昭和１０年６月１日～８月３１日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-375

重巡洋艦 衣笠 昭和１０年９月１日～１１月３０日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-376

重巡洋艦 衣笠 昭和１１年９月１日～９月３０日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-377

重巡洋艦 衣笠 昭和１１年１０月１日～１０月３１日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-378

重巡洋艦 衣笠 昭和１１年１１月１日～１２年１日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-379

重巡洋艦 衣笠 昭和１２年３月１日～３月３１日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-380

重巡洋艦 衣笠 昭和１２年４月１日～４月３０日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-381

重巡洋艦 衣笠 昭和１２年５月３１日～５月３１日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-382

重巡洋艦 衣笠 昭和１２年６月１日～６月３０日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-383

重巡洋艦 衣笠 昭和１２年７月１日～７月３１日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-384

重巡洋艦 衣笠 昭和１２年８月１日～８月３１日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-385

重巡洋艦 衣笠 昭和１２年９月１日～９月３０日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-386

重巡洋艦 衣笠 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-387

重巡洋艦 衣笠 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

重巡洋艦 衣笠

②戦史-航泊日誌-388

重巡洋艦 衣笠 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

重巡洋艦 衣笠

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-389

重巡洋艦 足柄 昭和４年８月２０日～１１月２０日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-390

重巡洋艦 足柄 昭和５年３月１日～５月３１日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-391

重巡洋艦 足柄 昭和５年６月１日～８月３１日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-392

重巡洋艦 足柄 昭和５年９月１日～１１月３０日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-393

重巡洋艦 足柄 昭和５年１２月１日～６年３月５日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-394

重巡洋艦 足柄 昭和６年３月６日～６月８日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-395

重巡洋艦 足柄 昭和６年６月９日～９月８日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-396

重巡洋艦 足柄 昭和６年９月９日～１２月１３日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-397

重巡洋艦 足柄 昭和６年１２月１４日～７年３月２０日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-398

重巡洋艦 足柄 昭和７年３月２１日～７年６月１９日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-399

重巡洋艦 足柄 昭和７年６月２０日～９月２２日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-400

重巡洋艦 足柄 昭和７年９月２３日～１２月３１日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-401

重巡洋艦 足柄 昭和８年１月１日～３月３１日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-402

重巡洋艦 足柄 昭和８年４月１日～６月３０日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-403

重巡洋艦 足柄 昭和８年７月１日～９月３０日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-404

重巡洋艦 足柄 昭和８年１０月１日～１２月３１日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-405

重巡洋艦 足柄 昭和９年１月１日～３月３１日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-406

重巡洋艦 足柄 昭和９年４月１日～６月３０日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-407

重巡洋艦 足柄 昭和９年７月１日～９月３０日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-408

重巡洋艦 足柄 昭和９年１０月１日～１２月３１日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-409

重巡洋艦 足柄 昭和１０年１月１日～３月３１日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-410

重巡洋艦 足柄 昭和１０年４月１日～６月３０日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-411

重巡洋艦 足柄 昭和１０年７月１日～９月３０日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-412

重巡洋艦 足柄 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-413

重巡洋艦 足柄 昭和１１年１月１日～３月３１日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-414

重巡洋艦 足柄 昭和１１年４月６日～６月３０日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-415

重巡洋艦 足柄 昭和１１年７月１日～９月３０日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-416

重巡洋艦 足柄 昭和１１年１０月１日～１０月３１日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-417

重巡洋艦 足柄 昭和１１年１１月１日～１１月３０日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-418

重巡洋艦 足柄 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

重巡洋艦 足柄

②戦史-航泊日誌-419

重巡洋艦 羽黒 昭和４年４月２５日～６月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-420

重巡洋艦 羽黒 昭和４年７月１日～９月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-421

重巡洋艦 羽黒 昭和４年１０月１日～１２月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-422

重巡洋艦 羽黒 昭和５年１月１日～３月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-423

重巡洋艦 羽黒 昭和５年４月１日～６月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-424

重巡洋艦 羽黒 昭和５年７月１日～９月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-425

重巡洋艦 羽黒 昭和５年１０月１日～１２月３１日

重巡洋艦 羽黒

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-426

重巡洋艦 羽黒 昭和６年１月１日～３月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-427

重巡洋艦 羽黒 昭和６年４月１日～６月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-428

重巡洋艦 羽黒 昭和６年７月１日～９月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-429

重巡洋艦 羽黒 昭和６年１０月１日～１２月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-430

重巡洋艦 羽黒 昭和７年１月１日～３月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-431

重巡洋艦 羽黒 昭和７年４月１日～６月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-432

重巡洋艦 羽黒 昭和７年７月１日～９月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-433

重巡洋艦 羽黒 昭和７年１０月１日～１２月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-434

重巡洋艦 羽黒 昭和８年１月１日～３月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-435

重巡洋艦 羽黒 昭和８年４月１日～６月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-436

重巡洋艦 羽黒 昭和８年７月１日～９月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-437

重巡洋艦 羽黒 昭和８年１０月１日～１２月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-438

重巡洋艦 羽黒 昭和９年１月１日～３月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-439

重巡洋艦 羽黒 昭和９年４月１日～６月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-440

重巡洋艦 羽黒 昭和９年７月１日～９月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-441

重巡洋艦 羽黒 昭和９年１０月１日～１１月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-442

重巡洋艦 羽黒 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-443

重巡洋艦 羽黒 昭和１０年３月１日～５月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-444

重巡洋艦 羽黒 昭和１０年６月１日～８月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-445

重巡洋艦 羽黒 昭和１０年９月１日～１１月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-446

重巡洋艦 羽黒 昭和１０年１２月１日～１１年２月２９日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-447

重巡洋艦 羽黒 昭和１１年３月１日～５月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-448

重巡洋艦 羽黒 昭和１１年６月１日～８月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-449

重巡洋艦 羽黒 昭和１１年９月１日～１１月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-450

重巡洋艦 羽黒 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-451

重巡洋艦 羽黒 昭和１２年１月１日～１月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-452

重巡洋艦 羽黒 昭和１２年２月１日～２月２８日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-453

重巡洋艦 羽黒 昭和１２年３月１日～３月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-454

重巡洋艦 羽黒 昭和１２年４月１日～４月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-455

重巡洋艦 羽黒 昭和１２年５月１日～５月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-456

重巡洋艦 羽黒 昭和１２年６月１日～６月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-457

重巡洋艦 羽黒 昭和１２年７月１日～７月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-458

重巡洋艦 羽黒 昭和１２年８月１日～８月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-459

重巡洋艦 羽黒 昭和１２年９月１日～９月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-460

重巡洋艦 羽黒 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-461

重巡洋艦 羽黒 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-462

重巡洋艦 羽黒 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

重巡洋艦 羽黒

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-463

重巡洋艦 羽黒 昭和１３年１月１日～１月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-464

重巡洋艦 羽黒 昭和１３年２月１日～２月２８日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-465

重巡洋艦 羽黒 昭和１３年３月１日～３月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-466

重巡洋艦 羽黒 昭和１３年４月１日～４月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-467

重巡洋艦 羽黒 昭和１３年５月１日～５月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-468

重巡洋艦 羽黒 昭和１３年６月１日～６月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-469

重巡洋艦 羽黒 昭和１３年７月１日～７月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-470

重巡洋艦 羽黒 昭和１３年８月１日～８月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-471

重巡洋艦 羽黒 昭和１３年９月１日～９月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-472

重巡洋艦 羽黒 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-473

重巡洋艦 羽黒 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-474

重巡洋艦 羽黒 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-475

重巡洋艦 羽黒 昭和１４年１月１日～１月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-476

重巡洋艦 羽黒 昭和１４年２月１日～２月２８日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-477

重巡洋艦 羽黒 昭和１４年３月１日～３月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-478

重巡洋艦 羽黒 昭和１４年４月１日～４月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-479

重巡洋艦 羽黒 昭和１４年５月１日～５月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-480

重巡洋艦 羽黒 昭和１４年６月１日～６月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-481

重巡洋艦 羽黒 昭和１４年７月１日～７月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-482

重巡洋艦 羽黒 昭和１４年８月１日～８月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-483

重巡洋艦 羽黒 昭和１４年９月１日～９月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-484

重巡洋艦 羽黒 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-485

重巡洋艦 羽黒 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-486

重巡洋艦 羽黒 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

重巡洋艦 羽黒

②戦史-航泊日誌-487

重巡洋艦 高雄 昭和７年２月２０日～５月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-488

重巡洋艦 高雄 昭和７年６月１日～８月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-489

重巡洋艦 高雄 昭和７年９月１日～１１月３０日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-490

重巡洋艦 高雄 昭和７年１２月１日～８年２月２８日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-491

重巡洋艦 高雄 昭和８年３月１日～５月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-492

重巡洋艦 高雄 昭和８年６月１日～８月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-493

重巡洋艦 高雄 昭和８年９月１日～１１月３０日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-494

重巡洋艦 高雄 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-495

重巡洋艦 高雄 昭和９年３月１日～５月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-496

重巡洋艦 高雄 昭和９年６月１日～８月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-497

重巡洋艦 高雄 昭和９年９月１日～１１月３０日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-498

重巡洋艦 高雄 昭和９年１２月１０日～１０年２月２８日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-499

重巡洋艦 高雄 昭和１０年３月１日～５月３１日

重巡洋艦 高雄

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-500

重巡洋艦 高雄 昭和１０年６月１日～８月２０日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-501

重巡洋艦 高雄 昭和１０年８月２１日～１１月１５日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-502

重巡洋艦 高雄 昭和１０年１１月１６日～１２月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-503

重巡洋艦 高雄 昭和１１年１月１日～３月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-504

重巡洋艦 高雄 昭和１１年４月１日～４月３０日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-505

重巡洋艦 高雄 昭和１１年５月１日～５月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-506

重巡洋艦 高雄 昭和１１年６月１日～６月３０日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-507

重巡洋艦 高雄 昭和１１年７月１日～７月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-508

重巡洋艦 高雄 昭和１１年８月１日～８月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-509

重巡洋艦 高雄 昭和１１年９月１日～９月３０日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-510

重巡洋艦 高雄 昭和１１年１０月１日～１０月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-511

重巡洋艦 高雄 昭和１１年１１月１日～１１月３０日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-512

重巡洋艦 高雄 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-513

重巡洋艦 高雄 昭和１２年１月１日～１月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-514

重巡洋艦 高雄 昭和１２年２月１日～２月２８日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-515

重巡洋艦 高雄 昭和１２年３月１日～３月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-516

重巡洋艦 高雄 昭和１２年４月１日～４月３０日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-517

重巡洋艦 高雄 昭和１２年５月１日～５月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-518

重巡洋艦 高雄 昭和１２年６月１日～６月３０日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-519

重巡洋艦 高雄 昭和１２年７月１日～７月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-520

重巡洋艦 高雄 昭和１２年８月１日～８月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-521

重巡洋艦 高雄 昭和１２年９月１日～９月３０日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-522

重巡洋艦 高雄 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-523

重巡洋艦 高雄 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-524

重巡洋艦 高雄 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-525

重巡洋艦 高雄 昭和１３年１月１日～１月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-526

重巡洋艦 高雄 昭和１３年２月１日～２月２８日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-527

重巡洋艦 高雄 昭和１３年３月１日～３月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-528

重巡洋艦 高雄 昭和１３年４月１日～４月３０日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-529

重巡洋艦 高雄 昭和１３年５月１日～５月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-530

重巡洋艦 高雄 昭和１３年６月１日～６月３０日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-531

重巡洋艦 高雄 昭和１３年７月１日～７月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-532

重巡洋艦 高雄 昭和１３年８月１日～８月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-533

重巡洋艦 高雄 昭和１３年９月１日～９月３０日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-534

重巡洋艦 高雄 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-535

重巡洋艦 高雄 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

重巡洋艦 高雄

②戦史-航泊日誌-536

重巡洋艦 高雄 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

重巡洋艦 高雄

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-537

重巡洋艦 愛宕 昭和６年１０月１日～１２月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-538

重巡洋艦 愛宕 昭和７年１月１日～３月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-539

重巡洋艦 愛宕 昭和７年４月１日～５月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-540

重巡洋艦 愛宕 昭和７年６月１日～８月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-541

重巡洋艦 愛宕 昭和７年９月１日～１１月３０日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-542

重巡洋艦 愛宕 昭和７年１２月１日～８年２月２８日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-543

重巡洋艦 愛宕 昭和８年３月１日～５月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-544

重巡洋艦 愛宕 昭和８年６月１日～８月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-545

重巡洋艦 愛宕 昭和８年９月１日～１１月３０日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-546

重巡洋艦 愛宕 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-547

重巡洋艦 愛宕 昭和９年３月１日～６月３日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-548

重巡洋艦 愛宕 昭和９年９月１日～１１月３０日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-549

重巡洋艦 愛宕 昭和１０年１１月２５日～１１年２月２９日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-550

重巡洋艦 愛宕 昭和１１年３月１日～５月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-551

重巡洋艦 愛宕 昭和１１年６月１日～８月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-552

重巡洋艦 愛宕 昭和１１年９月１日～９月３０日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-553

重巡洋艦 愛宕 昭和１１年１０月１日～１０月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-554

重巡洋艦 愛宕 昭和１１年１１月１日～１１月３０日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-555

重巡洋艦 愛宕 昭和１１年１２月１日～１２年２月２８日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-556

重巡洋艦 愛宕 昭和１２年３月１日～３月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-557

重巡洋艦 愛宕 昭和１２年４月１日～４月３０日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-558

重巡洋艦 愛宕 昭和１２年５月１日～５月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-559

重巡洋艦 愛宕 昭和１２年７月１日～７月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-560

重巡洋艦 愛宕 昭和１２年８月１日～８月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-561

重巡洋艦 愛宕 昭和１２年９月１日～９月３０日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-562

重巡洋艦 愛宕 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-563

重巡洋艦 愛宕 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-564

重巡洋艦 愛宕 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-565

重巡洋艦 愛宕 昭和１３年１月１日～１月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-566

重巡洋艦 愛宕 昭和１３年２月１日～２月２８日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-567

重巡洋艦 愛宕 昭和１３年３月１日～３月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-568

重巡洋艦 愛宕 昭和１３年４月１日～４月３０日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-569

重巡洋艦 愛宕 昭和１３年５月１日～５月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-570

重巡洋艦 愛宕 昭和１３年６月１日～６月３０日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-571

重巡洋艦 愛宕 昭和１３年７月１日～７月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-572

重巡洋艦 愛宕 昭和１３年８月１日～８月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-573

重巡洋艦 愛宕 昭和１３年９月１日～９月３０日

重巡洋艦 愛宕

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-574

重巡洋艦 愛宕 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-575

重巡洋艦 愛宕 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-576

重巡洋艦 愛宕 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

重巡洋艦 愛宕

②戦史-航泊日誌-577

重巡洋艦 摩耶 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

重巡洋艦 摩耶

②戦史-航泊日誌-578

重巡洋艦 摩耶 昭和１０年３月１日～５月３１日

重巡洋艦 摩耶

②戦史-航泊日誌-579

重巡洋艦 摩耶 昭和１０年６月１日～８月３１日

重巡洋艦 摩耶

②戦史-航泊日誌-580

重巡洋艦 摩耶 昭和１０年９月１日～１１月３０日

重巡洋艦 摩耶

②戦史-航泊日誌-581

重巡洋艦 摩耶 昭和１２年５月１日～５月３１日

重巡洋艦 摩耶

②戦史-航泊日誌-582

重巡洋艦 摩耶 昭和１２年６月１日～６月３０日

重巡洋艦 摩耶

②戦史-航泊日誌-583

重巡洋艦 摩耶 昭和１２年７月１日～７月３１日

重巡洋艦 摩耶

②戦史-航泊日誌-584

重巡洋艦 摩耶 昭和１２年８月１日～８月３１日

重巡洋艦 摩耶

②戦史-航泊日誌-585

重巡洋艦 摩耶 昭和１２年９月１日～９月３０日

重巡洋艦 摩耶

②戦史-航泊日誌-586

重巡洋艦 摩耶 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

重巡洋艦 摩耶

②戦史-航泊日誌-587

重巡洋艦 摩耶 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

重巡洋艦 摩耶

②戦史-航泊日誌-588

重巡洋艦 摩耶 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

重巡洋艦 摩耶

②戦史-航泊日誌-589

重巡洋艦 鳥海 昭和１３年１月１日～１月３１日

重巡洋艦 鳥海

②戦史-航泊日誌-590

重巡洋艦 鳥海 昭和１３年２月１日～２月２８日

重巡洋艦 鳥海

②戦史-航泊日誌-591

重巡洋艦 鳥海 昭和１３年３月１日～３月３１日

重巡洋艦 鳥海

②戦史-航泊日誌-592

重巡洋艦 鳥海 昭和１３年４月１日～４月３０日

重巡洋艦 鳥海

②戦史-航泊日誌-593

重巡洋艦 鳥海 昭和１３年９月１日～９月３０日

重巡洋艦 鳥海

②戦史-航泊日誌-594

重巡洋艦 鳥海 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

重巡洋艦 鳥海

②戦史-航泊日誌-595

重巡洋艦 鳥海 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

重巡洋艦 鳥海

②戦史-航泊日誌-596

重巡洋艦 最上 昭和１０年３月１日～４月３０日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-597

重巡洋艦 最上 昭和１０年５月１日～７月３１日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-598

重巡洋艦 最上 昭和１０年８月１日～１０月３１日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-599

重巡洋艦 最上 昭和１０年１１月１日～１１年１日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-600

重巡洋艦 最上 昭和１１年２月１日～４月３０日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-601

重巡洋艦 最上 昭和１１年５月１日～７月３１日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-602

重巡洋艦 最上 昭和１１年８月１日～８月３１日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-603

重巡洋艦 最上 昭和１１年９月１日～９月３０日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-604

重巡洋艦 最上 昭和１１年１０月１日～１０月３１日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-605

重巡洋艦 最上 昭和１１年１１月１日～１１月３０日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-606

重巡洋艦 最上 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-607

重巡洋艦 最上 昭和１２年１月１日～１月３１日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-608

重巡洋艦 最上 昭和１２年２月１日～２月２８日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-609

重巡洋艦 最上 昭和１２年３月１日～３月３１日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-610

重巡洋艦 最上 昭和１２年４月１日～４月３０日

重巡洋艦 最上

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-611

重巡洋艦 最上 昭和１２年５月１日～５月３１日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-612

重巡洋艦 最上 昭和１２年６月１日～６月３０日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-613

重巡洋艦 最上 昭和１２年７月１日～７月３１日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-614

重巡洋艦 最上 昭和１２年８月１日～８月３１日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-615

重巡洋艦 最上 昭和１２年９月１日～９月３１日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-616

重巡洋艦 最上 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-617

重巡洋艦 最上 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

重巡洋艦 最上

②戦史-航泊日誌-618

軽巡洋艦 天龍 昭和１２年１月１日～１月３１日

軽巡洋艦 天龍

②戦史-航泊日誌-619

軽巡洋艦 天龍 昭和１２年２月１日～２月２８日

軽巡洋艦 天龍

②戦史-航泊日誌-620

軽巡洋艦 天龍 昭和１２年３月１日～３月３１日

軽巡洋艦 天龍

②戦史-航泊日誌-621

軽巡洋艦 天龍 昭和１２年４月１日～４月３０日

軽巡洋艦 天龍

②戦史-航泊日誌-622

軽巡洋艦 天龍 昭和１２年５月１日～５月３１日

軽巡洋艦 天龍

②戦史-航泊日誌-623

軽巡洋艦 天龍 昭和１２年６月１日～６月３０日

軽巡洋艦 天龍

②戦史-航泊日誌-624

軽巡洋艦 天龍 昭和１２年７月１日～７月３１日

軽巡洋艦 天龍

②戦史-航泊日誌-625

軽巡洋艦 天龍 昭和１２年８月１日～８月３１日

軽巡洋艦 天龍

②戦史-航泊日誌-626

軽巡洋艦 天龍 昭和１２年９月１日～９月３０日

軽巡洋艦 天龍

②戦史-航泊日誌-627

軽巡洋艦 天龍 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

軽巡洋艦 天龍

②戦史-航泊日誌-628

軽巡洋艦 天龍 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

軽巡洋艦 天龍

②戦史-航泊日誌-629

軽巡洋艦 天龍 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 天龍

②戦史-航泊日誌-630

軽巡洋艦 龍田 昭和６年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 龍田

②戦史-航泊日誌-631

軽巡洋艦 龍田 昭和６年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 龍田

②戦史-航泊日誌-632

軽巡洋艦 龍田 昭和６年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 龍田

②戦史-航泊日誌-633

軽巡洋艦 龍田 昭和６年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 龍田

②戦史-航泊日誌-634

軽巡洋艦 龍田 昭和７年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 龍田

②戦史-航泊日誌-635

軽巡洋艦 龍田 昭和７年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 龍田

②戦史-航泊日誌-636

軽巡洋艦 龍田 昭和７年１０月１日～１１月３０日

軽巡洋艦 龍田

②戦史-航泊日誌-637

軽巡洋艦 龍田 昭和７年１２月１日～８年３月６日

軽巡洋艦 龍田

②戦史-航泊日誌-638

軽巡洋艦 龍田 昭和８年３月７日～５月３１日

軽巡洋艦 龍田

②戦史-航泊日誌-639

軽巡洋艦 龍田 昭和８年６月１日～８月３１日

軽巡洋艦 龍田

②戦史-航泊日誌-640

軽巡洋艦 龍田 昭和８年９月１日～１１月３０日

軽巡洋艦 龍田

②戦史-航泊日誌-641

軽巡洋艦 龍田 昭和８年１２月１日～９年１日

軽巡洋艦 龍田

②戦史-航泊日誌-642

軽巡洋艦 龍田 昭和９年２月１日～３月２３日

軽巡洋艦 龍田

②戦史-航泊日誌-643

軽巡洋艦 龍田 昭和９年３月２４日～６月３０日

軽巡洋艦 龍田

②戦史-航泊日誌-644

軽巡洋艦 龍田 昭和９年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 龍田

②戦史-航泊日誌-645

軽巡洋艦 龍田 昭和９年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 龍田

②戦史-航泊日誌-646

軽巡洋艦 龍田 昭和１０年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 龍田

②戦史-航泊日誌-647

軽巡洋艦 龍田 昭和１０年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 龍田

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-648

軽巡洋艦 龍田 昭和１０年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 龍田

②戦史-航泊日誌-649

軽巡洋艦 龍田 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 龍田

②戦史-航泊日誌-650

軽巡洋艦 龍田 昭和１１年４月１０日～７月５日

軽巡洋艦 龍田

②戦史-航泊日誌-651

軽巡洋艦 球磨 昭和９年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 球磨

②戦史-航泊日誌-652

軽巡洋艦 球磨 昭和９年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 球磨

②戦史-航泊日誌-653

軽巡洋艦 球磨 昭和９年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 球磨

②戦史-航泊日誌-654

軽巡洋艦 球磨 昭和９年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 球磨

②戦史-航泊日誌-655

軽巡洋艦 球磨 昭和１０年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 球磨

②戦史-航泊日誌-656

軽巡洋艦 球磨 昭和１０年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 球磨

②戦史-航泊日誌-657

軽巡洋艦 球磨 昭和１０年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 球磨

②戦史-航泊日誌-658

軽巡洋艦 球磨 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 球磨

②戦史-航泊日誌-659

軽巡洋艦 球磨 昭和１１年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 球磨

②戦史-航泊日誌-660

軽巡洋艦 球磨 昭和１１年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 球磨

②戦史-航泊日誌-661

軽巡洋艦 球磨 昭和１１年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 球磨

②戦史-航泊日誌-662

軽巡洋艦 球磨 昭和１１年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 球磨

②戦史-航泊日誌-663

軽巡洋艦 球磨 昭和１２年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 球磨

②戦史-航泊日誌-664

軽巡洋艦 球磨 昭和１２年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 球磨

②戦史-航泊日誌-665

軽巡洋艦 球磨 昭和１２年７月１日～８月３１日

軽巡洋艦 球磨

②戦史-航泊日誌-666

軽巡洋艦 球磨 昭和１２年９月１日～９月３０日

軽巡洋艦 球磨

②戦史-航泊日誌-667

軽巡洋艦 球磨 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

軽巡洋艦 球磨

②戦史-航泊日誌-668

軽巡洋艦 球磨 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

軽巡洋艦 球磨

②戦史-航泊日誌-669

軽巡洋艦 球磨 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 球磨

②戦史-航泊日誌-670

軽巡洋艦 多摩 昭和１０年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 多摩

②戦史-航泊日誌-671

軽巡洋艦 多摩 昭和１０年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 多摩

②戦史-航泊日誌-672

軽巡洋艦 多摩 昭和１０年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 多摩

②戦史-航泊日誌-673

軽巡洋艦 多摩 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 多摩

②戦史-航泊日誌-674

軽巡洋艦 多摩 昭和１２年１月１日～４月１１日

軽巡洋艦 多摩

②戦史-航泊日誌-675

軽巡洋艦 多摩 昭和１２年４月１１日～６月３０日

軽巡洋艦 多摩

②戦史-航泊日誌-676

軽巡洋艦 多摩 昭和１２年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 多摩

②戦史-航泊日誌-677

軽巡洋艦 多摩 昭和１２年１０月１日～１２月１９日

軽巡洋艦 多摩

②戦史-航泊日誌-678

軽巡洋艦 多摩 昭和１２年１２月２０日～１３年１月３１日

軽巡洋艦 多摩

②戦史-航泊日誌-679

軽巡洋艦 多摩 昭和１３年２月１日～３月３１日

軽巡洋艦 多摩

②戦史-航泊日誌-680

軽巡洋艦 多摩 昭和１３年４月１日～４月３０日

軽巡洋艦 多摩

②戦史-航泊日誌-681

軽巡洋艦 多摩 昭和１３年５月１日～５月３１日

軽巡洋艦 多摩

②戦史-航泊日誌-682

軽巡洋艦 多摩 昭和１３年６月１日～６月３０日

軽巡洋艦 多摩

②戦史-航泊日誌-683

軽巡洋艦 多摩 昭和１３年７月１日～７月３１日

軽巡洋艦 多摩

②戦史-航泊日誌-684

軽巡洋艦 多摩 昭和１３年８月１日～８月３１日

軽巡洋艦 多摩

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-685

軽巡洋艦 多摩 昭和１３年９月１日～９月３０日

軽巡洋艦 多摩

②戦史-航泊日誌-686

軽巡洋艦 多摩 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

軽巡洋艦 多摩

②戦史-航泊日誌-687

軽巡洋艦 多摩 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

軽巡洋艦 多摩

②戦史-航泊日誌-688

軽巡洋艦 多摩 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 多摩

②戦史-航泊日誌-689

軽巡洋艦 北上 昭和７年１２月１日～８年２月２８日

軽巡洋艦 北上

②戦史-航泊日誌-690

軽巡洋艦 北上 昭和８年３月１日～５月３１日

軽巡洋艦 北上

②戦史-航泊日誌-691

軽巡洋艦 北上 昭和８年６月１日～８月３１日

軽巡洋艦 北上

②戦史-航泊日誌-692

軽巡洋艦 北上 昭和８年９月１日～１１月３０日

軽巡洋艦 北上

②戦史-航泊日誌-693

軽巡洋艦 北上 昭和９年３月１日～５月３１日

軽巡洋艦 北上

②戦史-航泊日誌-694

軽巡洋艦 北上 昭和９年６月１日～８月３１日

軽巡洋艦 北上

②戦史-航泊日誌-695

軽巡洋艦 北上 昭和９年９月１日～１１月３０日

軽巡洋艦 北上

②戦史-航泊日誌-696

軽巡洋艦 北上 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

軽巡洋艦 北上

②戦史-航泊日誌-697

軽巡洋艦 北上 昭和１０年３月１日～５月３１日

軽巡洋艦 北上

②戦史-航泊日誌-698

軽巡洋艦 北上 昭和１０年６月１日～８月３１日

軽巡洋艦 北上

②戦史-航泊日誌-699

軽巡洋艦 北上 昭和１０年９月１日～１１月３０日

軽巡洋艦 北上

②戦史-航泊日誌-700

軽巡洋艦 北上 昭和１０年１２月１日～１１年２月２９日

軽巡洋艦 北上

②戦史-航泊日誌-701

軽巡洋艦 北上 昭和１１年３月１日～５月３１日

軽巡洋艦 北上

②戦史-航泊日誌-702

軽巡洋艦 北上 昭和１１年６月１日～８月３１日

軽巡洋艦 北上

②戦史-航泊日誌-703

軽巡洋艦 北上 昭和１１年９月１日～１１月３０日

軽巡洋艦 北上

②戦史-航泊日誌-704

軽巡洋艦 大井 昭和２年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 大井

②戦史-航泊日誌-705

軽巡洋艦 木曽 昭和１０年６月１日～８月２８日

軽巡洋艦 木曽

②戦史-航泊日誌-706

軽巡洋艦 五十鈴 昭和１２年５月１日～５月３１日

軽巡洋艦 五十鈴

②戦史-航泊日誌-707

軽巡洋艦 五十鈴 昭和１２年６月１日～６月３０日

軽巡洋艦 五十鈴

②戦史-航泊日誌-708

軽巡洋艦 五十鈴 昭和１２年７月１日～７月３１日

軽巡洋艦 五十鈴

②戦史-航泊日誌-709

軽巡洋艦 五十鈴 昭和１２年８月１日～８月３１日

軽巡洋艦 五十鈴

②戦史-航泊日誌-710

軽巡洋艦 五十鈴 昭和１２年９月１日～９月３０日

軽巡洋艦 五十鈴

②戦史-航泊日誌-711

軽巡洋艦 五十鈴 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

軽巡洋艦 五十鈴

②戦史-航泊日誌-712

軽巡洋艦 五十鈴 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

軽巡洋艦 五十鈴

②戦史-航泊日誌-713

軽巡洋艦 五十鈴 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 五十鈴

②戦史-航泊日誌-714

軽巡洋艦 五十鈴 昭和１３年１月１日～１月３１日

軽巡洋艦 五十鈴

②戦史-航泊日誌-715

軽巡洋艦 五十鈴 昭和１３年２月１日～２月２８日

軽巡洋艦 五十鈴

②戦史-航泊日誌-716

軽巡洋艦 五十鈴 昭和１３年３月１日～３月３１日

軽巡洋艦 五十鈴

②戦史-航泊日誌-717

軽巡洋艦 五十鈴 昭和１３年４月１日～４月３０日

軽巡洋艦 五十鈴

②戦史-航泊日誌-718

軽巡洋艦 五十鈴 昭和１３年５月１日～５月３１日

軽巡洋艦 五十鈴

②戦史-航泊日誌-719

軽巡洋艦 五十鈴 昭和１３年６月１日～６月３０日

軽巡洋艦 五十鈴

②戦史-航泊日誌-720

軽巡洋艦 五十鈴 昭和１３年７月１日～７月３１日

軽巡洋艦 五十鈴

②戦史-航泊日誌-721

軽巡洋艦 五十鈴 昭和１３年８月１日～８月３１日

軽巡洋艦 五十鈴

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-722

軽巡洋艦 五十鈴 昭和１３年９月１日～９月３０日

軽巡洋艦 五十鈴

②戦史-航泊日誌-723

軽巡洋艦 五十鈴 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

軽巡洋艦 五十鈴

②戦史-航泊日誌-724

軽巡洋艦 五十鈴 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

軽巡洋艦 五十鈴

②戦史-航泊日誌-725

軽巡洋艦 名取 昭和８年９月１日～１１月３０日

軽巡洋艦 名取

②戦史-航泊日誌-726

軽巡洋艦 鬼怒 昭和９年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-727

軽巡洋艦 鬼怒 昭和９年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-728

軽巡洋艦 鬼怒 昭和９年７月１日～１０月５日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-729

軽巡洋艦 鬼怒 昭和９年１０月１日～１２月１日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-730

軽巡洋艦 鬼怒 昭和１０年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-731

軽巡洋艦 鬼怒 昭和１０年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-732

軽巡洋艦 鬼怒 昭和１０年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-733

軽巡洋艦 鬼怒 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-734

軽巡洋艦 鬼怒 昭和１１年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-735

軽巡洋艦 鬼怒 昭和１１年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-736

軽巡洋艦 鬼怒 昭和１１年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-737

軽巡洋艦 鬼怒 昭和１１年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-738

軽巡洋艦 鬼怒 昭和１２年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-739

軽巡洋艦 鬼怒 昭和１２年４月１日～４月３０日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-740

軽巡洋艦 鬼怒 昭和１２年５月１日～５月３１日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-741

軽巡洋艦 鬼怒 昭和１２年６月１日～６月３０日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-742

軽巡洋艦 鬼怒 昭和１２年７月１日～７月３１日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-743

軽巡洋艦 鬼怒 昭和１２年８月１日～８月３１日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-744

軽巡洋艦 鬼怒 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-745

軽巡洋艦 鬼怒 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-746

軽巡洋艦 鬼怒 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 鬼怒

②戦史-航泊日誌-747

軽巡洋艦 川内 大正１４年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-748

軽巡洋艦 川内 大正１４年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-749

軽巡洋艦 川内 大正１４年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-750

軽巡洋艦 川内 大正１４年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-751

軽巡洋艦 川内 大正１５年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-752

軽巡洋艦 川内 大正１５年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-753

軽巡洋艦 川内 大正１５年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-754

軽巡洋艦 川内 大正１５年１０月１日～昭和１年１２月

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-755

軽巡洋艦 川内 昭和２年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-756

軽巡洋艦 川内 昭和２年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-757

軽巡洋艦 川内 昭和２年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-758

軽巡洋艦 川内 昭和２年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 川内

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-759

軽巡洋艦 川内 昭和３年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-760

軽巡洋艦 川内 昭和３年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-761

軽巡洋艦 川内 昭和３年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-762

軽巡洋艦 川内 昭和３年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-763

軽巡洋艦 川内 昭和４年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-764

軽巡洋艦 川内 昭和４年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-765

軽巡洋艦 川内 昭和４年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-766

軽巡洋艦 川内 昭和４年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-767

軽巡洋艦 川内 昭和５年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-768

軽巡洋艦 川内 昭和５年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-769

軽巡洋艦 川内 昭和５年７月１日～９月２７日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-770

軽巡洋艦 川内 昭和５年９月２８日～１２月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-771

軽巡洋艦 川内 昭和６年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-772

軽巡洋艦 川内 昭和６年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-773

軽巡洋艦 川内 昭和６年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-774

軽巡洋艦 川内 昭和６年１０月１日～７年１月１１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-775

軽巡洋艦 川内 昭和７年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-776

軽巡洋艦 川内 昭和７年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-777

軽巡洋艦 川内 昭和７年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-778

軽巡洋艦 川内 昭和８年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-779

軽巡洋艦 川内 昭和８年４月１日～５月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-780

軽巡洋艦 川内 昭和８年６月１日～８月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-781

軽巡洋艦 川内 昭和８年９月１日～１０月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-782

軽巡洋艦 川内 昭和８年１１月１日～９年１月

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-783

軽巡洋艦 川内 昭和９年１１月９日～１０年１月

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-784

軽巡洋艦 川内 昭和１０年２月１日～５月１１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-785

軽巡洋艦 川内 昭和１０年５月１２日～８月１０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-786

軽巡洋艦 川内 昭和１０年８月１１日～１１月１４日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-787

軽巡洋艦 川内 昭和１０年１１月１５日～１１年２月１５日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-788

軽巡洋艦 川内 昭和１１年２月１６日～４月３０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-789

軽巡洋艦 川内 昭和１１年５月１日～７月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-790

軽巡洋艦 川内 昭和１１年８月１日～１０月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-791

軽巡洋艦 川内 昭和１１年１１月１日～１２年１月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-792

軽巡洋艦 川内 昭和１２年２月１日～４月３０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-793

軽巡洋艦 川内 昭和１２年５月１日～５月３０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-794

軽巡洋艦 川内 昭和１２年６月１日～６月３０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-795

軽巡洋艦 川内 昭和１２年７月１日～７月３１日

軽巡洋艦 川内

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-796

軽巡洋艦 川内 昭和１２年８月１日～８月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-797

軽巡洋艦 川内 昭和１２年９月１日～９月３０日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-798

軽巡洋艦 川内 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 川内

②戦史-航泊日誌-799

軽巡洋艦 神通 昭和９年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 神通

②戦史-航泊日誌-800

軽巡洋艦 神通 昭和９年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 神通

②戦史-航泊日誌-801

軽巡洋艦 神通 昭和９年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 神通

②戦史-航泊日誌-802

軽巡洋艦 神通 昭和９年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 神通

②戦史-航泊日誌-803

軽巡洋艦 神通 昭和１０年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 神通

②戦史-航泊日誌-804

軽巡洋艦 神通 昭和１０年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 神通

②戦史-航泊日誌-805

軽巡洋艦 神通 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 神通

②戦史-航泊日誌-806

軽巡洋艦 神通 昭和１１年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 神通

②戦史-航泊日誌-807

軽巡洋艦 神通 昭和１１年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 神通

②戦史-航泊日誌-808

軽巡洋艦 夕張 昭和１０年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 夕張

②戦史-航泊日誌-809

軽巡洋艦 夕張 昭和１０年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 夕張

②戦史-航泊日誌-810

軽巡洋艦 夕張 昭和１０年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 夕張

②戦史-航泊日誌-811

軽巡洋艦 夕張 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 夕張

②戦史-航泊日誌-812

軽巡洋艦 夕張 昭和１１年１月１日～２月２９日

軽巡洋艦 夕張

②戦史-航泊日誌-813

軽巡洋艦 夕張 昭和１１年３月１日～３月３１日

軽巡洋艦 夕張

②戦史-航泊日誌-814

軽巡洋艦 夕張 昭和１１年４月１日～４月３０日

軽巡洋艦 夕張

②戦史-航泊日誌-815

軽巡洋艦 夕張 昭和１１年５月１日～５月３１日

軽巡洋艦 夕張

②戦史-航泊日誌-816

軽巡洋艦 夕張 昭和１１年６月１日～６月３０日

軽巡洋艦 夕張

②戦史-航泊日誌-817

軽巡洋艦 夕張 昭和１１年７月１日～７月３１日

軽巡洋艦 夕張

②戦史-航泊日誌-818

軽巡洋艦 夕張 昭和１１年８月１日～８月３１日

軽巡洋艦 夕張

②戦史-航泊日誌-819

軽巡洋艦 夕張 昭和１１年９月１日～９月３０日

軽巡洋艦 夕張

②戦史-航泊日誌-820

軽巡洋艦 夕張 昭和１１年１０月１日～１０月３１日

軽巡洋艦 夕張

②戦史-航泊日誌-821

軽巡洋艦 夕張 昭和１１年１１月１日～１１月３０日

軽巡洋艦 夕張

②戦史-航泊日誌-822

軽巡洋艦 夕張 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 夕張

②戦史-航泊日誌-823

軽巡洋艦 八雲 昭和１０年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 八雲

②戦史-航泊日誌-824

軽巡洋艦 八雲 昭和１０年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 八雲

②戦史-航泊日誌-825

軽巡洋艦 八雲 昭和１０年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 八雲

②戦史-航泊日誌-826

軽巡洋艦 八雲 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 八雲

②戦史-航泊日誌-827

軽巡洋艦 八雲 昭和１１年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 八雲

②戦史-航泊日誌-828

軽巡洋艦 八雲 昭和１１年４月１日～４月３０日

軽巡洋艦 八雲

②戦史-航泊日誌-829

軽巡洋艦 八雲 昭和１１年５月１日～５月３１日

軽巡洋艦 八雲

②戦史-航泊日誌-830

軽巡洋艦 八雲 昭和１１年６月１日～６月３０日

軽巡洋艦 八雲

②戦史-航泊日誌-831

軽巡洋艦 八雲 昭和１１年７月１日～７月３１日

軽巡洋艦 八雲

②戦史-航泊日誌-832

軽巡洋艦 八雲 昭和１１年８月１日～８月３１日

軽巡洋艦 八雲

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-833

軽巡洋艦 八雲 昭和１１年９月１日～９月３０日

軽巡洋艦 八雲

②戦史-航泊日誌-834

軽巡洋艦 八雲 昭和１１年１０月１日～１０月３１日

軽巡洋艦 八雲

②戦史-航泊日誌-835

軽巡洋艦 八雲 昭和１１年１１月１日～１１月２４日

軽巡洋艦 八雲

②戦史-航泊日誌-836

軽巡洋艦 出雲 昭和２年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-837

軽巡洋艦 出雲 昭和２年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-838

軽巡洋艦 出雲 昭和２年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-839

軽巡洋艦 出雲 昭和２年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-840

軽巡洋艦 出雲 昭和３年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-841

軽巡洋艦 出雲 昭和３年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-842

軽巡洋艦 出雲 昭和３年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-843

軽巡洋艦 出雲 昭和３年１０月１日～１２月２９日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-844

軽巡洋艦 出雲 昭和３年３月２７日～５月３日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-845

軽巡洋艦 出雲 昭和３年１２月３０日～４年３月３１日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-846

軽巡洋艦 出雲 昭和４年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-847

軽巡洋艦 出雲 昭和４年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-848

軽巡洋艦 出雲 昭和４年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-849

軽巡洋艦 出雲 昭和５年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-850

軽巡洋艦 出雲 昭和５年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-851

軽巡洋艦 出雲 昭和５年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-852

軽巡洋艦 出雲 昭和５年１０月１日～１１月３０日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-853

軽巡洋艦 出雲 昭和５年１２月１日～６年２月２８日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-854

軽巡洋艦 出雲 昭和６年３月１日～５月３１日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-855

軽巡洋艦 出雲 昭和６年６月１日～６月３０日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-856

軽巡洋艦 出雲 昭和６年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-857

軽巡洋艦 出雲 昭和６年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-858

軽巡洋艦 出雲 昭和７年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-859

軽巡洋艦 出雲 昭和７年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-860

軽巡洋艦 出雲 昭和７年７月１日～９月２６日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-861

軽巡洋艦 出雲 昭和７年９月２６日～１２月３１日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-862

軽巡洋艦 出雲 昭和８年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-863

軽巡洋艦 出雲 昭和８年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-864

軽巡洋艦 出雲 昭和８年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-865

軽巡洋艦 出雲 昭和８年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-866

軽巡洋艦 出雲 昭和９年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-867

軽巡洋艦 出雲 昭和９年４月１日～６月２２日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-868

軽巡洋艦 出雲 昭和９年６月２３日～９月１６日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-869

軽巡洋艦 出雲 昭和９年９月１７日～１１月３０日

軽巡洋艦 出雲

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-870

軽巡洋艦 出雲 昭和９年１２月１日～１０年２月２４日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-871

軽巡洋艦 出雲 昭和１０年２月２５日～５月３１日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-872

軽巡洋艦 出雲 昭和１０年６月１日～９月８日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-873

軽巡洋艦 出雲 昭和１０年１２月１７日～１１年３月２２日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-874

軽巡洋艦 出雲 昭和１１年３月２３日～６月１１日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-875

軽巡洋艦 出雲 昭和１１年６月１２日～８月３０日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-876

軽巡洋艦 出雲 昭和１１年８月３１日～１１月３０日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-877

軽巡洋艦 出雲 昭和１１年１１月３０日～１２年２月１９日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-878

軽巡洋艦 出雲 昭和１２年２月２０日～５月１９日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-879

軽巡洋艦 出雲 昭和１２年５月２０日～６月１９日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-880

軽巡洋艦 出雲 昭和１２年６月２０日～７月１９日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-881

軽巡洋艦 出雲 昭和１２年７月２０日～８月１９日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-882

軽巡洋艦 出雲 昭和１２年８月２０日～９月１９日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-883

軽巡洋艦 出雲 昭和１２年９月２０日～１０月２１日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-884

軽巡洋艦 出雲 昭和１２年１０月２２日～１１月２２日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-885

軽巡洋艦 出雲 昭和１２年１１月２３日～１２月３１日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-886

軽巡洋艦 出雲 昭和１３年１月１日～１月３１日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-887

軽巡洋艦 出雲 昭和１３年２月１日～２月２８日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-888

軽巡洋艦 出雲 昭和１３年３月１日～３月３１日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-889

軽巡洋艦 出雲 昭和１３年４月１日～４月３０日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-890

軽巡洋艦 出雲 昭和１３年５月１日～５月３１日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-891

軽巡洋艦 出雲 昭和１３年６月１日～６月３０日

軽巡洋艦 出雲

②戦史-航泊日誌-892

軽巡洋艦 磐手 昭和４年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 磐手

②戦史-航泊日誌-893

軽巡洋艦 磐手 昭和５年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 磐手

②戦史-航泊日誌-894

軽巡洋艦 磐手 昭和５年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 磐手

②戦史-航泊日誌-895

軽巡洋艦 磐手 昭和５年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 磐手

②戦史-航泊日誌-896

軽巡洋艦 磐手 昭和５年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 磐手

②戦史-航泊日誌-897

軽巡洋艦 磐手 昭和６年１月１日～３月３１日

軽巡洋艦 磐手

②戦史-航泊日誌-898

軽巡洋艦 磐手 昭和６年４月１日～６月３０日

軽巡洋艦 磐手

②戦史-航泊日誌-899

軽巡洋艦 磐手 昭和６年７月１日～９月３０日

軽巡洋艦 磐手

②戦史-航泊日誌-900

軽巡洋艦 磐手 昭和６年１０月１日～１２月３１日

軽巡洋艦 磐手

②戦史-航泊日誌-901

水上機母艦 能登呂 昭和１０年１２月７日～１１年３月１４日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-902

水上機母艦 能登呂 昭和１１年３月１５日～５月３１日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-903

水上機母艦 能登呂 昭和１１年６月１日～８月３１日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-904

水上機母艦 能登呂 昭和１１年９月１日～１１月３０日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-905

水上機母艦 能登呂 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-906

水上機母艦 能登呂 昭和１２年１月１日～１月３１日

水上機母艦 能登呂

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-907

水上機母艦 能登呂 昭和１２年２月１日～２月２８日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-908

水上機母艦 能登呂 昭和１２年３月１日～３月２９日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-909

水上機母艦 能登呂 昭和１２年３月３０日～６月２７日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-910

水上機母艦 能登呂 昭和１２年６月２８日～９月３０日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-911

水上機母艦 能登呂 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-912

水上機母艦 能登呂 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-913

水上機母艦 能登呂 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-914

水上機母艦 能登呂 昭和１３年１月１日～１月３１日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-915

水上機母艦 能登呂 昭和１３年２月１日～２月２８日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-916

水上機母艦 能登呂 昭和１３年３月１日～３月３１日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-917

水上機母艦 能登呂 昭和１３年４月１日～４月３０日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-918

水上機母艦 能登呂 昭和１３年５月１日～５月３１日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-919

水上機母艦 能登呂 昭和１３年６月１日～６月３０日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-920

水上機母艦 能登呂 昭和１３年７月１日～７月３１日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-921

水上機母艦 能登呂 昭和１３年８月１日～８月３１日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-922

水上機母艦 能登呂 昭和１３年９月１日～９月３０日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-923

水上機母艦 能登呂 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-924

水上機母艦 能登呂 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-925

水上機母艦 能登呂 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-926

水上機母艦 能登呂 昭和１４年１月１日～１月３１日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-927

水上機母艦 能登呂 昭和１４年２月１日～２月２８日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-928

水上機母艦 能登呂 昭和１４年３月１日～３月３１日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-929

水上機母艦 能登呂 昭和１４年４月１日～４月３０日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-930

水上機母艦 能登呂 昭和１４年５月１日～５月３１日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-931

水上機母艦 能登呂 昭和１４年６月１日～６月３０日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-932

水上機母艦 能登呂 昭和１４年７月１日～７月３１日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-933

水上機母艦 能登呂 昭和１４年８月１日～８月３１日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-934

水上機母艦 能登呂 昭和１４年９月１日～９月３０日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-935

水上機母艦 能登呂 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-936

水上機母艦 能登呂 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-937

水上機母艦 能登呂 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

水上機母艦 能登呂

②戦史-航泊日誌-938

水上機母艦 神威 昭和１１年２月１日～４月３０日

水上機母艦 神威

②戦史-航泊日誌-939

水上機母艦 神威 昭和１１年５月１日～５月３１日

水上機母艦 神威

②戦史-航泊日誌-940

水上機母艦 神威 昭和１１年６月１日～６月３０日

水上機母艦 神威

②戦史-航泊日誌-941

水上機母艦 神威 昭和１１年７月１日～７月３１日

水上機母艦 神威

②戦史-航泊日誌-942

水上機母艦 神威 昭和１１年８月１日～８月３１日

水上機母艦 神威

②戦史-航泊日誌-943

水上機母艦 神威 昭和１１年９月１日～９月３０日

水上機母艦 神威

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-944

水上機母艦 神威 昭和１１年１０月１日～１０月３１日

水上機母艦 神威

②戦史-航泊日誌-945

水上機母艦 神威 昭和１１年１１月１日～１１月３０日

水上機母艦 神威

②戦史-航泊日誌-946

水上機母艦 神威 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

水上機母艦 神威

②戦史-航泊日誌-947

水上機母艦 神威 昭和１２年１月１日～１月３１日

水上機母艦 神威

②戦史-航泊日誌-948

水上機母艦 神威 昭和１２年２月１日～２月２８日

水上機母艦 神威

②戦史-航泊日誌-949

水上機母艦 神威 昭和１２年３月１日～３月３１日

水上機母艦 神威

②戦史-航泊日誌-950

水上機母艦 神威 昭和１２年４月１日～４月３０日

水上機母艦 神威

②戦史-航泊日誌-951

水上機母艦 神威 昭和１２年５月１日～５月３１日

水上機母艦 神威

②戦史-航泊日誌-952

水上機母艦 神威 昭和１２年６月１日～６月３０日

水上機母艦 神威

②戦史-航泊日誌-953

水上機母艦 神威 昭和１２年７月１日～７月３１日

水上機母艦 神威

②戦史-航泊日誌-954

水上機母艦 神威 昭和１２年８月１日～８月３１日

水上機母艦 神威

②戦史-航泊日誌-955

水上機母艦 神威 昭和１２年９月１日～９月３０日

水上機母艦 神威

②戦史-航泊日誌-956

水上機母艦 神威 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

水上機母艦 神威

②戦史-航泊日誌-957

水上機母艦 神威 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

水上機母艦 神威

②戦史-航泊日誌-958

水上機母艦 神威 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

水上機母艦 神威

②戦史-航泊日誌-959

潜水母艦 長鯨 昭和８年１１月１日～９年２月４日

潜水母艦 長鯨

②戦史-航泊日誌-960

潜水母艦 長鯨 昭和９年２月５日～５月１３日

潜水母艦 長鯨

②戦史-航泊日誌-961

潜水母艦 長鯨 昭和９年５月１５日～８月１９日

潜水母艦 長鯨

②戦史-航泊日誌-962

潜水母艦 長鯨 昭和９年８月２０日～１１月３０日

潜水母艦 長鯨

②戦史-航泊日誌-963

潜水母艦 長鯨 昭和９年１２月１日～１０年３月１３日

潜水母艦 長鯨

②戦史-航泊日誌-964

潜水母艦 長鯨 昭和１０年３月１４日～６月２３日

潜水母艦 長鯨

②戦史-航泊日誌-965

潜水母艦 長鯨 昭和１０年６月２４日～９月２９日

潜水母艦 長鯨

②戦史-航泊日誌-966

潜水母艦 長鯨 昭和１０年９月３０日～１２月３１日

潜水母艦 長鯨

②戦史-航泊日誌-967

潜水母艦 長鯨 昭和１２年１月１日～３月３１日

潜水母艦 長鯨

②戦史-航泊日誌-968

潜水母艦 長鯨 昭和１２年４月１日～６月３０日

潜水母艦 長鯨

②戦史-航泊日誌-969

潜水母艦 長鯨 昭和１２年７月１日～７月３１日

潜水母艦 長鯨

②戦史-航泊日誌-970

潜水母艦 長鯨 昭和１２年８月１日～８月３１日

潜水母艦 長鯨

②戦史-航泊日誌-971

潜水母艦 長鯨 昭和１２年９月１日～９月３０日

潜水母艦 長鯨

②戦史-航泊日誌-972

潜水母艦 長鯨 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

潜水母艦 長鯨

②戦史-航泊日誌-973

潜水母艦 長鯨 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

潜水母艦 長鯨

②戦史-航泊日誌-974

潜水母艦 長鯨 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

潜水母艦 長鯨

②戦史-航泊日誌-975

潜水母艦 駒橋 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-976

潜水母艦 駒橋 昭和９年３月１日～５月３１日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-977

潜水母艦 駒橋 昭和９年６月１日～８月３１日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-978

潜水母艦 駒橋 昭和９年９月１日～１１月３０日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-979

潜水母艦 駒橋 昭和９年１２月２日～１０年２月２８日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-980

潜水母艦 駒橋 昭和１０年３月１日～５月３１日

潜水母艦 駒橋

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-981

潜水母艦 駒橋 昭和１０年６月１日～８月３１日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-982

潜水母艦 駒橋 昭和１０年９月１日～１１月３０日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-983

潜水母艦 駒橋 昭和１０年１２月１日～１１年２月２９日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-984

潜水母艦 駒橋 昭和１１年３月１日～５月３１日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-985

潜水母艦 駒橋 昭和１１年６月１日～６月３０日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-986

潜水母艦 駒橋 昭和１１年７月１日～７月３１日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-987

潜水母艦 駒橋 昭和１１年８月１日～８月３０日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-988

潜水母艦 駒橋 昭和１１年９月１日～９月３０日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-989

潜水母艦 駒橋 昭和１１年１０月１日～１０月３１日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-990

潜水母艦 駒橋 昭和１１年１１月１日～１１月３０日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-991

潜水母艦 駒橋 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-992

潜水母艦 駒橋 昭和１２年１月１日～１月３１日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-993

潜水母艦 駒橋 昭和１２年２月１日～２月２８日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-994

潜水母艦 駒橋 昭和１２年３月１日～３月３１日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-995

潜水母艦 駒橋 昭和１２年４月１日～４月３０日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-996

潜水母艦 駒橋 昭和１２年５月１日～５月３１日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-997

潜水母艦 駒橋 昭和１２年６月１日～６月３０日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-998

潜水母艦 駒橋 昭和１２年７月１日～７月３１日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-999

潜水母艦 駒橋 昭和１２年８月１日～８月３１日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-1000

潜水母艦 駒橋 昭和１２年９月１日～１０月３１日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-1001

潜水母艦 駒橋 昭和１２年１１月１日～１３年１月３１日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-1002

潜水母艦 駒橋 昭和１３年２月１日～２月２８日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-1003

潜水母艦 駒橋 昭和１３年３月１日～３月３１日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-1004

潜水母艦 駒橋 昭和１３年４月１日～４月３０日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-1005

潜水母艦 駒橋 昭和１３年５月１日～５月３１日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-1006

潜水母艦 駒橋 昭和１３年６月１日～６月３０日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-1007

潜水母艦 駒橋 昭和１３年７月１日～７月３１日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-1008

潜水母艦 駒橋 昭和１３年８月１日～８月３１日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-1009

潜水母艦 駒橋 昭和１３年９月１日～９月３０日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-1010

潜水母艦 駒橋 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-1011

潜水母艦 駒橋 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-1012

潜水母艦 駒橋 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

潜水母艦 駒橋

②戦史-航泊日誌-1013

敷設艦 常磐 昭和８年９月１日～１１月３０日

敷設艦 常磐

②戦史-航泊日誌-1014

敷設艦 勝力 昭和５年１月１日～３月３１日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1015

敷設艦 勝力 昭和５年４月１日～６月３０日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1016

敷設艦 勝力 昭和５年７月１日～９月３０日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1017

敷設艦 勝力 昭和５年１０月１日～１２月３１日

敷設艦 勝力

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1018

敷設艦 勝力 昭和６年１月１日～３月３１日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1019

敷設艦 勝力 昭和６年４月１日～６月３０日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1020

敷設艦 勝力 昭和６年７月１日～９月３０日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1021

敷設艦 勝力 昭和６年１０月１日～１２月３１日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1022

敷設艦 勝力 昭和７年１月１日～３月３１日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1023

敷設艦 勝力 昭和７年４月１日～６月３０日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1024

敷設艦 勝力 昭和７年７月１日～９月３０日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1025

敷設艦 勝力 昭和７年１０月１日～１２月３１日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1026

敷設艦 勝力 昭和８年１月１日～３月３１日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1027

敷設艦 勝力 昭和８年４月１日～６月３０日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1028

敷設艦 勝力 昭和８年７月１日～９月３０日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1029

敷設艦 勝力 昭和８年１０月１日～１２月３１日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1030

敷設艦 勝力 昭和９年１月１日～４月９日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1031

敷設艦 勝力 昭和９年４月１０日～６月３０日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1032

敷設艦 勝力 昭和９年７月１日～９月３０日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1033

敷設艦 勝力 昭和９年１０月１日～１２月３１日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1034

敷設艦 勝力 昭和１０年１月１日～３月３１日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1035

敷設艦 勝力 昭和１０年４月１日～６月３０日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1036

敷設艦 勝力 昭和１０年７月１日～９月３０日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1037

敷設艦 勝力 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1038

敷設艦 勝力 昭和１１年７月１日～７月３１日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1039

敷設艦 勝力 昭和１１年８月１日～８月３１日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1040

敷設艦 勝力 昭和１１年９月１日～９月３０日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1041

敷設艦 勝力 昭和１１年１０月１日～１０月３１日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1042

敷設艦 勝力 昭和１１年１１月１日～１１月３０日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1043

敷設艦 勝力 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1044

敷設艦 勝力 昭和１２年１月１日～３月３１日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1045

敷設艦 勝力 昭和１２年４月１日～４月３０日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1046

敷設艦 勝力 昭和１２年５月１日～７月３１日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1047

敷設艦 勝力 昭和１２年８月１日～８月３１日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1048

敷設艦 勝力 昭和１２年９月１日～９月３０日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1049

敷設艦 勝力 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1050

敷設艦 勝力 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1051

敷設艦 勝力 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

敷設艦 勝力

②戦史-航泊日誌-1052

敷設艦 白鷹 昭和４年４月９日～６月３０日

敷設艦 白鷹

②戦史-航泊日誌-1053

敷設艦 白鷹 昭和９年３月１日～５月３１日

敷設艦 白鷹

②戦史-航泊日誌-1054

敷設艦 白鷹 昭和９年６月１日～８月３１日

敷設艦 白鷹

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1055

敷設艦 白鷹 昭和９年９月１日～１１月３０日

敷設艦 白鷹

②戦史-航泊日誌-1056

敷設艦 白鷹 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

敷設艦 白鷹

②戦史-航泊日誌-1057

駆逐艦 峯風 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1058

駆逐艦 峯風 昭和９年７月１日～９月３０日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1059

駆逐艦 峯風 昭和９年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1060

駆逐艦 峯風 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1061

駆逐艦 峯風 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1062

駆逐艦 峯風 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1063

駆逐艦 峯風 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1064

駆逐艦 峯風 昭和１１年１月１日～１月３１日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1065

駆逐艦 峯風 昭和１１年２月１日～２月２９日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1066

駆逐艦 峯風 昭和１１年３月１日～３月３１日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1067

駆逐艦 峯風 昭和１１年４月１日～４月３０日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1068

駆逐艦 峯風 昭和１１年５月１日～５月３１日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1069

駆逐艦 峯風 昭和１１年６月１日～８月３１日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1070

駆逐艦 峯風 昭和１１年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1071

駆逐艦 峯風 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1072

駆逐艦 峯風 昭和１２年１月１日～１月３１日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1073

駆逐艦 峯風 昭和１２年２月１日～２月２８日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1074

駆逐艦 峯風 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1075

駆逐艦 峯風 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1076

駆逐艦 峯風 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1077

駆逐艦 峯風 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 峯風

②戦史-航泊日誌-1078

駆逐艦 澤風 大正１４年１月～３月

駆逐艦 澤風

②戦史-航泊日誌-1079

駆逐艦 沖風 大正１５年３月～５月

駆逐艦 沖風

②戦史-航泊日誌-1080

駆逐艦 沖風 大正１５年６月～８月

駆逐艦 沖風

②戦史-航泊日誌-1081

駆逐艦 沖風 大正１５年９月～１１月

駆逐艦 沖風

②戦史-航泊日誌-1082

駆逐艦 沖風 大正１５年１２月～昭和２年２月

駆逐艦 沖風

②戦史-航泊日誌-1083

駆逐艦 沖風 昭和５年６月～９月

駆逐艦 沖風

②戦史-航泊日誌-1084

駆逐艦 沖風 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 沖風

②戦史-航泊日誌-1085

駆逐艦 沖風 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 沖風

②戦史-航泊日誌-1086

駆逐艦 沖風 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 沖風

②戦史-航泊日誌-1087

駆逐艦 沖風 昭和１０年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 沖風

②戦史-航泊日誌-1088

駆逐艦 沖風 昭和１０年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 沖風

②戦史-航泊日誌-1089

駆逐艦 沖風 昭和１０年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 沖風

②戦史-航泊日誌-1090

駆逐艦 夕風 昭和１１年１月１日～３月３１日

駆逐艦 夕風

②戦史-航泊日誌-1091

駆逐艦 太力風 昭和１２年３月１日～５月３１日

駆逐艦 太力風

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1092

駆逐艦 太力風 昭和１２年６月１日～６月３１日

駆逐艦 太力風

②戦史-航泊日誌-1093

駆逐艦 太力風 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 太力風

②戦史-航泊日誌-1094

駆逐艦 太力風 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 太力風

②戦史-航泊日誌-1095

駆逐艦 太力風 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 太力風

②戦史-航泊日誌-1096

駆逐艦 太力風 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 太力風

②戦史-航泊日誌-1097

駆逐艦 太力風 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 太力風

②戦史-航泊日誌-1098

駆逐艦 太力風 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 太力風

②戦史-航泊日誌-1099

駆逐艦 帆風 昭和２年３月１日～５月３１日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1100

駆逐艦 帆風 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1101

駆逐艦 帆風 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1102

駆逐艦 帆風 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1103

駆逐艦 帆風 昭和１１年１月１日～３月３１日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1104

駆逐艦 帆風 昭和１１年４月１日～６月３０日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1105

駆逐艦 帆風 昭和１１年７月１日～９月３０日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1106

駆逐艦 帆風 昭和１１年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1107

駆逐艦 帆風 昭和１２年１月１日～３月３０日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1108

駆逐艦 帆風 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1109

駆逐艦 帆風 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1110

駆逐艦 帆風 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1111

駆逐艦 帆風 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1112

駆逐艦 帆風 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1113

駆逐艦 帆風 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1114

駆逐艦 帆風 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1115

駆逐艦 帆風 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1116

駆逐艦 帆風 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1117

駆逐艦 帆風 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1118

駆逐艦 帆風 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1119

駆逐艦 帆風 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1120

駆逐艦 帆風 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1121

駆逐艦 帆風 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1122

駆逐艦 帆風 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1123

駆逐艦 帆風 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1124

駆逐艦 帆風 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1125

駆逐艦 帆風 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1126

駆逐艦 帆風 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1127

駆逐艦 帆風 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 帆風

②戦史-航泊日誌-1128

駆逐艦 野風 大正１１年５月２０日～８月２３日

駆逐艦 野風

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1129

駆逐艦 野風 大正１１年８月２４日～１１月２８日

駆逐艦 野風

②戦史-航泊日誌-1130

駆逐艦 野風 大正１１年１１月２９日～１２年２月２８日

駆逐艦 野風

②戦史-航泊日誌-1131

駆逐艦 野風 大正１５年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 野風

②戦史-航泊日誌-1132

駆逐艦 沼風 昭和９年１１月１日～１０年１月３１日

駆逐艦 沼風

②戦史-航泊日誌-1133

駆逐艦 沼風 昭和１０年２月１日～４月３０日

駆逐艦 沼風

②戦史-航泊日誌-1134

駆逐艦 沼風 昭和１０年５月１日～７月３１日

駆逐艦 沼風

②戦史-航泊日誌-1135

駆逐艦 沼風 昭和１０年８月１日～１０月３１日

駆逐艦 沼風

②戦史-航泊日誌-1136

駆逐艦 沼風 昭和１０年１１月１日～１１年１月３１日

駆逐艦 沼風

②戦史-航泊日誌-1137

駆逐艦 沼風 昭和１１年２月１日～４月３０日

駆逐艦 沼風

②戦史-航泊日誌-1138

駆逐艦 沼風 昭和１１年５月１日～７月３１日

駆逐艦 沼風

②戦史-航泊日誌-1139

駆逐艦 沼風 昭和１１年８月１日～１０月３１日

駆逐艦 沼風

②戦史-航泊日誌-1140

駆逐艦 沼風 昭和１１年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 沼風

②戦史-航泊日誌-1141

駆逐艦 沼風 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 沼風

②戦史-航泊日誌-1142

駆逐艦 沼風 昭和１２年１月１日～１月３１日

駆逐艦 沼風

②戦史-航泊日誌-1143

駆逐艦 沼風 昭和１２年２月１日～４月３０日

駆逐艦 沼風

②戦史-航泊日誌-1144

駆逐艦 沼風 昭和１２年５月１日～７月３１日

駆逐艦 沼風

②戦史-航泊日誌-1145

駆逐艦 沼風 昭和１２年８月１日～１０月３１日

駆逐艦 沼風

②戦史-航泊日誌-1146

駆逐艦 沼風 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 沼風

②戦史-航泊日誌-1147

駆逐艦 沼風 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 沼風

②戦史-航泊日誌-1148

駆逐艦 神風 昭和１２年４月１日～５月３１日

駆逐艦 神風

②戦史-航泊日誌-1149

駆逐艦 神風 昭和１２年６月１日～７月３１日

駆逐艦 神風

②戦史-航泊日誌-1150

駆逐艦 神風 昭和１２年８月１日～９月３０日

駆逐艦 神風

②戦史-航泊日誌-1151

駆逐艦 神風 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 神風

②戦史-航泊日誌-1152

駆逐艦 神風 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 神風

②戦史-航泊日誌-1153

駆逐艦 神風 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 神風

②戦史-航泊日誌-1154

駆逐艦 朝風 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 朝風

②戦史-航泊日誌-1155

駆逐艦 朝風 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 朝風

②戦史-航泊日誌-1156

駆逐艦 朝風 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 朝風

②戦史-航泊日誌-1157

駆逐艦 朝風 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 朝風

②戦史-航泊日誌-1158

駆逐艦 朝風 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 朝風

②戦史-航泊日誌-1159

駆逐艦 朝風 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 朝風

②戦史-航泊日誌-1160

駆逐艦 朝風 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 朝風

②戦史-航泊日誌-1161

駆逐艦 春風 昭和８年５月２０日～８月２５日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1162

駆逐艦 春風 昭和８年８月２６日～１１月１４日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1163

駆逐艦 春風 昭和８年１１月１５日～９年２月１７日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1164

駆逐艦 春風 昭和９年２月１８日～５月２０日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1165

駆逐艦 春風 昭和９年５月２１日～８月３０日

駆逐艦 春風

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1166

駆逐艦 春風 昭和９年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1167

駆逐艦 春風 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1168

駆逐艦 春風 昭和１０年３月１日～５月３１日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1169

駆逐艦 春風 昭和１０年６月１日～８月２９日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1170

駆逐艦 春風 昭和１０年８月３０日～１１月３０日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1171

駆逐艦 春風 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1172

駆逐艦 春風 昭和１２年６月１日～８月３１日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1173

駆逐艦 春風 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1174

駆逐艦 春風 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1175

駆逐艦 春風 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1176

駆逐艦 春風 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1177

駆逐艦 春風 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1178

駆逐艦 春風 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1179

駆逐艦 春風 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1180

駆逐艦 春風 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1181

駆逐艦 春風 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1182

駆逐艦 春風 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1183

駆逐艦 春風 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1184

駆逐艦 春風 昭和１３年８月１日～９月１日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1185

駆逐艦 春風 昭和１３年９月２日～９月３０日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1186

駆逐艦 春風 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1187

駆逐艦 春風 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1188

駆逐艦 春風 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 春風

②戦史-航泊日誌-1189

駆逐艦 松風 昭和８年１２月１日～９年３月１０日

駆逐艦 松風

②戦史-航泊日誌-1190

駆逐艦 松風 昭和９年３月１１日～５月３１日

駆逐艦 松風

②戦史-航泊日誌-1191

駆逐艦 松風 昭和９年６月１日～８月３１日

駆逐艦 松風

②戦史-航泊日誌-1192

駆逐艦 松風 昭和９年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 松風

②戦史-航泊日誌-1193

駆逐艦 松風 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

駆逐艦 松風

②戦史-航泊日誌-1194

駆逐艦 松風 昭和１０年３月１日～５月３１日

駆逐艦 松風

②戦史-航泊日誌-1195

駆逐艦 松風 昭和１０年６月１日～８月３１日

駆逐艦 松風

②戦史-航泊日誌-1196

駆逐艦 松風 昭和１０年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 松風

②戦史-航泊日誌-1197

駆逐艦 松風 昭和１０年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 松風

②戦史-航泊日誌-1198

駆逐艦 松風 昭和１２年５月１日～７月３１日

駆逐艦 松風

②戦史-航泊日誌-1199

駆逐艦 松風 昭和１２年８月１日～９月３０日

駆逐艦 松風

②戦史-航泊日誌-1200

駆逐艦 松風 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 松風

②戦史-航泊日誌-1201

駆逐艦 松風 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 松風

②戦史-航泊日誌-1202

駆逐艦 旗風 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 旗風

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1203

駆逐艦 旗風 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 旗風

②戦史-航泊日誌-1204

駆逐艦 旗風 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 旗風

②戦史-航泊日誌-1205

駆逐艦 旗風 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 旗風

②戦史-航泊日誌-1206

駆逐艦 追風 昭和８年６月～８月

駆逐艦 追風

②戦史-航泊日誌-1207

駆逐艦 追風 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

駆逐艦 追風

②戦史-航泊日誌-1208

駆逐艦 追風 昭和１０年２月１日～４月３０日

駆逐艦 追風

②戦史-航泊日誌-1209

駆逐艦 追風 昭和１０年５月１日～７月３１日

駆逐艦 追風

②戦史-航泊日誌-1210

駆逐艦 追風 昭和１０年８月１日～１０月３１日

駆逐艦 追風

②戦史-航泊日誌-1211

駆逐艦 朝凪 昭和３年１２月１日～４月２日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1212

駆逐艦 朝凪 昭和７年１月～３月

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1213

駆逐艦 朝凪 昭和７年４月～６月

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1214

駆逐艦 朝凪 昭和７年７月～９月

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1215

駆逐艦 朝凪 昭和７年１０月～１２月

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1216

駆逐艦 朝凪 昭和８年１月１日～３月３１日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1217

駆逐艦 朝凪 昭和８年４月１日～６月３０日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1218

駆逐艦 朝凪 昭和８年７月～９月

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1219

駆逐艦 朝凪 昭和８年１０月～１２月

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1220

駆逐艦 朝凪 昭和９年１月１日～３月３１日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1221

駆逐艦 朝凪 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1222

駆逐艦 朝凪 昭和９年７月１日～９月３０日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1223

駆逐艦 朝凪 昭和９年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1224

駆逐艦 朝凪 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1225

駆逐艦 朝凪 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1226

駆逐艦 朝凪 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1227

駆逐艦 朝凪 昭和１０年１０月１日～１１月１９日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1228

駆逐艦 朝凪 昭和１１年１月１０日～３月３０日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1229

駆逐艦 朝凪 昭和１１年４月１日～５月３１日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1230

駆逐艦 朝凪 昭和１１年６月１日～８月３１日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1231

駆逐艦 朝凪 昭和１１年９月１日～９月３０日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1232

駆逐艦 朝凪 昭和１１年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1233

駆逐艦 朝凪 昭和１１年１１月１日～１２年１月３１日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1234

駆逐艦 朝凪 昭和１２年２月１日～４月３０日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1235

駆逐艦 朝凪 昭和１２年５月１日～７月３１日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1236

駆逐艦 朝凪 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1237

駆逐艦 朝凪 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1238

駆逐艦 朝凪 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1239

駆逐艦 朝凪 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 朝凪

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1240

駆逐艦 朝凪 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 朝凪

②戦史-航泊日誌-1241

駆逐艦 夕凪 昭和８年８月１日～１０月３１日

駆逐艦 夕凪

②戦史-航泊日誌-1242

駆逐艦 夕凪 昭和８年１１月１日～９年１月３１日

駆逐艦 夕凪

②戦史-航泊日誌-1243

駆逐艦 夕凪 昭和９年２月１日～４月３０日

駆逐艦 夕凪

②戦史-航泊日誌-1244

駆逐艦 夕凪 昭和９年５月１日～７月３１日

駆逐艦 夕凪

②戦史-航泊日誌-1245

駆逐艦 夕凪 昭和９年８月１日～１０月３１日

駆逐艦 夕凪

②戦史-航泊日誌-1246

駆逐艦 夕凪 昭和９年１１月１日～１２月３１日

駆逐艦 夕凪

②戦史-航泊日誌-1247

駆逐艦 如月 昭和８年６月１日～８月３１日

駆逐艦 如月

②戦史-航泊日誌-1248

駆逐艦 如月 昭和８年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 如月

②戦史-航泊日誌-1249

駆逐艦 如月 昭和８年１２月１日～９年１月２８日

駆逐艦 如月

②戦史-航泊日誌-1250

駆逐艦 如月 昭和９年３月１日～５月３１日

駆逐艦 如月

②戦史-航泊日誌-1251

駆逐艦 如月 昭和９年６月１日～８月３１日

駆逐艦 如月

②戦史-航泊日誌-1252

駆逐艦 如月 昭和９年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 如月

②戦史-航泊日誌-1253

駆逐艦 如月 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

駆逐艦 如月

②戦史-航泊日誌-1254

駆逐艦 如月 昭和１０年３月１日～５月３１日

駆逐艦 如月

②戦史-航泊日誌-1255

駆逐艦 如月 昭和１０年６月１日～８月３１日

駆逐艦 如月

②戦史-航泊日誌-1256

駆逐艦 如月 昭和１０年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 如月

②戦史-航泊日誌-1257

駆逐艦 如月 昭和１０年１２月１日～１１年２月２９日

駆逐艦 如月

②戦史-航泊日誌-1258

駆逐艦 彌生 昭和３年１２月１０日～４年３月１７日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1259

駆逐艦 彌生 昭和４年３月８日～６月１２日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1260

駆逐艦 彌生 昭和８年８月１日～１０月２日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1261

駆逐艦 彌生 昭和８年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1262

駆逐艦 彌生 昭和９年１月１日～３月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1263

駆逐艦 彌生 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1264

駆逐艦 彌生 昭和９年７月１日～９月３０日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1265

駆逐艦 彌生 昭和１０年１月９日～４月１０日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1266

駆逐艦 彌生 昭和１０年４月１１日～７月１４日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1267

駆逐艦 彌生 昭和１０年７月１５日～９月２１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1268

駆逐艦 彌生 昭和１１年１月１日～３月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1269

駆逐艦 彌生 昭和１１年４月１日～６月３０日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1270

駆逐艦 彌生 昭和１１年７月１日～７月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1271

駆逐艦 彌生 昭和１１年８月１日～８月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1272

駆逐艦 彌生 昭和１１年９月１日～９月３０日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1273

駆逐艦 彌生 昭和１１年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1274

駆逐艦 彌生 昭和１１年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1275

駆逐艦 彌生 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1276

駆逐艦 彌生 昭和１２年１月１日～１月３１日

駆逐艦 彌生

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1277

駆逐艦 彌生 昭和１２年２月１日～２月２８日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1278

駆逐艦 彌生 昭和１２年３月１日～３月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1279

駆逐艦 彌生 昭和１２年４月１日～４月３０日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1280

駆逐艦 彌生 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1281

駆逐艦 彌生 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1282

駆逐艦 彌生 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1283

駆逐艦 彌生 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1284

駆逐艦 彌生 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1285

駆逐艦 彌生 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1286

駆逐艦 彌生 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1287

駆逐艦 彌生 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1288

駆逐艦 彌生 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1289

駆逐艦 彌生 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1290

駆逐艦 彌生 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1291

駆逐艦 彌生 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1292

駆逐艦 彌生 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1293

駆逐艦 彌生 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1294

駆逐艦 彌生 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1295

駆逐艦 彌生 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1296

駆逐艦 彌生 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1297

駆逐艦 彌生 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1298

駆逐艦 彌生 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1299

駆逐艦 彌生 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1300

駆逐艦 彌生 昭和１４年１月１日～１月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1301

駆逐艦 彌生 昭和１４年２月１日～２月２８日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1302

駆逐艦 彌生 昭和１４年３月１日～３月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1303

駆逐艦 彌生 昭和１４年４月１日～４月３０日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1304

駆逐艦 彌生 昭和１４年５月１日～５月３０日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1305

駆逐艦 彌生 昭和１４年６月１日～６月３０日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1306

駆逐艦 彌生 昭和１４年７月１日～７月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1307

駆逐艦 彌生 昭和１４年８月１日～８月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1308

駆逐艦 彌生 昭和１４年９月１日～９月３０日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1309

駆逐艦 彌生 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1310

駆逐艦 彌生 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1311

駆逐艦 彌生 昭和１４年１２月１０日～１２月３１日

駆逐艦 彌生

②戦史-航泊日誌-1312

駆逐艦 卯月 昭和８年８月１日～１０月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1313

駆逐艦 卯月 昭和８年１１月１日～９年１月３１日

駆逐艦 卯月

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1314

駆逐艦 卯月 昭和９年２月１日～４月３０日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1315

駆逐艦 卯月 昭和９年５月１日～７月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1316

駆逐艦 卯月 昭和９年８月１日～１１月１０日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1317

駆逐艦 卯月 昭和９年１１月１１日～１０年２月２０日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1318

駆逐艦 卯月 昭和１０年２月２１日～５月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1319

駆逐艦 卯月 昭和１０年６月１日～８月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1320

駆逐艦 卯月 昭和１０年９月１日～１２月８日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1321

駆逐艦 卯月 昭和１０年１２月９日～１１年３月１４日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1322

駆逐艦 卯月 昭和１１年３月１５日～６月４日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1323

駆逐艦 卯月 昭和１１年６月４日～８月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1324

駆逐艦 卯月 昭和１１年９月１日～９月３０日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1325

駆逐艦 卯月 昭和１１年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1326

駆逐艦 卯月 昭和１１年１１月１日～１２年２月１０日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1327

駆逐艦 卯月 昭和１２年２月１１日～４月３０日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1328

駆逐艦 卯月 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1329

駆逐艦 卯月 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1330

駆逐艦 卯月 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1331

駆逐艦 卯月 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1332

駆逐艦 卯月 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1333

駆逐艦 卯月 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1334

駆逐艦 卯月 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1335

駆逐艦 卯月 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1336

駆逐艦 卯月 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1337

駆逐艦 卯月 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1338

駆逐艦 卯月 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1339

駆逐艦 卯月 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1340

駆逐艦 卯月 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1341

駆逐艦 卯月 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1342

駆逐艦 卯月 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1343

駆逐艦 卯月 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1344

駆逐艦 卯月 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1345

駆逐艦 卯月 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1346

駆逐艦 卯月 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1347

駆逐艦 卯月 昭和１４年１月１日～１月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1348

駆逐艦 卯月 昭和１４年２月１日～２月２８日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1349

駆逐艦 卯月 昭和１４年３月１日～３月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1350

駆逐艦 卯月 昭和１４年４月１日～４月３０日

駆逐艦 卯月

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1351

駆逐艦 卯月 昭和１４年５月１日～５月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1352

駆逐艦 卯月 昭和１４年６月１日～６月３０日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1353

駆逐艦 卯月 昭和１４年７月１日～７月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1354

駆逐艦 卯月 昭和１４年８月１日～８月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1355

駆逐艦 卯月 昭和１４年９月１日～９月３０日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1356

駆逐艦 卯月 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1357

駆逐艦 卯月 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1358

駆逐艦 卯月 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 卯月

②戦史-航泊日誌-1359

駆逐艦 皐月 昭和６年１２月１日～７年２月２９日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1360

駆逐艦 皐月 昭和７年３月１日～５月３１日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1361

駆逐艦 皐月 昭和７年６月１日～８月３１日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1362

駆逐艦 皐月 昭和７年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1363

駆逐艦 皐月 昭和７年１２月１日～８年２月２８日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1364

駆逐艦 皐月 昭和８年３月１日～５月２７日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1365

駆逐艦 皐月 昭和８年５月２８日～８月３１日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1366

駆逐艦 皐月 昭和８年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1367

駆逐艦 皐月 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1368

駆逐艦 皐月 昭和９年３月１日～５月３１日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1369

駆逐艦 皐月 昭和９年６月１日～８月３１日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1370

駆逐艦 皐月 昭和９年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1371

駆逐艦 皐月 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1372

駆逐艦 皐月 昭和１０年３月１日～５月３１日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1373

駆逐艦 皐月 昭和１０年６月１日～８月３１日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1374

駆逐艦 皐月 昭和１０年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1375

駆逐艦 皐月 昭和１０年１２月１日～１１年２月２９日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1376

駆逐艦 皐月 昭和１１年３月１日～５月３１日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1377

駆逐艦 皐月 昭和１１年６月１日～８月３１日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1378

駆逐艦 皐月 昭和１１年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1379

駆逐艦 皐月 昭和１１年１２月１日～１２年２月２８日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1380

駆逐艦 皐月 昭和１２年３月１日～５月３１日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1381

駆逐艦 皐月 昭和１２年６月１日～８月３１日

駆逐艦 皐月

②戦史-航泊日誌-1382

２９号駆逐艦（文月）大正１５年１０月１１日～１２月３１日

２９号駆逐艦（文月）

②戦史-航泊日誌-1383

２９号駆逐艦（文月）昭和３年１月～３月

２９号駆逐艦（文月）

②戦史-航泊日誌-1384

駆逐艦 文月 昭和３年４月～６月

駆逐艦 文月

②戦史-航泊日誌-1385

駆逐艦 文月 昭和３年７月１日～９月３０日

駆逐艦 文月

②戦史-航泊日誌-1386

駆逐艦 文月 昭和８年７月１日～９月２６日

駆逐艦 文月

②戦史-航泊日誌-1387

駆逐艦 文月 昭和８年９月２６日～１１月３０日

駆逐艦 文月

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1388

駆逐艦 文月 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

駆逐艦 文月

②戦史-航泊日誌-1389

駆逐艦 文月 昭和９年３月１日～５月３１日

駆逐艦 文月

②戦史-航泊日誌-1390

駆逐艦 文月 昭和９年６月１日～８月３１日

駆逐艦 文月

②戦史-航泊日誌-1391

駆逐艦 文月 昭和９年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 文月

②戦史-航泊日誌-1392

駆逐艦 文月 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

駆逐艦 文月

②戦史-航泊日誌-1393

駆逐艦 文月 昭和１０年３月１日～５月３１日

駆逐艦 文月

②戦史-航泊日誌-1394

駆逐艦 文月 昭和１０年６月１日～８月３１日

駆逐艦 文月

②戦史-航泊日誌-1395

駆逐艦 文月 昭和１０年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 文月

②戦史-航泊日誌-1396

駆逐艦 文月 昭和１０年１２月１日～１１年２月２９日

駆逐艦 文月

②戦史-航泊日誌-1397

駆逐艦 長月 昭和８年６月２８日～１０月１日

駆逐艦 長月

②戦史-航泊日誌-1398

駆逐艦 長月 昭和８年１０月２日～１２月３１日

駆逐艦 長月

②戦史-航泊日誌-1399

駆逐艦 長月 昭和９年１月１日～３月３１日

駆逐艦 長月

②戦史-航泊日誌-1400

駆逐艦 長月 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 長月

②戦史-航泊日誌-1401

駆逐艦 長月 昭和９年７月１日～９月３０日

駆逐艦 長月

②戦史-航泊日誌-1402

駆逐艦 長月 昭和９年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 長月

②戦史-航泊日誌-1403

駆逐艦 長月 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 長月

②戦史-航泊日誌-1404

駆逐艦 長月 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 長月

②戦史-航泊日誌-1405

駆逐艦 長月 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 長月

②戦史-航泊日誌-1406

駆逐艦 長月 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 長月

②戦史-航泊日誌-1407

駆逐艦 菊月 昭和７年３月１日～５月３１日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1408

駆逐艦 菊月 昭和７年６月１日～８月３１日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1409

駆逐艦 菊月 昭和７年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1410

駆逐艦 菊月 昭和８年３月１日～５月３１日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1411

駆逐艦 菊月 昭和８年６月１日～８月３１日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1412

駆逐艦 菊月 昭和８年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1413

駆逐艦 菊月 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1414

駆逐艦 菊月 昭和９年３月１日～５月３１日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1415

駆逐艦 菊月 昭和９年６月１日～８月３１日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1416

駆逐艦 菊月 昭和９年１２月１日～１０年３月１日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1417

駆逐艦 菊月 昭和１０年３月１日～５月３１日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1418

駆逐艦 菊月 昭和１０年６月１日～８月３１日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1419

駆逐艦 菊月 昭和１０年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1420

駆逐艦 菊月 昭和１０年１２月１日～１１年２月２９日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1421

駆逐艦 菊月 昭和１１年３月１日～５月３１日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1422

駆逐艦 菊月 昭和１１年６月１日～９月３日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1423

駆逐艦 菊月 昭和１１年９月４日～１１月３０日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1424

駆逐艦 菊月 昭和１１年１２月１日～１２年２月２８日

駆逐艦 菊月

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1425

駆逐艦 菊月 昭和１２年３月１日～４月３０日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1426

駆逐艦 菊月 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1427

駆逐艦 菊月 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1428

駆逐艦 菊月 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1429

駆逐艦 菊月 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1430

駆逐艦 菊月 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1431

駆逐艦 菊月 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1432

駆逐艦 菊月 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1433

駆逐艦 菊月 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 菊月

②戦史-航泊日誌-1434

駆逐艦 三日月 大正１４年９月～１１月

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1435

駆逐艦 三日月 昭和７年１２月１日～８年２月２８日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1436

駆逐艦 三日月 昭和８年６月１日～８月３１日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1437

駆逐艦 三日月 昭和８年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1438

駆逐艦 三日月 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1439

駆逐艦 三日月 昭和９年３月１日～５月３１日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1440

駆逐艦 三日月 昭和９年６月１日～８月３１日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1441

駆逐艦 三日月 昭和９年９月１日～１２月６日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1442

駆逐艦 三日月 昭和９年１２月７日～１０年３月１９日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1443

駆逐艦 三日月 昭和１０年３月２０日～６月３０日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1444

駆逐艦 三日月 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1445

駆逐艦 三日月 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1446

駆逐艦 三日月 昭和１１年１月１日～３月３１日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1447

駆逐艦 三日月 昭和１１年４月１日～７月１０日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1448

駆逐艦 三日月 昭和１１年７月１１日～７月１８日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1449

駆逐艦 三日月 昭和１１年１０月１９日～１２月３１日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1450

駆逐艦 三日月 昭和１２年１月１日～１月３１日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1451

駆逐艦 三日月 昭和１２年２月１日～２月２８日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1452

駆逐艦 三日月 昭和１２年３月１日～３月３１日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1453

駆逐艦 三日月 昭和１２年４月１日～４月３０日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1454

駆逐艦 三日月 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1455

駆逐艦 三日月 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1456

駆逐艦 三日月 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1457

駆逐艦 三日月 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1458

駆逐艦 三日月 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1459

駆逐艦 三日月 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1460

駆逐艦 三日月 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 三日月

②戦史-航泊日誌-1461

駆逐艦 三日月 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 三日月

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1462

駆逐艦 望月 昭和８年６月１日～８月３１日

駆逐艦 望月

②戦史-航泊日誌-1463

駆逐艦 望月 昭和８年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 望月

②戦史-航泊日誌-1464

駆逐艦 望月 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

駆逐艦 望月

②戦史-航泊日誌-1465

駆逐艦 望月 昭和９年３月１日～５月３１日

駆逐艦 望月

②戦史-航泊日誌-1466

駆逐艦 望月 昭和９年６月１日～８月３１日

駆逐艦 望月

②戦史-航泊日誌-1467

駆逐艦 望月 昭和９年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 望月

②戦史-航泊日誌-1468

駆逐艦 望月 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

駆逐艦 望月

②戦史-航泊日誌-1469

駆逐艦 望月 昭和１０年３月１日～５月３１日

駆逐艦 望月

②戦史-航泊日誌-1470

駆逐艦 望月 昭和１０年６月１日～８月３１日

駆逐艦 望月

②戦史-航泊日誌-1471

駆逐艦 望月 昭和１０年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 望月

②戦史-航泊日誌-1472

駆逐艦 望月 昭和１０年１２月１日～１１年２月２９日

駆逐艦 望月

②戦史-航泊日誌-1473

３４号駆逐艦 （夕月） 昭和２年１０月～１２月

３４号駆逐艦（夕月）

②戦史-航泊日誌-1474

３４号駆逐艦 （夕月） 昭和３年１月～３月

３４号駆逐艦（夕月）

②戦史-航泊日誌-1475

駆逐艦 夕月 昭和３年４月～６月

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1476

駆逐艦 夕月 昭和３年７月～９月

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1477

駆逐艦 夕月 昭和３年１０月～１２月

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1478

駆逐艦 夕月 昭和６年４月～６月

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1479

駆逐艦 夕月 昭和６年７月～９月

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1480

駆逐艦 夕月 昭和８年７月１０日～１０月１９日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1481

駆逐艦 夕月 昭和９年１月２４日～３月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1482

駆逐艦 夕月 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1483

駆逐艦 夕月 昭和９年７月１日～９月３０日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1484

駆逐艦 夕月 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1485

駆逐艦 夕月 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1486

駆逐艦 夕月 昭和１０年７月１日～８月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1487

駆逐艦 夕月 昭和１０年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1488

駆逐艦 夕月 昭和１０年１２月１日～１１年２月２９日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1489

駆逐艦 夕月 昭和１１年３月１日～５月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1490

駆逐艦 夕月 昭和１１年６月１日～８月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1491

駆逐艦 夕月 昭和１１年９月１日～９月３０日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1492

駆逐艦 夕月 昭和１１年１１月１日～１１年１月３０日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1493

駆逐艦 夕月 昭和１１年１０月１日～１１年１０月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1494

駆逐艦 夕月 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1495

駆逐艦 夕月 昭和１２年１月１日～３月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1496

駆逐艦 夕月 昭和１２年４月１日～４月３０日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1497

駆逐艦 夕月 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1498

駆逐艦 夕月 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 夕月

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1499

駆逐艦 夕月 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1500

駆逐艦 夕月 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1501

駆逐艦 夕月 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1502

駆逐艦 夕月 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1503

駆逐艦 夕月 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1504

駆逐艦 夕月 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1505

駆逐艦 夕月 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1506

駆逐艦 夕月 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1507

駆逐艦 夕月 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1508

駆逐艦 夕月 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1509

駆逐艦 夕月 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1510

駆逐艦 夕月 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1511

駆逐艦 夕月 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1512

駆逐艦 夕月 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1513

駆逐艦 夕月 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1514

駆逐艦 夕月 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1515

駆逐艦 夕月 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1516

駆逐艦 夕月 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1517

駆逐艦 夕月 昭和１４年１月１日～１月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1518

駆逐艦 夕月 昭和１４年２月１日～２月２８日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1519

駆逐艦 夕月 昭和１４年３月１日～３月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1520

駆逐艦 夕月 昭和１４年４月１日～４月３０日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1521

駆逐艦 夕月 昭和１４年５月１日～５月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1522

駆逐艦 夕月 昭和１４年６月１日～６月３０日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1523

駆逐艦 夕月 昭和１４年７月１日～７月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1524

駆逐艦 夕月 昭和１４年８月１日～８月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1525

駆逐艦 夕月 昭和１４年９月１日～９月３０日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1526

駆逐艦 夕月 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1527

駆逐艦 夕月 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1528

駆逐艦 夕月 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 夕月

②戦史-航泊日誌-1529

駆逐艦 叢雲 昭和５年２月～４月

駆逐艦 叢雲

②戦史-航泊日誌-1530

駆逐艦 叢雲 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

駆逐艦 叢雲

②戦史-航泊日誌-1531

駆逐艦 叢雲 昭和９年３月１日～５月３１日

駆逐艦 叢雲

②戦史-航泊日誌-1532

駆逐艦 叢雲 昭和９年６月１日～８月３１日

駆逐艦 叢雲

②戦史-航泊日誌-1533

駆逐艦 叢雲 昭和９年９月１日～１０月３０日

駆逐艦 叢雲

②戦史-航泊日誌-1534

駆逐艦 叢雲 昭和９年１１月１日～１０年１月３１日

駆逐艦 叢雲

②戦史-航泊日誌-1535

駆逐艦 叢雲 昭和１０年２月１日～４月３０日

駆逐艦 叢雲

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1536

駆逐艦 叢雲 昭和１０年５月１日～７月３１日

駆逐艦 叢雲

②戦史-航泊日誌-1537

駆逐艦 叢雲 昭和１０年８月１日～１０月３１日

駆逐艦 叢雲

②戦史-航泊日誌-1538

駆逐艦 叢雲 昭和１１年１１月８日～１２年１月３１日

駆逐艦 叢雲

②戦史-航泊日誌-1539

駆逐艦 叢雲 昭和１２年２月１日～２月２８日

駆逐艦 叢雲

②戦史-航泊日誌-1540

駆逐艦 叢雲 昭和１２年３月１日～４月３０日

駆逐艦 叢雲

②戦史-航泊日誌-1541

駆逐艦 叢雲 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 叢雲

②戦史-航泊日誌-1542

駆逐艦 叢雲 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 叢雲

②戦史-航泊日誌-1543

駆逐艦 叢雲 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 叢雲

②戦史-航泊日誌-1544

駆逐艦 叢雲 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 叢雲

②戦史-航泊日誌-1545

駆逐艦 叢雲 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 叢雲

②戦史-航泊日誌-1546

駆逐艦 叢雲 昭和１２年１０月～１２月３１日

駆逐艦 叢雲

②戦史-航泊日誌-1547

駆逐艦 東雲 昭和６年４月～６月

駆逐艦 東雲

②戦史-航泊日誌-1548

駆逐艦 東雲 昭和６年７月～９月

駆逐艦 東雲

②戦史-航泊日誌-1549

駆逐艦 東雲 昭和８年２月１日～４月３０日

駆逐艦 東雲

②戦史-航泊日誌-1550

駆逐艦 東雲 昭和８年８月１日～１０月３０日

駆逐艦 東雲

②戦史-航泊日誌-1551

駆逐艦 東雲 昭和９年５月１日～７月３１日

駆逐艦 東雲

②戦史-航泊日誌-1552

駆逐艦 東雲 昭和９年１１月１日～１０年２月７日

駆逐艦 東雲

②戦史-航泊日誌-1553

駆逐艦 東雲 昭和１０年５月１日～７月２６日

駆逐艦 東雲

②戦史-航泊日誌-1554

駆逐艦 東雲 昭和１２年１月１日～１月３１日

駆逐艦 東雲

②戦史-航泊日誌-1555

駆逐艦 東雲 昭和１２年２月１日～２月２８日

駆逐艦 東雲

②戦史-航泊日誌-1556

駆逐艦 東雲 昭和１２年３月１日～３月３１日

駆逐艦 東雲

②戦史-航泊日誌-1557

駆逐艦 東雲 昭和１２年４月１日～４月３０日

駆逐艦 東雲

②戦史-航泊日誌-1558

駆逐艦 東雲 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 東雲

②戦史-航泊日誌-1559

駆逐艦 東雲 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 東雲

②戦史-航泊日誌-1560

駆逐艦 東雲 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 東雲

②戦史-航泊日誌-1561

駆逐艦 東雲 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 東雲

②戦史-航泊日誌-1562

駆逐艦 東雲 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 東雲

②戦史-航泊日誌-1563

駆逐艦 東雲 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 東雲

②戦史-航泊日誌-1564

駆逐艦 東雲 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 東雲

②戦史-航泊日誌-1565

駆逐艦 東雲 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 東雲

②戦史-航泊日誌-1566

駆逐艦 白雪 昭和９年３月１日～５月３１日

駆逐艦 白雪

②戦史-航泊日誌-1567

駆逐艦 白雪 昭和９年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 白雪

②戦史-航泊日誌-1568

駆逐艦 白雪 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

駆逐艦 白雪

②戦史-航泊日誌-1569

駆逐艦 白雪 昭和１０年３月１日～５月３１日

駆逐艦 白雪

②戦史-航泊日誌-1570

駆逐艦 白雪 昭和１０年６月１日～８月３１日

駆逐艦 白雪

②戦史-航泊日誌-1571

駆逐艦 白雪 昭和１０年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 白雪

②戦史-航泊日誌-1572

駆逐艦 白雪 昭和１０年１２月１日～１１年２月２９日

駆逐艦 白雪

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1573

駆逐艦 白雪 昭和１１年３月１日～５月３１日

駆逐艦 白雪

②戦史-航泊日誌-1574

駆逐艦 白雪 昭和１１年６月１日～８月３１日

駆逐艦 白雪

②戦史-航泊日誌-1575

駆逐艦 白雪 昭和１１年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 白雪

②戦史-航泊日誌-1576

駆逐艦 白雲 昭和８年１２月１日～９年２月２月２８日

駆逐艦 白雲

②戦史-航泊日誌-1577

駆逐艦 白雲 昭和９年３月１日～５月３１日

駆逐艦 白雲

②戦史-航泊日誌-1578

駆逐艦 白雲 昭和９年６月１日～８月３１日

駆逐艦 白雲

②戦史-航泊日誌-1579

駆逐艦 白雲 昭和９年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 白雲

②戦史-航泊日誌-1580

駆逐艦 白雲 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

駆逐艦 白雲

②戦史-航泊日誌-1581

駆逐艦 白雲 昭和１０年３月１日～５月３１日

駆逐艦 白雲

②戦史-航泊日誌-1582

駆逐艦 白雲 昭和１０年６月１日～８月３１日

駆逐艦 白雲

②戦史-航泊日誌-1583

駆逐艦 白雲 昭和１０年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 白雲

②戦史-航泊日誌-1584

駆逐艦 白雲 昭和１２年１月１日～３月３１日

駆逐艦 白雲

②戦史-航泊日誌-1585

駆逐艦 白雲 昭和１２年４月１日～４月３０日

駆逐艦 白雲

②戦史-航泊日誌-1586

駆逐艦 白雲 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 白雲

②戦史-航泊日誌-1587

駆逐艦 白雲 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 白雲

②戦史-航泊日誌-1588

駆逐艦 白雲 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 白雲

②戦史-航泊日誌-1589

駆逐艦 白雲 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 白雲

②戦史-航泊日誌-1590

駆逐艦 白雲 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 白雲

②戦史-航泊日誌-1591

駆逐艦 白雲 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 白雲

②戦史-航泊日誌-1592

駆逐艦 磯波 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

駆逐艦 磯波

②戦史-航泊日誌-1593

駆逐艦 磯波 昭和９年３月１日～５月３１日

駆逐艦 磯波

②戦史-航泊日誌-1594

駆逐艦 磯波 昭和９年６月１日～８月３１日

駆逐艦 磯波

②戦史-航泊日誌-1595

駆逐艦 磯波 昭和９年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 磯波

②戦史-航泊日誌-1596

駆逐艦 磯波 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

駆逐艦 磯波

②戦史-航泊日誌-1597

駆逐艦 磯波 昭和１０年３月１日～５月３１日

駆逐艦 磯波

②戦史-航泊日誌-1598

駆逐艦 磯波 昭和１０年６月１日～８月３１日

駆逐艦 磯波

②戦史-航泊日誌-1599

駆逐艦 磯波 昭和１２年１月１日～１月３１日

駆逐艦 磯波

②戦史-航泊日誌-1600

駆逐艦 磯波 昭和１２年２月１日～２月２８日

駆逐艦 磯波

②戦史-航泊日誌-1601

駆逐艦 磯波 昭和１２年３月１日～３月３１日

駆逐艦 磯波

②戦史-航泊日誌-1602

駆逐艦 磯波 昭和１２年４月１日～４月３０日

駆逐艦 磯波

②戦史-航泊日誌-1603

駆逐艦 磯波 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 磯波

②戦史-航泊日誌-1604

駆逐艦 磯波 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 磯波

②戦史-航泊日誌-1605

駆逐艦 磯波 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 磯波

②戦史-航泊日誌-1606

駆逐艦 磯波 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 磯波

②戦史-航泊日誌-1607

駆逐艦 磯波 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 磯波

②戦史-航泊日誌-1608

駆逐艦 磯波 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 磯波

②戦史-航泊日誌-1609

駆逐艦 磯波 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 磯波

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1610

駆逐艦 磯波 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 磯波

②戦史-航泊日誌-1611

駆逐艦 浦波 昭和９年１月１日～３月３１日

駆逐艦 浦波

②戦史-航泊日誌-1612

駆逐艦 浦波 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 浦波

②戦史-航泊日誌-1613

駆逐艦 浦波 昭和９年７月１日～９月３０日

駆逐艦 浦波

②戦史-航泊日誌-1614

駆逐艦 浦波 昭和９年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 浦波

②戦史-航泊日誌-1615

駆逐艦 浦波 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 浦波

②戦史-航泊日誌-1616

駆逐艦 浦波 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 浦波

②戦史-航泊日誌-1617

駆逐艦 浦波 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 浦波

②戦史-航泊日誌-1618

駆逐艦 浦波 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 浦波

②戦史-航泊日誌-1619

駆逐艦 浦波 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 浦波

②戦史-航泊日誌-1620

駆逐艦 浦波 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 浦波

②戦史-航泊日誌-1621

駆逐艦 浦波 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 浦波

②戦史-航泊日誌-1622

駆逐艦 浦波 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 浦波

②戦史-航泊日誌-1623

駆逐艦 綾波 昭和９年１月１日～３月３１日

駆逐艦 綾波

②戦史-航泊日誌-1624

駆逐艦 綾波 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 綾波

②戦史-航泊日誌-1625

駆逐艦 綾波 昭和９年７月１日～１０月１日

駆逐艦 綾波

②戦史-航泊日誌-1626

駆逐艦 綾波 昭和９年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 綾波

②戦史-航泊日誌-1627

駆逐艦 綾波 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 綾波

②戦史-航泊日誌-1628

駆逐艦 綾波 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 綾波

②戦史-航泊日誌-1629

駆逐艦 綾波 昭和１０年７月１日～１０月９日

駆逐艦 綾波

②戦史-航泊日誌-1630

駆逐艦 敷波 昭和４年１２月～５年２月

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1631

駆逐艦 敷波 昭和５年２月～４月

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1632

駆逐艦 敷波 昭和５年５月～７月

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1633

駆逐艦 敷波 昭和５年８月～１０月

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1634

駆逐艦 敷波 昭和５年１１月～６年１月

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1635

駆逐艦 敷波 昭和６年２月～４月

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1636

駆逐艦 敷波 昭和６年５月～７月

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1637

駆逐艦 敷波 昭和６年８月～１０月

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1638

駆逐艦 敷波 昭和６年１１月～７年１月

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1639

駆逐艦 敷波 昭和７年２月～３月

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1640

駆逐艦 敷波 昭和７年４月１日～６月３０日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1641

駆逐艦 敷波 昭和７年７月１日～９月３０日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1642

駆逐艦 敷波 昭和８年１月１日～３月３１日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1643

駆逐艦 敷波 昭和８年４月１日～５月３１日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1644

駆逐艦 敷波 昭和８年６月１日～８月３１日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1645

駆逐艦 敷波 昭和８年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1646

駆逐艦 敷波 昭和８年１２月～９年２月

駆逐艦 敷波

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1647

駆逐艦 敷波 昭和９年３月～５月

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1648

駆逐艦 敷波 昭和９年６月～７月

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1649

駆逐艦 敷波 昭和９年８月１日～９月３０日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1650

駆逐艦 敷波 昭和９年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1651

駆逐艦 敷波 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1652

駆逐艦 敷波 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1653

駆逐艦 敷波 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1654

駆逐艦 敷波 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1655

駆逐艦 敷波 昭和１１年１月１日～３月３１日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1656

駆逐艦 敷波 昭和１１年４月１日～５月３１日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1657

駆逐艦 敷波 昭和１１年６月１日～６月３０日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1658

駆逐艦 敷波 昭和１１年７月１日～７月３１日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1659

駆逐艦 敷波 昭和１１年８月１日～１０月３１日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1660

駆逐艦 敷波 昭和１１年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1661

駆逐艦 敷波 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1662

駆逐艦 敷波 昭和１２年１月１日～３月３１日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1663

駆逐艦 敷波 昭和１２年４月１日～４月３０日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1664

駆逐艦 敷波 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1665

駆逐艦 敷波 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1666

駆逐艦 敷波 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1667

駆逐艦 敷波 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1668

駆逐艦 敷波 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1669

駆逐艦 敷波 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1670

駆逐艦 敷波 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1671

駆逐艦 敷波 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 敷波

②戦史-航泊日誌-1672

駆逐艦 夕霧 昭和６年６月～８月

駆逐艦 夕霧

②戦史-航泊日誌-1673

駆逐艦 夕霧 昭和１２年１月１日～３月３１日

駆逐艦 夕霧

②戦史-航泊日誌-1674

駆逐艦 夕霧 昭和１２年４月１日～４月３０日

駆逐艦 夕霧

②戦史-航泊日誌-1675

駆逐艦 夕霧 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 夕霧

②戦史-航泊日誌-1676

駆逐艦 夕霧 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 夕霧

②戦史-航泊日誌-1677

駆逐艦 夕霧 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 夕霧

②戦史-航泊日誌-1678

駆逐艦 夕霧 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 夕霧

②戦史-航泊日誌-1679

駆逐艦 夕霧 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 夕霧

②戦史-航泊日誌-1680

駆逐艦 夕霧 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 夕霧

②戦史-航泊日誌-1681

駆逐艦 夕霧 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 夕霧

②戦史-航泊日誌-1682

駆逐艦 夕霧 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 夕霧

②戦史-航泊日誌-1683

駆逐艦 天霧 昭和５年１１月～６年１月

駆逐艦 天霧

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1684

駆逐艦 天霧 昭和６年２月～４月

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1685

駆逐艦 天霧 昭和６年５月～７月

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1686

駆逐艦 天霧 昭和６年８月～１０月

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1687

駆逐艦 天霧 昭和６年１１月１日～１２月３１日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1688

駆逐艦 天霧 昭和６年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1689

駆逐艦 天霧 昭和７年１月１日～３月３１日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1690

駆逐艦 天霧 昭和７年４月１日～６月３０日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1691

駆逐艦 天霧 昭和７年７月１日～９月３０日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1692

駆逐艦 天霧 昭和７年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1693

駆逐艦 天霧 昭和８年１月１日～３月３１日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1694

駆逐艦 天霧 昭和８年４月１日～６月３０日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1695

駆逐艦 天霧 昭和８年７月１日～９月３０日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1696

駆逐艦 天霧 昭和８年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1697

駆逐艦 天霧 昭和９年１月１日～３月３１日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1698

駆逐艦 天霧 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1699

駆逐艦 天霧 昭和９年７月１日～９月３０日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1700

駆逐艦 天霧 昭和９年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1701

駆逐艦 天霧 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1702

駆逐艦 天霧 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1703

駆逐艦 天霧 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1704

駆逐艦 天霧 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1705

駆逐艦 天霧 昭和１１年１月１日～３月３１日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1706

駆逐艦 天霧 昭和１１年４月１日～６月３０日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1707

駆逐艦 天霧 昭和１１年７月１日～８月３１日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1708

駆逐艦 天霧 昭和１１年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1709

駆逐艦 天霧 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1710

駆逐艦 天霧 昭和１２年１月１日～１月３１日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1711

駆逐艦 天霧 昭和１２年２月１日～２月２８日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1712

駆逐艦 天霧 昭和１２年３月１日～３月３１日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1713

駆逐艦 天霧 昭和１２年４月１日～４月３０日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1714

駆逐艦 天霧 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1715

駆逐艦 天霧 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1716

駆逐艦 天霧 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1717

駆逐艦 天霧 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1718

駆逐艦 天霧 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1719

駆逐艦 天霧 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1720

駆逐艦 天霧 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 天霧

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1721

駆逐艦 天霧 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 天霧

②戦史-航泊日誌-1722

駆逐艦 狭霧 昭和６年２月～４月

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1723

駆逐艦 狭霧 昭和６年５月～７月

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1724

駆逐艦 狭霧 昭和６年８月～１０月

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1725

駆逐艦 狭霧 昭和６年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1726

駆逐艦 狭霧 昭和６年１２月～７年２月

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1727

駆逐艦 狭霧 昭和７年３月～５月

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1728

駆逐艦 狭霧 昭和７年６月１日～８月３１日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1729

駆逐艦 狭霧 昭和７年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1730

駆逐艦 狭霧 昭和７年１２月１日～８年２月２８日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1731

駆逐艦 狭霧 昭和８年３月１日～５月３１日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1732

駆逐艦 狭霧 昭和８年６月１日～８月３１日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1733

駆逐艦 狭霧 昭和８年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1734

駆逐艦 狭霧 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1735

駆逐艦 狭霧 昭和９年３月１日～５月３１日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1736

駆逐艦 狭霧 昭和９年６月１日～８月３１日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1737

駆逐艦 狭霧 昭和９年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1738

駆逐艦 狭霧 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1739

駆逐艦 狭霧 昭和１０年３月１日～５月３１日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1740

駆逐艦 狭霧 昭和１０年６月１日～８月３１日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1741

駆逐艦 狭霧 昭和１０年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1742

駆逐艦 狭霧 昭和１０年１２月１日～１１年２月２９日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1743

駆逐艦 狭霧 昭和１１年３月１日～３月３１日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1744

駆逐艦 狭霧 昭和１１年４月１日～４月３０日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1745

駆逐艦 狭霧 昭和１１年８月１日～８月３１日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1746

駆逐艦 狭霧 昭和１１年９月１日～９月３０日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1747

駆逐艦 狭霧 昭和１１年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1748

駆逐艦 狭霧 昭和１１年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1749

駆逐艦 狭霧 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1750

駆逐艦 狭霧 昭和１２年１月１日～１月３１日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1751

駆逐艦 狭霧 昭和１２年２月１日～２月２８日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1752

駆逐艦 狭霧 昭和１２年３月１日～３月３１日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1753

駆逐艦 狭霧 昭和１２年４月１日～４月３０日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1754

駆逐艦 狭霧 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1755

駆逐艦 狭霧 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1756

駆逐艦 狭霧 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1757

駆逐艦 狭霧 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 狭霧

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1758

駆逐艦 狭霧 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1759

駆逐艦 狭霧 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1760

駆逐艦 狭霧 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1761

駆逐艦 狭霧 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 狭霧

②戦史-航泊日誌-1762

駆逐艦 朧 大正９年４月～６月

駆逐艦 朧

②戦史-航泊日誌-1763

駆逐艦 朧 大正１０年４月～６月

駆逐艦 朧

②戦史-航泊日誌-1764

駆逐艦 朧 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 朧

②戦史-航泊日誌-1765

駆逐艦 朧 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 朧

②戦史-航泊日誌-1766

駆逐艦 朧 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 朧

②戦史-航泊日誌-1767

駆逐艦 朧 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 朧

②戦史-航泊日誌-1768

駆逐艦 朧 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 朧

②戦史-航泊日誌-1769

駆逐艦 朧 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 朧

②戦史-航泊日誌-1770

駆逐艦 朧 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 朧

②戦史-航泊日誌-1771

駆逐艦 朧 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 朧

②戦史-航泊日誌-1772

駆逐艦 曙 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

駆逐艦 曙

②戦史-航泊日誌-1773

駆逐艦 曙 昭和１０年３月１日～５月３１日

駆逐艦 曙

②戦史-航泊日誌-1774

駆逐艦 曙 昭和１０年６月１日～８月３１日

駆逐艦 曙

②戦史-航泊日誌-1775

駆逐艦 曙 昭和１０年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 曙

②戦史-航泊日誌-1776

駆逐艦 曙 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 曙

②戦史-航泊日誌-1777

駆逐艦 曙 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 曙

②戦史-航泊日誌-1778

駆逐艦 曙 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 曙

②戦史-航泊日誌-1779

駆逐艦 曙 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 曙

②戦史-航泊日誌-1780

駆逐艦 曙 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 曙

②戦史-航泊日誌-1781

駆逐艦 曙 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 曙

②戦史-航泊日誌-1782

駆逐艦 曙 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 曙

②戦史-航泊日誌-1783

駆逐艦 曙 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 曙

②戦史-航泊日誌-1784

駆逐艦 漣 昭和１１年１月１日～１月３１日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1785

駆逐艦 漣 昭和１２年２月１日～２月２９日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1786

駆逐艦 漣 昭和１１年３月１日～３月３１日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1787

駆逐艦 漣 昭和１年４月１日～４月３０日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1788

駆逐艦 漣 昭和１１年５月１日～６月３０日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1789

駆逐艦 漣 昭和１年７月１日～７月３１日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1790

駆逐艦 漣 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1791

駆逐艦 漣 昭和１２年２月１日～２月２８日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1792

駆逐艦 漣 昭和１２年３月１日～３月３１日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1793

駆逐艦 漣 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1794

駆逐艦 漣 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 漣

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1795

駆逐艦 漣 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1796

駆逐艦 漣 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1797

駆逐艦 漣 昭和１年９月１日～９月３０日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1798

駆逐艦 漣 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1799

駆逐艦 漣 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1800

駆逐艦 漣 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1801

駆逐艦 漣 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1802

駆逐艦 漣 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1803

駆逐艦 漣 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1804

駆逐艦 漣 昭和１３年４月１日～４月１５日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1805

駆逐艦 漣 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1806

駆逐艦 漣 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1807

駆逐艦 漣 昭和１３年７月１日～７月１６日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1808

駆逐艦 漣 昭和１年８月１日～８月３１日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1809

駆逐艦 漣 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1810

駆逐艦 漣 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1811

駆逐艦 漣 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1812

駆逐艦 漣 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 漣

②戦史-航泊日誌-1813

駆逐艦 潮 昭和１２年５月２日～５月３１日

駆逐艦 潮

②戦史-航泊日誌-1814

駆逐艦 潮 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 潮

②戦史-航泊日誌-1815

駆逐艦 潮 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 潮

②戦史-航泊日誌-1816

駆逐艦 潮 昭和１２年８月２日～８月３１日

駆逐艦 潮

②戦史-航泊日誌-1817

駆逐艦 潮 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 潮

②戦史-航泊日誌-1818

駆逐艦 潮 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 潮

②戦史-航泊日誌-1819

駆逐艦 暁 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 暁

②戦史-航泊日誌-1820

駆逐艦 暁 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 暁

②戦史-航泊日誌-1821

駆逐艦 暁 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 暁

②戦史-航泊日誌-1822

駆逐艦 暁 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 暁

②戦史-航泊日誌-1823

駆逐艦 響 大正６年１２月～７年２月

駆逐艦 響

②戦史-航泊日誌-1824

駆逐艦 響 大正７年３月～５月

駆逐艦 響

②戦史-航泊日誌-1825

駆逐艦 響 大正７年６月～８月

駆逐艦 響

②戦史-航泊日誌-1826

駆逐艦 響 大正８年６月～８月

駆逐艦 響

②戦史-航泊日誌-1827

駆逐艦 響 大正８年９月～１２月

駆逐艦 響

②戦史-航泊日誌-1828

駆逐艦 響 大正８年１２月～９年３月

駆逐艦 響

②戦史-航泊日誌-1829

駆逐艦 響 大正９年３月～６月

駆逐艦 響

②戦史-航泊日誌-1830

駆逐艦 初春 昭和８年７月１日～９月３０日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1831

駆逐艦 初春 昭和８年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 初春

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1832

駆逐艦 初春 昭和９年１月１日～３月３１日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1833

駆逐艦 初春 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1834

駆逐艦 初春 昭和９年７月１日～９月３０日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1835

駆逐艦 初春 昭和９年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1836

駆逐艦 初春 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1837

駆逐艦 初春 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1838

駆逐艦 初春 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1839

駆逐艦 初春 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1840

駆逐艦 初春 昭和１１年１月１日～３月３１日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1841

駆逐艦 初春 昭和１１年４月１日～６月３０日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1842

駆逐艦 初春 昭和１１年７月１日～９月３０日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1843

駆逐艦 初春 昭和１１年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1844

駆逐艦 初春 昭和１２年１月１日～１月３１日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1845

駆逐艦 初春 昭和１２年２月１日～２月２８日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1846

駆逐艦 初春 昭和１２年３月１日～３月３１日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1847

駆逐艦 初春 昭和１２年４月１日～４月３０日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1848

駆逐艦 初春 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1849

駆逐艦 初春 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1850

駆逐艦 初春 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1851

駆逐艦 初春 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1852

駆逐艦 初春 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1853

駆逐艦 初春 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1854

駆逐艦 初春 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1855

駆逐艦 初春 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1856

駆逐艦 初春 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1857

駆逐艦 初春 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1858

駆逐艦 初春 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1859

駆逐艦 初春 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1860

駆逐艦 初春 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1861

駆逐艦 初春 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1862

駆逐艦 初春 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1863

駆逐艦 初春 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1864

駆逐艦 初春 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1865

駆逐艦 初春 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1866

駆逐艦 初春 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1867

駆逐艦 初春 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 初春

②戦史-航泊日誌-1868

駆逐艦 若葉 昭和９年１０月１０日～１２月３１日

駆逐艦 若葉

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1869

駆逐艦 若葉 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1870

駆逐艦 若葉 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1871

駆逐艦 若葉 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1872

駆逐艦 若葉 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1873

駆逐艦 若葉 昭和１１年１月１日～３月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1874

駆逐艦 若葉 昭和１１年４月１日～６月３０日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1875

駆逐艦 若葉 昭和１１年７月１日～９月３０日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1876

駆逐艦 若葉 昭和１１年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1877

駆逐艦 若葉 昭和１２年１月１日～１月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1878

駆逐艦 若葉 昭和１２年２月１日～２月２８日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1879

駆逐艦 若葉 昭和１２年３月１日～３月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1880

駆逐艦 若葉 昭和１２年４月１日～４月３０日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1881

駆逐艦 若葉 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1882

駆逐艦 若葉 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1883

駆逐艦 若葉 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1884

駆逐艦 若葉 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1885

駆逐艦 若葉 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1886

駆逐艦 若葉 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1887

駆逐艦 若葉 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1888

駆逐艦 若葉 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1889

駆逐艦 若葉 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1890

駆逐艦 若葉 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1891

駆逐艦 若葉 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1892

駆逐艦 若葉 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1893

駆逐艦 若葉 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1894

駆逐艦 若葉 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1895

駆逐艦 若葉 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1896

駆逐艦 若葉 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1897

駆逐艦 若葉 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1898

駆逐艦 若葉 昭和１３年１２月１日～１２月１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1899

駆逐艦 若葉 昭和１４年１月１日～１月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1900

駆逐艦 若葉 昭和１４年２月１日～２月２６日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1901

駆逐艦 若葉 昭和１４年３月１日～３月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1902

駆逐艦 若葉 昭和１４年４月１日～４月３０日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1903

駆逐艦 若葉 昭和１４年５月１日～５月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1904

駆逐艦 若葉 昭和１４年６月１日～６月３０日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1905

駆逐艦 若葉 昭和１４年７月１日～７月３１日

駆逐艦 若葉

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1906

駆逐艦 若葉 昭和１４年８月１日～８月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1907

駆逐艦 若葉 昭和１４年９月１日～９月３０日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1908

駆逐艦 若葉 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1909

駆逐艦 若葉 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1910

駆逐艦 若葉 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 若葉

②戦史-航泊日誌-1911

駆逐艦 初霜 大正１５年１２月～昭和２年１月１０日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1912

駆逐艦 初霜 昭和１１年１月１日～３月３１日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1913

駆逐艦 初霜 昭和１１年４月１日～６月３０日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1914

駆逐艦 初霜 昭和１１年７月１日～７月３１日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1915

駆逐艦 初霜 昭和１１年８月１日～８月３１日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1916

駆逐艦 初霜 昭和１１年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1917

駆逐艦 初霜 昭和１１年１２月１日～昭和１２年２月２８日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1918

駆逐艦 初霜 昭和１２年３月１日～３月３１日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1919

駆逐艦 初霜 昭和１２年４月１日～４月３０日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1920

駆逐艦 初霜 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1921

駆逐艦 初霜 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1922

駆逐艦 初霜 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1923

駆逐艦 初霜 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1924

駆逐艦 初霜 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1925

駆逐艦 初霜 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1926

駆逐艦 初霜 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1927

駆逐艦 初霜 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1928

駆逐艦 初霜 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1929

駆逐艦 初霜 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1930

駆逐艦 初霜 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1931

駆逐艦 初霜 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1932

駆逐艦 初霜 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1933

駆逐艦 初霜 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 初霜

②戦史-航泊日誌-1934

駆逐艦 山風 昭和１２年６月３０日～７月３１日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1935

駆逐艦 山風 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1936

駆逐艦 山風 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1937

駆逐艦 山風 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1938

駆逐艦 山風 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1939

駆逐艦 山風 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1940

駆逐艦 山風 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1941

駆逐艦 山風 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1942

駆逐艦 山風 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 山風

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1943

駆逐艦 山風 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1944

駆逐艦 山風 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1945

駆逐艦 山風 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1946

駆逐艦 山風 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1947

駆逐艦 山風 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1948

駆逐艦 山風 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1949

駆逐艦 山風 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1950

駆逐艦 山風 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1951

駆逐艦 山風 昭和１４年１月１日～１月３１日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1952

駆逐艦 山風 昭和１４年２月１日～２月２８日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1953

駆逐艦 山風 昭和１４年３月１日～３月３１日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1954

駆逐艦 山風 昭和１４年４月１日～４月３０日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1955

駆逐艦 山風 昭和１４年５月１日～５月３１日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1956

駆逐艦 山風 昭和１４年６月１日～６月３０日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1957

駆逐艦 山風 昭和１４年７月１日～７月３１日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1958

駆逐艦 山風 昭和１４年８月１日～８月３１日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1959

駆逐艦 山風 昭和１４年９月１日～９月３０日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1960

駆逐艦 山風 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1961

駆逐艦 山風 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1962

駆逐艦 山風 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 山風

②戦史-航泊日誌-1963

駆逐艦 江風 昭和６年９月～１１月

駆逐艦 江風

②戦史-航泊日誌-1964

駆逐艦 江風 昭和６年１２月～７年３月６日

駆逐艦 江風

②戦史-航泊日誌-1965

駆逐艦 涼風 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1966

駆逐艦 涼風 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1967

駆逐艦 涼風 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1968

駆逐艦 涼風 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1969

駆逐艦 涼風 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1970

駆逐艦 涼風 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1971

駆逐艦 涼風 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1972

駆逐艦 涼風 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1973

駆逐艦 涼風 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1974

駆逐艦 涼風 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1975

駆逐艦 涼風 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1976

駆逐艦 涼風 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1977

駆逐艦 涼風 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1978

駆逐艦 涼風 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1979

駆逐艦 涼風 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 涼風

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-1980

駆逐艦 涼風 昭和１４年１月１日～１月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1981

駆逐艦 涼風 昭和１４年２月１日～２月２８日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1982

駆逐艦 涼風 昭和１４年３月１日～３月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1983

駆逐艦 涼風 昭和１４年４月１日～４月３０日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1984

駆逐艦 涼風 昭和１４年５月１日～５月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1985

駆逐艦 涼風 昭和１４年６月１日～６月３０日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1986

駆逐艦 涼風 昭和１４年７月１日～７月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1987

駆逐艦 涼風 昭和１４年８月１日～８月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1988

駆逐艦 涼風 昭和１４年９月１日～９月３０日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1989

駆逐艦 涼風 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1990

駆逐艦 涼風 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1991

駆逐艦 涼風 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1992

駆逐艦 涼風 昭和１５年１月１日～１月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1993

駆逐艦 涼風 昭和１５年２月１日～２月２９日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1994

駆逐艦 涼風 昭和１５年３月１日～３月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1995

駆逐艦 涼風 昭和１５年４月１日～４月３０日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1996

駆逐艦 涼風 昭和１５年５月１日～５月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1997

駆逐艦 涼風 昭和１５年６月１日～６月３０日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1998

駆逐艦 涼風 昭和１５年７月１日～７月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-1999

駆逐艦 涼風 昭和１５年８月１日～８月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-2000

駆逐艦 涼風 昭和１５年９月１日～９月３０日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-2001

駆逐艦 涼風 昭和１５年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-2002

駆逐艦 涼風 昭和１５年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-2003

駆逐艦 涼風 昭和１５年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-2004

駆逐艦 涼風 昭和１６年１月１日～１月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-2005

駆逐艦 涼風 昭和１６年２月１日～２月２８日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-2006

駆逐艦 涼風 昭和１６年３月１日～３月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-2007

駆逐艦 涼風 昭和１６年４月１日～４月３０日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-2008

駆逐艦 涼風 昭和１６年５月１日～５月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-2009

駆逐艦 涼風 昭和１６年６月１日～６月３０日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-2010

駆逐艦 涼風 昭和１６年９月１日～９月３０日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-2011

駆逐艦 涼風 昭和１６年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-2012

駆逐艦 涼風 昭和１６年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-2013

駆逐艦 涼風 昭和１６年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 涼風

②戦史-航泊日誌-2014

駆逐艦 満潮 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 満潮

②戦史-航泊日誌-2015

駆逐艦 満潮 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 満潮

②戦史-航泊日誌-2016

駆逐艦 満潮 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 満潮

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2017

駆逐艦 満潮 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 満潮

②戦史-航泊日誌-2018

駆逐艦 満潮 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 満潮

②戦史-航泊日誌-2019

駆逐艦 満潮 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 満潮

②戦史-航泊日誌-2020

駆逐艦 満潮 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 満潮

②戦史-航泊日誌-2021

駆逐艦 満潮 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 満潮

②戦史-航泊日誌-2022

駆逐艦 満潮 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 満潮

②戦史-航泊日誌-2023

駆逐艦 満潮 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 満潮

②戦史-航泊日誌-2024

駆逐艦 満潮 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 満潮

②戦史-航泊日誌-2025

駆逐艦 満潮 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 満潮

②戦史-航泊日誌-2026

駆逐艦 満潮 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 満潮

②戦史-航泊日誌-2027

駆逐艦 満潮 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 満潮

②戦史-航泊日誌-2028

駆逐艦 峯雲 昭和１３年４月３０日～５月３１日

駆逐艦 峯雲

②戦史-航泊日誌-2029

駆逐艦 峯雲 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 峯雲

②戦史-航泊日誌-2030

駆逐艦 峯雲 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 峯雲

②戦史-航泊日誌-2031

駆逐艦 峯雲 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 峯雲

②戦史-航泊日誌-2032

駆逐艦 峯雲 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 峯雲

②戦史-航泊日誌-2033

駆逐艦 峯雲 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 峯雲

②戦史-航泊日誌-2034

駆逐艦 峯雲 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 峯雲

②戦史-航泊日誌-2035

駆逐艦 天津風 昭和５年２月～４月

駆逐艦 天津風

②戦史-航泊日誌-2036

駆逐艦 天津風 昭和５年５月～７月

駆逐艦 天津風

②戦史-航泊日誌-2037

駆逐艦 天津風 昭和８年１２月９日～９年３月２１日

駆逐艦 天津風

②戦史-航泊日誌-2038

駆逐艦 天津風 昭和９年３月２２日～７月２日

駆逐艦 天津風

②戦史-航泊日誌-2039

駆逐艦 天津風 昭和９年７月３日～１０月１３日

駆逐艦 天津風

②戦史-航泊日誌-2040

駆逐艦 天津風 昭和９年１０月１４日～１０年１月２４日

駆逐艦 天津風

②戦史-航泊日誌-2041

駆逐艦 天津風 昭和１０年１月２５日～３月３１日

駆逐艦 天津風

②戦史-航泊日誌-2042

駆逐艦 時津風 昭和８年１１月９日～９年２月１９日

駆逐艦 時津風

②戦史-航泊日誌-2043

駆逐艦 時津風 昭和９年２月２０日～５月２６日

駆逐艦 時津風

②戦史-航泊日誌-2044

駆逐艦 時津風 昭和９年５月２７日～８月３０日

駆逐艦 時津風

②戦史-航泊日誌-2045

駆逐艦 時津風 昭和９年８月３１日～１２月６日

駆逐艦 時津風

②戦史-航泊日誌-2046

駆逐艦 時津風 昭和９年１２月７日～１０年３月１８日

駆逐艦 時津風

②戦史-航泊日誌-2047

駆逐艦 時津風 昭和１０年３月１９日～４月１日

駆逐艦 時津風

②戦史-航泊日誌-2048

駆逐艦 浦風 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 浦風

②戦史-航泊日誌-2049

駆逐艦 浦風 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 浦風

②戦史-航泊日誌-2050

駆逐艦 浦風 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 浦風

②戦史-航泊日誌-2051

駆逐艦 浦風 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 浦風

②戦史-航泊日誌-2052

駆逐艦 磯風 昭和８年１２月７日～９年３月１９日

駆逐艦 磯風

②戦史-航泊日誌-2053

駆逐艦 磯風 昭和９年３月２０日～６月３０日

駆逐艦 磯風

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2054

駆逐艦 磯風 昭和９年７月１日～１０月１１日

駆逐艦 磯風

②戦史-航泊日誌-2055

駆逐艦 磯風 昭和９年１０月１２日～１０年１月２２日

駆逐艦 磯風

②戦史-航泊日誌-2056

駆逐艦 磯風 昭和１０年１月２３日～３月３１日

駆逐艦 磯風

②戦史-航泊日誌-2057

駆逐艦 濱風 昭和４年１月～３月

駆逐艦 濱風

②戦史-航泊日誌-2058

駆逐艦 濱風 昭和４年１０月～１２月

駆逐艦 濱風

②戦史-航泊日誌-2059

駆逐艦 濱風 昭和８年１２月４日～９年３月１６日

駆逐艦 濱風

②戦史-航泊日誌-2060

駆逐艦 濱風 昭和９年６月２８日～１０月８日

駆逐艦 濱風

②戦史-航泊日誌-2061

駆逐艦 濱風 昭和９年１０月９日～１０年１月１７日

駆逐艦 濱風

②戦史-航泊日誌-2062

駆逐艦 濱風 昭和１０年１月１８日～４月２日

駆逐艦 濱風

②戦史-航泊日誌-2063

駆逐艦 谷風 昭和８年１２月２２日～９年４月１日

駆逐艦 谷風

②戦史-航泊日誌-2064

駆逐艦 谷風 昭和９年４月２日～７月９日

駆逐艦 谷風

②戦史-航泊日誌-2065

駆逐艦 谷風 昭和９年７月１０日～１０月２０日

駆逐艦 谷風

②戦史-航泊日誌-2066

駆逐艦 谷風 昭和９年１０月２１日～１０年１月３１日

駆逐艦 谷風

②戦史-航泊日誌-2067

駆逐艦 梅 大正１５年７月１３日～１０月９日

駆逐艦 梅

②戦史-航泊日誌-2068

駆逐艦 桃 昭和３年４月～６月

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2069

駆逐艦 桃 昭和３年７月～９月

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2070

駆逐艦 桃 昭和３年１０月～１２月

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2071

駆逐艦 桃 昭和４年１月～３月

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2072

駆逐艦 桃 昭和４年４月～６月

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2073

駆逐艦 桃 昭和４年７月～９月

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2074

駆逐艦 桃 昭和４年１０月～１２月

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2075

駆逐艦 桃 昭和５年１月～３月

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2076

駆逐艦 桃 昭和５年４月～６月

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2077

駆逐艦 桃 昭和５年１０月～１２月

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2078

駆逐艦 桃 昭和６年１月～３月

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2079

駆逐艦 桃 昭和６年４月～６月

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2080

駆逐艦 桃 昭和６年７月～９月

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2081

駆逐艦 桃 昭和６年１０月～１２月

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2082

駆逐艦 桃 昭和７年１月～３月

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2083

駆逐艦 桃 昭和７年４月１日～６月３０日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2084

駆逐艦 桃 昭和４年７月１日～９月３０日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2085

駆逐艦 桃 昭和７年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2086

駆逐艦 桃 昭和８年１月１日～３月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2087

駆逐艦 桃 昭和８年４月１日～６月３０日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2088

駆逐艦 桃 昭和８年７月１日～１０月４日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2089

駆逐艦 桃 昭和８年１０月５日～１２月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2090

駆逐艦 桃 昭和９年１月１日～３月３１日

駆逐艦 桃

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2091

駆逐艦 桃 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2092

駆逐艦 桃 昭和９年７月１日～９月３０日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2093

駆逐艦 桃 昭和１０年１月１日～４月１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2094

駆逐艦 桃 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2095

駆逐艦 桃 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2096

駆逐艦 桃 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2097

駆逐艦 桃 昭和１１年１月１日～４月５日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2098

駆逐艦 桃 昭和１１年４月６日～７月１２日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2099

駆逐艦 桃 昭和１１年７月１３日～８月１３日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2100

駆逐艦 桃 昭和１１年８月１４日～９月１３日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2101

駆逐艦 桃 昭和１１年９月１４日～１０月１５日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2102

駆逐艦 桃 昭和１１年１０月１６日～１１月１６日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2103

駆逐艦 桃 昭和１１年１１月１７日～１２月１７日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2104

駆逐艦 桃 昭和１１年１２月１８日～１２年１月１８日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2105

駆逐艦 桃 昭和１２年２月１８日～３月２１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2106

駆逐艦 桃 昭和１２年３月２２日～４月１８日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2107

駆逐艦 桃 昭和１２年４月１９日～５月１６日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2108

駆逐艦 桃 昭和１２年５月１７日～６月１７日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2109

駆逐艦 桃 昭和１２年６月１８日～６月３０日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2110

駆逐艦 桃 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2111

駆逐艦 桃 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2112

駆逐艦 桃 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2113

駆逐艦 桃 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2114

駆逐艦 桃 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2115

駆逐艦 桃 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2116

駆逐艦 桃 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2117

駆逐艦 桃 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2118

駆逐艦 桃 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2119

駆逐艦 桃 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2120

駆逐艦 桃 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2121

駆逐艦 桃 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2122

駆逐艦 桃 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2123

駆逐艦 桃 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2124

駆逐艦 桃 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2125

駆逐艦 桃 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2126

駆逐艦 桃 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2127

駆逐艦 桃 昭和１４年１月１日～１月３１日

駆逐艦 桃

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2128

駆逐艦 桃 昭和１４年２月１日～２月２８日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2129

駆逐艦 桃 昭和１４年３月１日～３月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2130

駆逐艦 桃 昭和１４年４月１日～４月３０日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2131

駆逐艦 桃 昭和１４年５月１日～５月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2132

駆逐艦 桃 昭和１４年６月１日～６月３０日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2133

駆逐艦 桃 昭和１４年７月１日～７月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2134

駆逐艦 桃 昭和１４年８月１日～８月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2135

駆逐艦 桃 昭和１４年９月１日～９月３０日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2136

駆逐艦 桃 昭和１４年１０月２日～１０月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2137

駆逐艦 桃 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2138

駆逐艦 桃 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 桃

②戦史-航泊日誌-2139

駆逐艦 桑 大正８年９月～１１月

駆逐艦 桑

②戦史-航泊日誌-2140

駆逐艦 桑 昭和３年１月～４月

駆逐艦 桑

②戦史-航泊日誌-2141

駆逐艦 桐 昭和３年１月～３月

駆逐艦 桐

②戦史-航泊日誌-2142

駆逐艦 桐 昭和３年４月～６月

駆逐艦 桐

②戦史-航泊日誌-2143

駆逐艦 桐 昭和３年７月～９月

駆逐艦 桐

②戦史-航泊日誌-2144

駆逐艦 桐 昭和３年１０月～１２月

駆逐艦 桐

②戦史-航泊日誌-2145

駆逐艦 桐 昭和４年１月～３月

駆逐艦 桐

②戦史-航泊日誌-2146

駆逐艦 桐 昭和４年４月～６月

駆逐艦 桐

②戦史-航泊日誌-2147

駆逐艦 桐 昭和４年７月～９月

駆逐艦 桐

②戦史-航泊日誌-2148

駆逐艦 桐 昭和４年１０月～１２月

駆逐艦 桐

②戦史-航泊日誌-2149

駆逐艦 桐 昭和５年１月～３月

駆逐艦 桐

②戦史-航泊日誌-2150

駆逐艦 桐 昭和５年４月～７月

駆逐艦 桐

②戦史-航泊日誌-2151

駆逐艦 桐 昭和５年７月～１０月

駆逐艦 桐

②戦史-航泊日誌-2152

駆逐艦 桐 昭和５年１０月２１日～６年１月３１日

駆逐艦 桐

②戦史-航泊日誌-2153

駆逐艦 桐 昭和６年２月～３月３１日

駆逐艦 桐

②戦史-航泊日誌-2154

駆逐艦 樫 昭和８年６月１日～８月３１日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2155

駆逐艦 樫 昭和８年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2156

駆逐艦 樫 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2157

駆逐艦 樫 昭和９年３月１日～３月３１日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2158

駆逐艦 樫 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2159

駆逐艦 樫 昭和９年７月１日～９月３０日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2160

駆逐艦 樫 昭和９年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2161

駆逐艦 樫 昭和１０年１月１日～４月１日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2162

駆逐艦 樫 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2163

駆逐艦 樫 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2164

駆逐艦 樫 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 樫

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2165

駆逐艦 樫 昭和１１年１月１日～４月５日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2166

駆逐艦 樫 昭和１１年４月６日～７月１２日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2167

駆逐艦 樫 昭和１１年７月１３日～８月１３日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2168

駆逐艦 樫 昭和１１年８月１４日～９月１３日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2169

駆逐艦 樫 昭和１１年９月１４日～１０月１５日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2170

駆逐艦 樫 昭和１１年１０月１６日～１１月１６日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2171

駆逐艦 樫 昭和１１年１１月１７日～１２月１８日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2172

駆逐艦 樫 昭和１１年１２月１９日～１２年１月１９日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2173

駆逐艦 樫 昭和１２年１月２０日～２月１５日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2174

駆逐艦 樫 昭和１２年２月１５日～３月２１日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2175

駆逐艦 樫 昭和１２年３月２２日～４月１８日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2176

駆逐艦 樫 昭和１２年４月１９日～５月１６日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2177

駆逐艦 樫 昭和１２年５月１７日～６月１７日

駆逐艦 樫

②戦史-航泊日誌-2178

駆逐艦 榧 昭和４年１２月～５年３月

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2179

駆逐艦 榧 昭和５年３月～６月

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2180

駆逐艦 榧 昭和５年６月～９月

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2181

駆逐艦 榧 昭和５年１０月～１２月

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2182

駆逐艦 榧 昭和６年１月～３月

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2183

駆逐艦 榧 昭和６年４月～６月

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2184

駆逐艦 榧 昭和６年６月２６日～９月

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2185

駆逐艦 榧 昭和６年１０月～１２月

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2186

駆逐艦 榧 昭和７年１月～３月

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2187

駆逐艦 榧 昭和７年４月～６月

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2188

駆逐艦 榧 昭和７年７月～９月

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2189

駆逐艦 榧 昭和７年１０月～１２月

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2190

駆逐艦 榧 昭和８年１月～３月

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2191

駆逐艦 榧 昭和８年４月１日～６月３０日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2192

駆逐艦 榧 昭和８年７月１日～９月３０日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2193

駆逐艦 榧 昭和８年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2194

駆逐艦 榧 昭和９年１月１日～４月３日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2195

駆逐艦 榧 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2196

駆逐艦 榧 昭和９年７月１日～９月３０日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2197

駆逐艦 榧 昭和９年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2198

駆逐艦 榧 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2199

駆逐艦 榧 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2200

駆逐艦 榧 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2201

駆逐艦 榧 昭和１１年１月１日～４月５日

駆逐艦 榧

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2202

駆逐艦 榧 昭和１１年４月６日～７月１２日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2203

駆逐艦 榧 昭和１１年７月１３日～１０月２２日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2204

駆逐艦 榧 昭和１１年１０月２３日～１１月２３日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2205

駆逐艦 榧 昭和１１年１１月２４日～１２月２５日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2206

駆逐艦 榧 昭和１１年１２月２６日～１２年１月２４日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2207

駆逐艦 榧 昭和１２年１月２５日～２月２３日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2208

駆逐艦 榧 昭和１２年２月２４日～３月２８日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2209

駆逐艦 榧 昭和１２年３月２９日～４月２９日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2210

駆逐艦 榧 昭和１２年４月３０日～５月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2211

駆逐艦 榧 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2212

駆逐艦 榧 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2213

駆逐艦 榧 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2214

駆逐艦 榧 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2215

駆逐艦 榧 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2216

駆逐艦 榧 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2217

駆逐艦 榧 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2218

駆逐艦 榧 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2219

駆逐艦 榧 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2220

駆逐艦 榧 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2221

駆逐艦 榧 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2222

駆逐艦 榧 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2223

駆逐艦 榧 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2224

駆逐艦 榧 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2225

駆逐艦 榧 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2226

駆逐艦 榧 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2227

駆逐艦 榧 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2228

駆逐艦 榧 昭和１４年１月１日～１月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2229

駆逐艦 榧 昭和１４年２月１日～２月２８日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2230

駆逐艦 榧 昭和１４年３月１日～３月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2231

駆逐艦 榧 昭和１４年４月１日～４月３０日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2232

駆逐艦 榧 昭和１４年５月１日～５月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2233

駆逐艦 榧 昭和１４年６月１日～６月３０日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2234

駆逐艦 榧 昭和１４年７月１日～７月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2235

駆逐艦 榧 昭和１４年８月１日～８月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2236

駆逐艦 榧 昭和１４年９月１日～９月３０日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2237

駆逐艦 榧 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2238

駆逐艦 榧 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 榧

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2239

駆逐艦 榧 昭和１５年１月１日～１月３１日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2240

駆逐艦 榧 昭和１５年２月１日～２月２９日

駆逐艦 榧

②戦史-航泊日誌-2241

駆逐艦 櫻 昭和３年４月～６月

駆逐艦 櫻

②戦史-航泊日誌-2242

駆逐艦 櫻 昭和３年１０月～１２月

駆逐艦 櫻

②戦史-航泊日誌-2243

駆逐艦 櫻 昭和４年１月～３月

駆逐艦 櫻

②戦史-航泊日誌-2244

駆逐艦 櫻 昭和４年４月～６月

駆逐艦 櫻

②戦史-航泊日誌-2245

駆逐艦 櫻 昭和４年７月～９月

駆逐艦 櫻

②戦史-航泊日誌-2246

駆逐艦 櫻 昭和５年１月～３月

駆逐艦 櫻

②戦史-航泊日誌-2247

駆逐艦 櫻 昭和５年４月～６月

駆逐艦 櫻

②戦史-航泊日誌-2248

駆逐艦 櫻 昭和５年７月～９月

駆逐艦 櫻

②戦史-航泊日誌-2249

駆逐艦 櫻 昭和６年１月～４月

駆逐艦 櫻

②戦史-航泊日誌-2250

駆逐艦 柳 昭和３年１月～３月

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2251

駆逐艦 柳 昭和３年４月～６月

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2252

駆逐艦 柳 昭和３年７月～９月

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2253

駆逐艦 柳 昭和３年１０月～１２月

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2254

駆逐艦 柳 昭和４年１月～３月

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2255

駆逐艦 柳 昭和４年４月～６月

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2256

駆逐艦 柳 昭和４年７月～９月

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2257

駆逐艦 柳 昭和５年１月～３月

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2258

駆逐艦 柳 昭和５年４月～６月

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2259

駆逐艦 柳 昭和５年７月～８月

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2260

駆逐艦 柳 昭和５年９月～１１月

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2261

駆逐艦 柳 昭和５年１２月～６年２月

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2262

駆逐艦 柳 昭和６年３月～５月

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2263

駆逐艦 柳 昭和６年６月～８月

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2264

駆逐艦 柳 昭和６年９月～１１月

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2265

駆逐艦 柳 昭和６年１２月～７年２月

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2266

駆逐艦 柳 昭和７年３月１日～５月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2267

駆逐艦 柳 昭和７年６月１日～８月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2268

駆逐艦 柳 昭和７年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2269

駆逐艦 柳 昭和７年１２月１日～８年３月１２日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2270

駆逐艦 柳 昭和８年３月１３日～６月１３日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2271

駆逐艦 柳 昭和８年６月１４日～９月２４日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2272

駆逐艦 柳 昭和８年９月２５日～１２月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2273

駆逐艦 柳 昭和９年１月１日～３月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2274

駆逐艦 柳 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2275

駆逐艦 柳 昭和９年７月１日～９月３０日

駆逐艦 柳

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2276

駆逐艦 柳 昭和９年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2277

駆逐艦 柳 昭和１０年１月１日～４月１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2278

駆逐艦 柳 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2279

駆逐艦 柳 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2280

駆逐艦 柳 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2281

駆逐艦 柳 昭和１１年１月１日～４月６日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2282

駆逐艦 柳 昭和１１年４月６日～７月１２日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2283

駆逐艦 柳 昭和９年７月１３日～８月１３日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2284

駆逐艦 柳 昭和１１年８月１４日～９月１３日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2285

駆逐艦 柳 昭和１１年９月１４日～１０月１５日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2286

駆逐艦 柳 昭和１１年１０月１６日～１１月１６日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2287

駆逐艦 柳 昭和１１年１１月１７日～１２月１８日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2288

駆逐艦 柳 昭和１１年１２月１９日～１２年１月１９日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2289

駆逐艦 柳 昭和１２年１月２０日～２月２１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2290

駆逐艦 柳 昭和１２年２月２２日～３月２１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2291

駆逐艦 柳 昭和１２年３月２２日～４月１８日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2292

駆逐艦 柳 昭和１２年４月１９日～５月２１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2293

駆逐艦 柳 昭和１２年５月１７日～６月１７日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2294

駆逐艦 柳 昭和１２年６月１８日～６月３０日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2295

駆逐艦 柳 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2296

駆逐艦 柳 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2297

駆逐艦 柳 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2298

駆逐艦 柳 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2299

駆逐艦 柳 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2300

駆逐艦 柳 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2301

駆逐艦 柳 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2302

駆逐艦 柳 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2303

駆逐艦 柳 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2304

駆逐艦 柳 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2305

駆逐艦 柳 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2306

駆逐艦 柳 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2307

駆逐艦 柳 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2308

駆逐艦 柳 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2309

駆逐艦 柳 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2310

駆逐艦 柳 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2311

駆逐艦 柳 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2312

駆逐艦 柳 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 柳

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2313

駆逐艦 柳 昭和１４年１月１日～１月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2314

駆逐艦 柳 昭和１４年２月１日～２月２８日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2315

駆逐艦 柳 昭和１４年３月１日～３月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2316

駆逐艦 柳 昭和１４年４月１日～４月３０日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2317

駆逐艦 柳 昭和１４年５月１日～５月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2318

駆逐艦 柳 昭和１４年６月１日～６月３０日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2319

駆逐艦 柳 昭和１４年７月１日～７月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2320

駆逐艦 柳 昭和１４年８月１日～８月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2321

駆逐艦 柳 昭和１４年９月１日～９月３０日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2322

駆逐艦 柳 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2323

駆逐艦 柳 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2324

駆逐艦 柳 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2325

駆逐艦 柳 昭和１５年１月１日～１月３１日

駆逐艦 柳

②戦史-航泊日誌-2326

駆逐艦 椿 大正７年３月～５月

駆逐艦 椿

②戦史-航泊日誌-2327

駆逐艦 椿 大正１２年９月～１１月

駆逐艦 椿

②戦史-航泊日誌-2328

駆逐艦 檜 昭和３年１月～３月

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2329

駆逐艦 檜 昭和３年４月～５月

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2330

駆逐艦 檜 昭和３年６月～８月

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2331

駆逐艦 檜 昭和３年９月～１０月

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2332

駆逐艦 檜 昭和３年１１月～４年１月

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2333

駆逐艦 檜 昭和４年２月～４月

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2334

駆逐艦 檜 昭和４年４月～６月

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2335

駆逐艦 檜 昭和４年７月～９月

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2336

駆逐艦 檜 昭和４年１０月～１２月

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2337

駆逐艦 檜 昭和５年１月～３月

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2338

駆逐艦 檜 昭和５年４月～６月

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2339

駆逐艦 檜 昭和５年７月～９月

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2340

駆逐艦 檜 昭和５年１０月～１１月

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2341

駆逐艦 檜 昭和５年１２月～６年２月

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2342

駆逐艦 檜 昭和６年３月～５月

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2343

駆逐艦 檜 昭和６年６月～８月

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2344

駆逐艦 檜 昭和６年９月～１１月

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2345

駆逐艦 檜 昭和６年１２月～７年２月

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2346

駆逐艦 檜 昭和７年３月１日～５月３１日

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2347

駆逐艦 檜 昭和７年６月～８月

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2348

駆逐艦 檜 昭和７年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2349

駆逐艦 檜 昭和８年３月１日～５月３１日

駆逐艦 檜

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2350

駆逐艦 檜 昭和８年６月１日～８月３１日

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2351

駆逐艦 檜 昭和８年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2352

駆逐艦 檜 昭和８年１２月１日～９年３月１３日

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2353

駆逐艦 檜 昭和９年３月１４日～３月３１日

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2354

駆逐艦 檜 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 檜

②戦史-航泊日誌-2355

駆逐艦 楓 大正６年６月～８月

駆逐艦 楓

②戦史-航泊日誌-2356

駆逐艦 楓 大正９年９月～１１月

駆逐艦 楓

②戦史-航泊日誌-2357

駆逐艦 楓 大正１３年９月～１１月

駆逐艦 楓

②戦史-航泊日誌-2358

駆逐艦 柿 大正１１年１０月～１２年１月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2359

駆逐艦 柿 大正１２年２月～４月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2360

駆逐艦 柿 大正１２年５月～７月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2361

駆逐艦 柿 大正１２年８月～１０月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2362

駆逐艦 柿 大正１２年１１月～１３年１月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2363

駆逐艦 柿 大正１３年２月～４月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2364

駆逐艦 柿 大正１３年５月～７月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2365

駆逐艦 柿 大正１３年８月～１０月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2366

駆逐艦 柿 大正１３年１１月～１４年１月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2367

駆逐艦 柿 大正１４年２月～４月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2368

駆逐艦 柿 大正１４年５月～７月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2369

駆逐艦 柿 大正１４年８月～１０月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2370

駆逐艦 柿 大正１４年１１月～１５年１月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2371

駆逐艦 柿 大正１５年２月～４月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2372

駆逐艦 柿 大正１５年５月～７月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2373

駆逐艦 柿 大正１５年１２月～昭和２年２月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2374

駆逐艦 柿 昭和２年３月～５月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2375

駆逐艦 柿 昭和２年６月～８月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2376

駆逐艦 柿 昭和２年９月～１１月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2377

駆逐艦 柿 昭和２年１２月～３年２月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2378

駆逐艦 柿 昭和３年３月～５月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2379

駆逐艦 柿 昭和３年６月～８月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2380

駆逐艦 柿 昭和３年９月～１１月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2381

駆逐艦 柿 昭和３年１２月～４年３月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2382

駆逐艦 柿 昭和４年３月～５月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2383

駆逐艦 柿 昭和４年６月～８月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2384

駆逐艦 柿 昭和４年８月～１２月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2385

駆逐艦 柿 昭和４年１２月～５年３月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2386

駆逐艦 柿 昭和５年３月～５月

駆逐艦 柿

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2387

駆逐艦 柿 昭和５年９月～６年１１月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2388

駆逐艦 柿 昭和５年１２月～６年３月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2389

駆逐艦 柿 昭和６年３月～６月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2390

駆逐艦 柿 昭和６年６月～８月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2391

駆逐艦 柿 昭和６年９月～１１月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2392

駆逐艦 柿 昭和７年２月～５月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2393

駆逐艦 柿 昭和７年５月～８月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2394

駆逐艦 柿 昭和７年８月～１１月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2395

駆逐艦 柿 昭和７年１２月～８年１月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2396

駆逐艦 柿 昭和８年２月～４月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2397

駆逐艦 柿 昭和８年５月～７月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2398

駆逐艦 柿 昭和８年８月～１０月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2399

駆逐艦 柿 昭和８年１１月～９年１月

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2400

駆逐艦 柿 昭和９年２月１日～４月３０日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2401

駆逐艦 柿 昭和９年５月１日～７月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2402

駆逐艦 柿 昭和９年８月１日～１０月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2403

駆逐艦 柿 昭和９年１１月１日～１０年１月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2404

駆逐艦 柿 昭和１０年２月１日～４月３０日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2405

駆逐艦 柿 昭和１０年５月１日～７月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2406

駆逐艦 柿 昭和１０年８月１日～１０月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2407

駆逐艦 柿 昭和１０年１１月１日～１１年１月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2408

駆逐艦 柿 昭和１１年２月１日～４月３０日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2409

駆逐艦 柿 昭和１１年５月１日～７月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2410

駆逐艦 柿 昭和１１年８月１日～１０月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2411

駆逐艦 柿 昭和１１年１１月１日～１２年１月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2412

駆逐艦 柿 昭和１２年２月１日～４月３０日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2413

駆逐艦 柿 昭和１２年５月１日～７月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2414

駆逐艦 柿 昭和１２年８月１日～１０月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2415

駆逐艦 柿 昭和１２年１１月１日～１２月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2416

駆逐艦 柿 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2417

駆逐艦 柿 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2418

駆逐艦 柿 昭和１３年３月１日～３月１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2419

駆逐艦 柿 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2420

駆逐艦 柿 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2421

駆逐艦 柿 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2422

駆逐艦 柿 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2423

駆逐艦 柿 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 柿

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2424

駆逐艦 柿 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2425

駆逐艦 柿 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2426

駆逐艦 柿 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2427

駆逐艦 柿 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2428

駆逐艦 柿 昭和１４年１月１日～１月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2429

駆逐艦 柿 昭和１４年２月１日～２月２８日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2430

駆逐艦 柿 昭和１４年３１日～３月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2431

駆逐艦 柿 昭和１４年４月１日～６月３０日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2432

駆逐艦 柿 昭和１４年７月１日～７月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2433

駆逐艦 柿 昭和１４年８月１日～８月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2434

駆逐艦 柿 昭和１４年９月１日～９月３０日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2435

駆逐艦 柿 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2436

駆逐艦 柿 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2437

駆逐艦 柿 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2438

駆逐艦 柿 昭和１５年１月１日～１月３１日

駆逐艦 柿

②戦史-航泊日誌-2439

駆逐艦 樺 昭和３年１月１日～４月１０日

駆逐艦 樺

②戦史-航泊日誌-2440

駆逐艦 樺 昭和３年４月１１日～７月１８日

駆逐艦 樺

②戦史-航泊日誌-2441

駆逐艦 樺 昭和３年７月１９日～１０月２６日

駆逐艦 樺

②戦史-航泊日誌-2442

駆逐艦 樺 昭和３年１０月２７日～昭和４年２月３日

駆逐艦 樺

②戦史-航泊日誌-2443

駆逐艦 樺 昭和４年２月～４月

駆逐艦 樺

②戦史-航泊日誌-2444

駆逐艦 樺 昭和４年５月１０日～８月１７日

駆逐艦 樺

②戦史-航泊日誌-2445

駆逐艦 樺 昭和４年８月１８日～１１月２４日

駆逐艦 樺

②戦史-航泊日誌-2446

駆逐艦 樺 昭和４年１１月２５日～昭和５年２月２８日

駆逐艦 樺

②戦史-航泊日誌-2447

駆逐艦 樺 昭和５年３月３日～６月８日

駆逐艦 樺

②戦史-航泊日誌-2448

駆逐艦 樺 昭和５年６月９日～９月１４日

駆逐艦 樺

②戦史-航泊日誌-2449

駆逐艦 樺 昭和５年９月１５日～１２月２１日

駆逐艦 樺

②戦史-航泊日誌-2450

駆逐艦 樺 昭和５年１２月～６年３月

駆逐艦 樺

②戦史-航泊日誌-2451

駆逐艦 橘 昭和３年１月～３月

駆逐艦 橘

②戦史-航泊日誌-2452

駆逐艦 橘 昭和３年４月～６月

駆逐艦 橘

②戦史-航泊日誌-2453

駆逐艦 橘 昭和３年７月～９月

駆逐艦 橘

②戦史-航泊日誌-2454

駆逐艦 橘 昭和３年１０月～１２月

駆逐艦 橘

②戦史-航泊日誌-2455

駆逐艦 橘 昭和４年１月～３月

駆逐艦 橘

②戦史-航泊日誌-2456

駆逐艦 橘 昭和４年４月～６月

駆逐艦 橘

②戦史-航泊日誌-2457

駆逐艦 橘 昭和４年７月～９月

駆逐艦 橘

②戦史-航泊日誌-2458

駆逐艦 橘 昭和４年１０月～１２月

駆逐艦 橘

②戦史-航泊日誌-2459

駆逐艦 橘 昭和５年４月～６月

駆逐艦 橘

②戦史-航泊日誌-2460

駆逐艦 橘 昭和５年７月～９月

駆逐艦 橘

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2461

駆逐艦 橘 昭和５年１０月～１２月

駆逐艦 橘

②戦史-航泊日誌-2462

駆逐艦 橘 昭和６年１月～３月

駆逐艦 橘

②戦史-航泊日誌-2463

駆逐艦 楡 昭和９年１月１日～３月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2464

駆逐艦 楡 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2465

駆逐艦 楡 昭和９年７月１日～９月３０日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2466

駆逐艦 楡 昭和９年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2467

駆逐艦 楡 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2468

駆逐艦 楡 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2469

駆逐艦 楡 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2470

駆逐艦 楡 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2471

駆逐艦 楡 昭和１１年１月１日～３月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2472

駆逐艦 楡 昭和１１年４月１日～６月３０日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2473

駆逐艦 楡 昭和１１年７月１日～９月３０日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2474

駆逐艦 楡 昭和１１年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2475

駆逐艦 楡 昭和１２年１月１日～３月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2476

駆逐艦 楡 昭和１２年４月１日～６月３０日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2477

駆逐艦 楡 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2478

駆逐艦 楡 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2479

駆逐艦 楡 昭和１２年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2480

駆逐艦 楡 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2481

駆逐艦 楡 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2482

駆逐艦 楡 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2483

駆逐艦 楡 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2484

駆逐艦 楡 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2485

駆逐艦 楡 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2486

駆逐艦 楡 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2487

駆逐艦 楡 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2488

駆逐艦 楡 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2489

駆逐艦 楡 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2490

駆逐艦 楡 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2491

駆逐艦 楡 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2492

駆逐艦 楡 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2493

駆逐艦 楡 昭和１４年１月１日～１月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2494

駆逐艦 楡 昭和１４年２月１日～２月２８日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2495

駆逐艦 楡 昭和１４年３月１日～３月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2496

駆逐艦 楡 昭和１４年４月１日～４月３０日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2497

駆逐艦 楡 昭和１４年５月１日～７月３１日

駆逐艦 楡

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2498

駆逐艦 楡 昭和１４年８月１日～８月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2499

駆逐艦 楡 昭和１４年９月１日～９月３０日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2500

駆逐艦 楡 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2501

駆逐艦 楡 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2502

駆逐艦 楡 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2503

駆逐艦 楡 昭和１５年１月１日～１月３１日

駆逐艦 楡

②戦史-航泊日誌-2504

駆逐艦 梨 昭和３年１２月～４年２月

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2505

駆逐艦 梨 昭和４年９月～１２月

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2506

駆逐艦 梨 昭和６年１２月１日～７年２月２９日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2507

駆逐艦 梨 昭和７年３月３１日～５月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2508

駆逐艦 梨 昭和７年１０月～１２月

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2509

駆逐艦 梨 昭和８年４月１日～６月３０日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2510

駆逐艦 梨 昭和８年７月１日～９月３０日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2511

駆逐艦 梨 昭和９年１月１日～３月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2512

駆逐艦 梨 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2513

駆逐艦 梨 昭和９年７月１日～９月３０日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2514

駆逐艦 梨 昭和９年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2515

駆逐艦 梨 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2516

駆逐艦 梨 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2517

駆逐艦 梨 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2518

駆逐艦 梨 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2519

駆逐艦 梨 昭和１１年１月１日～４月５日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2520

駆逐艦 梨 昭和１１年４月６日～７月１２日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2521

駆逐艦 梨 昭和１１年７月１３日～１０月２２日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2522

駆逐艦 梨 昭和１１年１０月２３日～１１月２３日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2523

駆逐艦 梨 昭和１１年１１月２４日～１２月２５日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2524

駆逐艦 梨 昭和１１年１２月２５日～１２年１月２４日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2525

駆逐艦 梨 昭和１２年２月２４日～３月２８日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2526

駆逐艦 梨 昭和１２年３月２９日～４月２９日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2527

駆逐艦 梨 昭和１２年４月３０日～５月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2528

駆逐艦 梨 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2529

駆逐艦 梨 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2530

駆逐艦 梨 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2531

駆逐艦 梨 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2532

駆逐艦 梨 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2533

駆逐艦 梨 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2534

駆逐艦 梨 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 梨

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2535

駆逐艦 梨 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2536

駆逐艦 梨 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2537

駆逐艦 梨 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2538

駆逐艦 梨 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2539

駆逐艦 梨 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2540

駆逐艦 梨 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2541

駆逐艦 梨 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2542

駆逐艦 梨 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2543

駆逐艦 梨 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2544

駆逐艦 梨 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2545

駆逐艦 梨 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2546

駆逐艦 梨 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2547

駆逐艦 梨 昭和１４年１月１日～１月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2548

駆逐艦 梨 昭和１４年３月１日～３月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2549

駆逐艦 梨 昭和１４年４月１日～４月３０日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2550

駆逐艦 梨 昭和１４年５月１日～５月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2551

駆逐艦 梨 昭和１４年６月１日～６月３０日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2552

駆逐艦 梨 昭和１４年７月１日～７月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2553

駆逐艦 梨 昭和１４年８月１日～８月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2554

駆逐艦 梨 昭和１４年９月１日～９月３０日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2555

駆逐艦 梨 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2556

駆逐艦 梨 昭和１４年１１月１日～１１月２日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2557

駆逐艦 梨 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2558

駆逐艦 梨 昭和１５年１月１日～１月３１日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2559

駆逐艦 梨 昭和１５年２月１日～２月２９日

駆逐艦 梨

②戦史-航泊日誌-2560

駆逐艦 栗 昭和６年９月１４日～１１月３０日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2561

駆逐艦 栗 昭和８年８月２７日～１１月１５日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2562

駆逐艦 栗 昭和９年１月１日～３月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2563

駆逐艦 栗 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2564

駆逐艦 栗 昭和９年７月１日～８月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2565

駆逐艦 栗 昭和９年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2566

駆逐艦 栗 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2567

駆逐艦 栗 昭和１０年３月１日～５月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2568

駆逐艦 栗 昭和１０年６月１日～８月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2569

駆逐艦 栗 昭和１０年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2570

駆逐艦 栗 昭和１０年１２月１日～１１年２月２９日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2571

駆逐艦 栗 昭和１１年３月１日～５月３１日

駆逐艦 栗

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2572

駆逐艦 栗 昭和１１年６月１日～８月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2573

駆逐艦 栗 昭和１１年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2574

駆逐艦 栗 昭和１１年１２月１日～１２年２月２８日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2575

駆逐艦 栗 昭和１２年３月１日～４月３０日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2576

駆逐艦 栗 昭和１２年５月１日～７月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2577

駆逐艦 栗 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2578

駆逐艦 栗 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2579

駆逐艦 栗 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2580

駆逐艦 栗 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2581

駆逐艦 栗 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2582

駆逐艦 栗 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2583

駆逐艦 栗 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2584

駆逐艦 栗 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2585

駆逐艦 栗 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2586

駆逐艦 栗 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2587

駆逐艦 栗 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2588

駆逐艦 栗 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2589

駆逐艦 栗 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2590

駆逐艦 栗 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2591

駆逐艦 栗 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2592

駆逐艦 栗 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2593

駆逐艦 栗 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2594

駆逐艦 栗 昭和１４年１月１日～１月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2595

駆逐艦 栗 昭和１４年２月１日～２月２８日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2596

駆逐艦 栗 昭和１４年３月１日～３月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2597

駆逐艦 栗 昭和１４年４月１日～４月３０日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2598

駆逐艦 栗 昭和１４年５月１日～５月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2599

駆逐艦 栗 昭和１４年６月１日～６月３０日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2600

駆逐艦 栗 昭和１４年７月１日～７月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2601

駆逐艦 栗 昭和１４年８月１日～８月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2602

駆逐艦 栗 昭和１４年９月１日～９月３０日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2603

駆逐艦 栗 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2604

駆逐艦 栗 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2605

駆逐艦 栗 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2606

駆逐艦 栗 昭和１５年１月１日～１月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2607

駆逐艦 栗 昭和１５年２月１日～２月２９日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2608

駆逐艦 栗 昭和１５年３月１日～３月３１日

駆逐艦 栗

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2609

駆逐艦 栗 昭和１５年４月１日～４月３０日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2610

駆逐艦 栗 昭和１５年５月１日～５月３１日

駆逐艦 栗

②戦史-航泊日誌-2611

駆逐艦 栂 昭和５年１２月～６年４月

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2612

駆逐艦 栂 昭和６年４月６日～７月１１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2613

駆逐艦 栂 昭和６年７月１２日～１０月６日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2614

駆逐艦 栂 昭和６年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2615

駆逐艦 栂 昭和７年１月１日～３月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2616

駆逐艦 栂 昭和７年４月～６月

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2617

駆逐艦 栂 昭和７年７月～９月

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2618

駆逐艦 栂 昭和７年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2619

駆逐艦 栂 昭和８年１月～３月

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2620

駆逐艦 栂 昭和８年４月～６月

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2621

駆逐艦 栂 昭和８年７月～９月

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2622

駆逐艦 栂 昭和８年１０月～１２月

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2623

駆逐艦 栂 昭和９年１月～３月

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2624

駆逐艦 栂 昭和９年４月～６月３０日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2625

駆逐艦 栂 昭和９年７月１日～８月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2626

駆逐艦 栂 昭和９年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2627

駆逐艦 栂 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2628

駆逐艦 栂 昭和１０年３月１日～５月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2629

駆逐艦 栂 昭和１０年６月１日～８月２１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2630

駆逐艦 栂 昭和１０年８月２２日～１０月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2631

駆逐艦 栂 昭和１０年１１月１日～１１年１月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2632

駆逐艦 栂 昭和１１年２月１日～４月３０日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2633

駆逐艦 栂 昭和１１年１１月１日～１２年１月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2634

駆逐艦 栂 昭和１２年２月１日～４月３０日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2635

駆逐艦 栂 昭和１２年５月１日～８月１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2636

駆逐艦 栂 昭和１２年８月１日８月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2637

駆逐艦 栂 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2638

駆逐艦 栂 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2639

駆逐艦 栂 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2640

駆逐艦 栂 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2641

駆逐艦 栂 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2642

駆逐艦 栂 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2643

駆逐艦 栂 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2644

駆逐艦 栂 昭和１３年４月１日～６月３０日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2645

駆逐艦 栂 昭和１３年７月１日～９月３０日

駆逐艦 栂

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2646

駆逐艦 栂 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2647

駆逐艦 栂 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2648

駆逐艦 栂 昭和１３年１２月１日～１４年１月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2649

駆逐艦 栂 昭和１４年２月１日～２月２８日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2650

駆逐艦 栂 昭和１４年３月１日～３月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2651

駆逐艦 栂 昭和１４年４月１日～４月３０日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2652

駆逐艦 栂 昭和１４年５月１日～５月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2653

駆逐艦 栂 昭和１４年６月１日～６月３０日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2654

駆逐艦 栂 昭和１４年７月１日～７月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2655

駆逐艦 栂 昭和１４年８月１日～８月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2656

駆逐艦 栂 昭和１４年９月１日～９月３０日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2657

駆逐艦 栂 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2658

駆逐艦 栂 昭和１４年１１月１日～１０月３０日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2659

駆逐艦 栂 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 栂

②戦史-航泊日誌-2660

駆逐艦 蓮 昭和２年７月～９月

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2661

駆逐艦 蓮 昭和４年７月～９月

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2662

駆逐艦 蓮 昭和４年１０月～１２月

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2663

駆逐艦 蓮 昭和５年１月～３月２３日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2664

駆逐艦 蓮 昭和５年３月２４日～６月２９日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2665

駆逐艦 蓮 昭和５年６月３０日～９月３０日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2666

駆逐艦 蓮 昭和５年１０月１日～１２月

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2667

駆逐艦 蓮 昭和６年１月～３月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2668

駆逐艦 蓮 昭和６年４月～６月

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2669

駆逐艦 蓮 昭和６年７月～９月

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2670

駆逐艦 蓮 昭和６年１０月～１２月

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2671

駆逐艦 蓮 昭和７年１月～３月

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2672

駆逐艦 蓮 昭和７年４月～６月

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2673

駆逐艦 蓮 昭和７年７月～９月

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2674

駆逐艦 蓮 昭和７年１０月～１２月

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2675

駆逐艦 蓮 昭和８年７月～９月

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2676

駆逐艦 蓮 昭和８年１０月～１２月

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2677

駆逐艦 蓮 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2678

駆逐艦 蓮 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2679

駆逐艦 蓮 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2680

駆逐艦 蓮 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2681

駆逐艦 蓮 昭和１１年１月１日～３月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2682

駆逐艦 蓮 昭和１１年４月１日～６月３０日

駆逐艦 蓮

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2683

駆逐艦 蓮 昭和１１年７月１日～９月３０日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2684

駆逐艦 蓮 昭和１１年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2685

駆逐艦 蓮 昭和１２年１月１日～１月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2686

駆逐艦 蓮 昭和１２年５月１日～５月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2687

駆逐艦 蓮 昭和１２年６月１日～６月３０日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2688

駆逐艦 蓮 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2689

駆逐艦 蓮 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2690

駆逐艦 蓮 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2691

駆逐艦 蓮 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2692

駆逐艦 蓮 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2693

駆逐艦 蓮 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2694

駆逐艦 蓮 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2695

駆逐艦 蓮 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2696

駆逐艦 蓮 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2697

駆逐艦 蓮 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2698

駆逐艦 蓮 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2699

駆逐艦 蓮 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2700

駆逐艦 蓮 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2701

駆逐艦 蓮 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2702

駆逐艦 蓮 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2703

駆逐艦 蓮 昭和１４年１月１日～１月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2704

駆逐艦 蓮 昭和１４年２月１日～２月２８日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2705

駆逐艦 蓮 昭和１４年３月１日～３月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2706

駆逐艦 蓮 昭和１４年４月１日～４月３０日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2707

駆逐艦 蓮 昭和１４年５月１日～５月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2708

駆逐艦 蓮 昭和１４年６月１日～６月３０日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2709

駆逐艦 蓮 昭和１４年７月１日～７月３０日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2710

駆逐艦 蓮 昭和１４年８月１日～８月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2711

駆逐艦 蓮 昭和１４年９月１日～９月３０日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2712

駆逐艦 蓮 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2713

駆逐艦 蓮 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2714

駆逐艦 蓮 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 蓮

②戦史-航泊日誌-2715

駆逐艦 ２号駆逐艦（若竹） 大正１５年４月～６月

駆逐艦 ２号駆逐艦（若竹）

②戦史-航泊日誌-2716

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 大正１４年１２月～１２月３１日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2717

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 大正１５年１月～３月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2718

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 大正１５年４月～６月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2719

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 大正１５年７月～９月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2720

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和２年４月～６月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2721

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和２年７月～９月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2722

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和２年１０月～１２月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2723

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和３年１月～３月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2724

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和３年４月～６月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2725

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和３年７月～９月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2726

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和３年１０月～１１月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2727

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和３年１２月～４年２月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2728

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和４年３月～５月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2729

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和４年６月～８月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2730

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和４年９月～１１月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2731

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和４年１２月１日～１２月末日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2732

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和５年１月～３月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2733

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和５年４月～６月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2734

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和５年７月～９月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2735

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和５年１０月～１２月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2736

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和６年１月～３月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2737

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和６年４月～６月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2738

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和６年７月～９月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2739

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和６年１０月～１２月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2740

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和７年１月～３月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2741

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和８年４月１日～６月３０日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2742

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和８年７月１日～９月３０日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2743

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和８年１０月１日～１１月３０日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2744

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2745

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和９年３月１日～５月２３日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2746

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和９年５月２４日～７月３１日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2747

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和９年８月１日～１０月３１日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2748

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和９年１１月１日～１０年２月３日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2749

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和１０年４月１日～６月１６日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2750

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和１０年６月１８日～８月３０日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2751

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和１０年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2752

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和１０年１２月１日～１１年２月２９
日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2753

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和１１年３月１日～５月３１日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2754

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和１１年６月１日～８月３１日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2755

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和１１年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2756

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和１１年１２月１日～１２年２月２８
日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2757

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和１２年３月１日～５月３１日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2758

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和１２年６月１日～８月３１日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2759

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和１２年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2760

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2761

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 大正１１年１２月～１２年２月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2762

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 大正１２年３月～５月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2763

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 大正１２年６月～８月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2764

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 大正１２年９月～１１月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2765

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 大正１２年１２月～１３年２月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2766

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 大正１３年３月～５月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2767

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 大正１３年６月～８月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2768

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 大正１３年１２月～１４年２月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2769

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 大正１４年３月～５月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2770

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 大正１４年６月～８月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2771

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹） 大正１４年９月～１１月

駆逐艦 ４号駆逐艦（呉竹）

②戦史-航泊日誌-2772

駆逐艦 早苗 昭和７．１２．１～８．２．２８

駆逐艦 早苗

②戦史-航泊日誌-2773

駆逐艦 早苗 昭和８．３．１～５．３１

駆逐艦 早苗

②戦史-航泊日誌-2774

駆逐艦 早苗 昭和８．６．１～６．３０

駆逐艦 早苗

②戦史-航泊日誌-2775

駆逐艦 早苗 昭和８．７．１～９．２５

駆逐艦 早苗

②戦史-航泊日誌-2776

駆逐艦 早苗 昭和８．９．２６～１２．３１

駆逐艦 早苗

②戦史-航泊日誌-2777

駆逐艦 早苗 昭和９．１．１～３．３１

駆逐艦 早苗

②戦史-航泊日誌-2778

駆逐艦 早苗 昭和９．４．１～６．３０

駆逐艦 早苗

②戦史-航泊日誌-2779

駆逐艦 早苗 昭和９．７．１～９．３０

駆逐艦 早苗

②戦史-航泊日誌-2780

駆逐艦 早苗 昭和９．１０．１～１２．３１

駆逐艦 早苗

②戦史-航泊日誌-2781

駆逐艦 早苗 昭和９年１月１日～３月３１日

駆逐艦 早苗

②戦史-航泊日誌-2782

駆逐艦 早苗 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 早苗

②戦史-航泊日誌-2783

駆逐艦 早苗 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 早苗

②戦史-航泊日誌-2784

駆逐艦 早苗 昭和１１年１月１日～３月３１日

駆逐艦 早苗

②戦史-航泊日誌-2785

駆逐艦 早苗 昭和１１年４月１日～６月３０日

駆逐艦 早苗

②戦史-航泊日誌-2786

駆逐艦 早苗 昭和１１年７月１日～９月３０日

駆逐艦 早苗

②戦史-航泊日誌-2787

駆逐艦 早苗 昭和１１年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 早苗

②戦史-航泊日誌-2788

駆逐艦 早苗 昭和１２年１月１日～３月３１日

駆逐艦 早苗

②戦史-航泊日誌-2789

駆逐艦 早苗 昭和１２年４月１日～６月３０日

駆逐艦 早苗

②戦史-航泊日誌-2790

駆逐艦 早苗 昭和１２年７月１日～９月３０日

駆逐艦 早苗

②戦史-航泊日誌-2791

駆逐艦 早苗 昭和１２年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 早苗

②戦史-航泊日誌-2792

駆逐艦 朝顔 昭和５年３月～５月

駆逐艦 朝顔

②戦史-航泊日誌-2793

駆逐艦 朝顔 昭和５年６月～８月

駆逐艦 朝顔

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2794

駆逐艦 朝顔 昭和６年６月～８月

駆逐艦 朝顔

②戦史-航泊日誌-2795

駆逐艦 朝顔 昭和８年１２月１日～昭和９年２月２８日

駆逐艦 朝顔

②戦史-航泊日誌-2796

駆逐艦 朝顔 昭和９年３月１日～５月３１日

駆逐艦 朝顔

②戦史-航泊日誌-2797

駆逐艦 朝顔 昭和９年６月１日～８月３１日

駆逐艦 朝顔

②戦史-航泊日誌-2798

駆逐艦 朝顔 昭和９年９月１２日～１１月３０日

駆逐艦 朝顔

②戦史-航泊日誌-2799

駆逐艦 朝顔 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

駆逐艦 朝顔

②戦史-航泊日誌-2800

駆逐艦 朝顔 昭和１０年３月１日～５月３１日

駆逐艦 朝顔

②戦史-航泊日誌-2801

駆逐艦 朝顔 昭和１０年６月１日～８月３１日

駆逐艦 朝顔

②戦史-航泊日誌-2802

駆逐艦 朝顔 昭和１０年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 朝顔

②戦史-航泊日誌-2803

駆逐艦 芙蓉 昭和９年１月１日～３月３１日

駆逐艦 芙蓉

②戦史-航泊日誌-2804

駆逐艦 芙蓉 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 芙蓉

②戦史-航泊日誌-2805

駆逐艦 芙蓉 昭和９年７月１日～９月３０日

駆逐艦 芙蓉

②戦史-航泊日誌-2806

駆逐艦 芙蓉 昭和９年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 芙蓉

②戦史-航泊日誌-2807

駆逐艦 芙蓉 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 芙蓉

②戦史-航泊日誌-2808

駆逐艦 芙蓉 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 芙蓉

②戦史-航泊日誌-2809

駆逐艦 芙蓉 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 芙蓉

②戦史-航泊日誌-2810

駆逐艦 芙蓉 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 芙蓉

②戦史-航泊日誌-2811

駆逐艦 芙蓉 昭和１１年１月１日～３月３１日

駆逐艦 芙蓉

②戦史-航泊日誌-2812

駆逐艦 刈萱 昭和９年１月１日～３月３１日

駆逐艦 刈萱

②戦史-航泊日誌-2813

駆逐艦 刈萱 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 刈萱

②戦史-航泊日誌-2814

駆逐艦 刈萱 昭和９年７月１日～９月３０日

駆逐艦 刈萱

②戦史-航泊日誌-2815

駆逐艦 刈萱 昭和９年１０月１日～１１月３０日

駆逐艦 刈萱

②戦史-航泊日誌-2816

駆逐艦 刈萱 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

駆逐艦 刈萱

②戦史-航泊日誌-2817

駆逐艦 刈萱 昭和１０年３月１日～５月３１日

駆逐艦 刈萱

②戦史-航泊日誌-2818

駆逐艦 刈萱 昭和１０年６月１日～８月３１日

駆逐艦 刈萱

②戦史-航泊日誌-2819

駆逐艦 刈萱 昭和１０年９月１日～１１月３０日

駆逐艦 刈萱

②戦史-航泊日誌-2820

駆逐艦 桂 大正１２年１月～３月

駆逐艦 桂

②戦史-航泊日誌-2821

駆逐艦 桂 大正１２年１０月～１２月

駆逐艦 桂

②戦史-航泊日誌-2822

駆逐艦 桂 大正１３年４月～６月

駆逐艦 桂

②戦史-航泊日誌-2823

駆逐艦 桂 大正１４年７月～９月

駆逐艦 桂

②戦史-航泊日誌-2824

駆逐艦 桂 昭和５年１月～３月

駆逐艦 桂

②戦史-航泊日誌-2825

駆逐艦 葦 昭和７年１２月１日～８年２月２８日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2826

駆逐艦 葦 昭和８年３月１日～５月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2827

駆逐艦 葦 昭和８年６月１日～８月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2828

駆逐艦 葦 昭和８年９月１日～１１月２７日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2829

駆逐艦 葦 昭和９年１月１日～３月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2830

駆逐艦 葦 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 葦

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2831

駆逐艦 葦 昭和９年７月１日～９月３０日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2832

駆逐艦 葦 昭和９年１０月１日～１２月１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2833

駆逐艦 葦 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2834

駆逐艦 葦 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2835

駆逐艦 葦 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2836

駆逐艦 葦 昭和１０年１０月１日～１１年１月３日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2837

駆逐艦 葦 昭和１１年１月１日～３月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2838

駆逐艦 葦 昭和１１年４月１日～６月３０日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2839

駆逐艦 葦 昭和１１年７月１日～９月３０日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2840

駆逐艦 葦 昭和１１年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2841

駆逐艦 葦 昭和１２年１月１日～３月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2842

駆逐艦 葦 昭和１２年４月１日～６月３０日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2843

駆逐艦 葦 昭和１２年７月１日～９月３０日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2844

駆逐艦 葦 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2845

駆逐艦 葦 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2846

駆逐艦 葦 昭和１２年１２月１日～１３年１月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2847

駆逐艦 葦 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2848

駆逐艦 葦 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2849

駆逐艦 葦 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2850

駆逐艦 葦 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2851

駆逐艦 葦 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2852

駆逐艦 葦 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2853

駆逐艦 葦 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2854

駆逐艦 葦 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2855

駆逐艦 葦 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2856

駆逐艦 葦 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2857

駆逐艦 葦 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2858

駆逐艦 葦 昭和１４年１月１日～１月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2859

駆逐艦 葦 昭和１４年２月１日～２月２８日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2860

駆逐艦 葦 昭和１４年３月１日～３月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2861

駆逐艦 葦 昭和１４年４月１日～４月３０日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2862

駆逐艦 葦 昭和１４年５月１日～５月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2863

駆逐艦 葦 昭和１４年６月１日～６月３０日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2864

駆逐艦 葦 昭和１４年７月１日～７月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2865

駆逐艦 葦 昭和１４年８月１日～８月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2866

駆逐艦 葦 昭和１４年９月１日～９月３０日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2867

駆逐艦 葦 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 葦

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2868

駆逐艦 葦 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2869

駆逐艦 葦 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2870

駆逐艦 葦 昭和１５年１月１日～１月３１日

駆逐艦 葦

②戦史-航泊日誌-2871

駆逐艦 蓬 大正１５年１月～４月

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2872

駆逐艦 蓬 大正１５年７月～１０月

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2873

駆逐艦 蓬 昭和８年１０月２５日～１２月１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2874

駆逐艦 蓬 昭和９年１月１日～３月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2875

駆逐艦 蓬 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2876

駆逐艦 蓬 昭和９年７月１日～９月３０日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2877

駆逐艦 蓬 昭和９年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2878

駆逐艦 蓬 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2879

駆逐艦 蓬 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2880

駆逐艦 蓬 昭和１１年２月２４日～５月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2881

駆逐艦 蓬 昭和１１年６月１日～９月６日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2882

駆逐艦 蓬 昭和１１年９月７日～９月３０日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2883

駆逐艦 蓬 昭和１１年１０月１日～１１月１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2884

駆逐艦 蓬 昭和１１年１１月２日～１２月３日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2885

駆逐艦 蓬 昭和１１年１２月４日～１２年１月３日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2886

駆逐艦 蓬 昭和１２年１月４日～２月４日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2887

駆逐艦 蓬 昭和１２年２月５日～３月７日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2888

駆逐艦 蓬 昭和１２年３月８日～４月８日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2889

駆逐艦 蓬 昭和１２年４月９日～５月９日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2890

駆逐艦 蓬 昭和１２年５月１０日～６月６日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2891

駆逐艦 蓬 昭和１２年６月７日～６月３０日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2892

駆逐艦 蓬 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2893

駆逐艦 蓬 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2894

駆逐艦 蓬 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2895

駆逐艦 蓬 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2896

駆逐艦 蓬 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2897

駆逐艦 蓬 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2898

駆逐艦 蓬 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2899

駆逐艦 蓬 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2900

駆逐艦 蓬 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2901

駆逐艦 蓬 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2902

駆逐艦 蓬 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2903

駆逐艦 蓬 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2904

駆逐艦 蓬 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 蓬

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2905

駆逐艦 蓬 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2906

駆逐艦 蓬 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2907

駆逐艦 蓬 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2908

駆逐艦 蓬 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2909

駆逐艦 蓬 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2910

駆逐艦 蓬 昭和１４年１月１日～１月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2911

駆逐艦 蓬 昭和１４年２月１日～２月２８日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2912

駆逐艦 蓬 昭和１４年３月１日～３月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2913

駆逐艦 蓬 昭和１４年４月１日～４月３０日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2914

駆逐艦 蓬 昭和１４年５月１日～５月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2915

駆逐艦 蓬 昭和１４年６月１日～６月３０日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2916

駆逐艦 蓬 昭和１４年７月１日～７月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2917

駆逐艦 蓬 昭和１４年８月１日～８月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2918

駆逐艦 蓬 昭和１４年９月１日～９月３０日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2919

駆逐艦 蓬 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2920

駆逐艦 蓬 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2921

駆逐艦 蓬 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2922

駆逐艦 蓬 昭和１５年１月１日～１月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2923

駆逐艦 蓬 昭和１５年２月１日～２月２９日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2924

駆逐艦 蓬 昭和１５年３月１日～３月３１日

駆逐艦 蓬

②戦史-航泊日誌-2925

１２号駆逐艦（夕顔） 大正１５年１２月～昭和２年２月

１２号駆逐艦（夕顔）

②戦史-航泊日誌-2926

潜水艦 伊５１ 昭和８年１２月～９年２月

潜水艦 伊５１

②戦史-航泊日誌-2927

潜水艦 伊５１ 昭和９年３月１日～５月３１日

潜水艦 伊５１

②戦史-航泊日誌-2928

潜水艦 伊５１ 昭和９年６月１日～８月３１日

潜水艦 伊５１

②戦史-航泊日誌-2929

潜水艦 伊５１ 昭和９年９月１日～１１月３０日

潜水艦 伊５１

②戦史-航泊日誌-2930

潜水艦 伊５１ 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

潜水艦 伊５１

②戦史-航泊日誌-2931

潜水艦 伊５１ 昭和１０年３月１日～５月３１日

潜水艦 伊５１

②戦史-航泊日誌-2932

潜水艦 伊５１ 昭和１０年６月１日～８月３１日

潜水艦 伊５１

②戦史-航泊日誌-2933

潜水艦 伊５１ 昭和１０年９月１日～１１月３０日

潜水艦 伊５１

②戦史-航泊日誌-2934

潜水艦 伊５４ 昭和５年１１月～６年１月

潜水艦 伊５４

②戦史-航泊日誌-2935

潜水艦 伊５４ 昭和７年１月１日～３月３１日

潜水艦 伊５４

②戦史-航泊日誌-2936

潜水艦 伊５４ 昭和７年１０月１日～１２月３１日

潜水艦 伊５４

②戦史-航泊日誌-2937

潜水艦 伊５４ 昭和１２年５月２７日～６月３０日

潜水艦 伊５４

②戦史-航泊日誌-2938

潜水艦 伊５４ 昭和１２年８月８日～１１月２７日

潜水艦 伊５４

②戦史-航泊日誌-2939

潜水艦 伊５４ 昭和１２年１１月２８日～１３年３月９日

潜水艦 伊５４

②戦史-航泊日誌-2940

潜水艦 伊５５ 昭和１０年２月２５日～６月６日

潜水艦 伊５５

②戦史-航泊日誌-2941

潜水艦 伊５５ 昭和１０年６月７日～９月１７日

潜水艦 伊５５

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2942

潜水艦 伊５５ 昭和１０年９月１７日～１２月２７日

潜水艦 伊５５

②戦史-航泊日誌-2943

潜水艦 伊５５ 昭和１０年１２月２８日～１１年４月４日

潜水艦 伊５５

②戦史-航泊日誌-2944

潜水艦 伊５５ 昭和１１年４月５日～７月６日

潜水艦 伊５５

②戦史-航泊日誌-2945

潜水艦 伊５５ 昭和１１年７月７日～１０月８日

潜水艦 伊５５

②戦史-航泊日誌-2946

潜水艦 伊５５ 昭和１１年１０月９日～１２年１月２８日

潜水艦 伊５５

②戦史-航泊日誌-2947

潜水艦 伊５５ 昭和１２年１月２９日～５月５日

潜水艦 伊５５

②戦史-航泊日誌-2948

潜水艦 伊６４ 昭和１１年１月１日～３月３１日

潜水艦 伊６４

②戦史-航泊日誌-2949

潜水艦 伊６４ 昭和１１年４月１日～６月３０日

潜水艦 伊６４

②戦史-航泊日誌-2950

潜水艦 伊６４ 昭和１１年７月１日～９月３０日

潜水艦 伊６４

②戦史-航泊日誌-2951

潜水艦 伊６４ 昭和１１年１０月１日～１２月３１日

潜水艦 伊６４

②戦史-航泊日誌-2952

潜水艦 伊６４ 昭和１２年１月１日～３月３１日

潜水艦 伊６４

②戦史-航泊日誌-2953

潜水艦 伊６４ 昭和１２年４月１日～６月３０日

潜水艦 伊６４

②戦史-航泊日誌-2954

潜水艦 伊６４ 昭和１２年７月１日～９月３０日

潜水艦 伊６４

②戦史-航泊日誌-2955

潜水艦 伊６４ 昭和１２年１０月１日～１２月３１日

潜水艦 伊６４

②戦史-航泊日誌-2956

潜水艦 伊６４ 昭和１３年１月１日～３月３１日

潜水艦 伊６４

②戦史-航泊日誌-2957

潜水艦 伊６４ 昭和１３年４月１日～６月３０日

潜水艦 伊６４

②戦史-航泊日誌-2958

潜水艦 伊６６ 昭和８年１１月１日～９年１月３１日

潜水艦 伊６６

②戦史-航泊日誌-2959

潜水艦 伊６６ 昭和９年２月１日～４月３０日

潜水艦 伊６６

②戦史-航泊日誌-2960

潜水艦 伊６６ 昭和９年５月１日～７月３１日

潜水艦 伊６６

②戦史-航泊日誌-2961

潜水艦 伊６６ 昭和９年８月１日～１０月３１日

潜水艦 伊６６

②戦史-航泊日誌-2962

潜水艦 伊６６ 昭和９年１１月１日～１０年１月３１日

潜水艦 伊６６

②戦史-航泊日誌-2963

潜水艦 呂１７ 昭和３年４月～６月

潜水艦 呂１７

②戦史-航泊日誌-2964

潜水艦 呂１７ 昭和６年２月～３月

潜水艦 呂１７

②戦史-航泊日誌-2965

潜水艦 呂１７ 昭和８年８月～１１年４月１日

潜水艦 呂１７

②戦史-航泊日誌-2966

潜水艦 呂１８ 昭和４年１１月１日～５年１月３１日

潜水艦 呂１８

②戦史-航泊日誌-2967

潜水艦 呂１９ 昭和５年６月～９月

潜水艦 呂１９

②戦史-航泊日誌-2968

潜水艦 呂２６ 昭和３年１２月～４年３月２日

潜水艦 呂２６

②戦史-航泊日誌-2969

潜水艦 呂２６ 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

潜水艦 呂２６

②戦史-航泊日誌-2970

潜水艦 呂２７ 大正１０年３月～５月

潜水艦 呂２７

②戦史-航泊日誌-2971

潜水艦 呂２７ 大正１０年６月～８月

潜水艦 呂２７

②戦史-航泊日誌-2972

潜水艦 呂２７ 大正１０年９月～１１月

潜水艦 呂２７

②戦史-航泊日誌-2973

潜水艦 呂２７ 大正１２年１２月～１３年２月

潜水艦 呂２７

②戦史-航泊日誌-2974

潜水艦 呂２７ 大正１３年６月～８月

潜水艦 呂２７

②戦史-航泊日誌-2975

潜水艦 呂２７ 昭和２年１２月～３年３月

潜水艦 呂２７

②戦史-航泊日誌-2976

潜水艦 呂２７ 昭和３年９月～１２月

潜水艦 呂２７

②戦史-航泊日誌-2977

潜水艦 呂２７ 昭和４年１月１日～４月１日

潜水艦 呂２７

②戦史-航泊日誌-2978

潜水艦 呂２９ 昭和８年７月～９月

潜水艦 呂２９

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-2979

潜水艦 呂２９ 昭和８年１０月～９年１月

潜水艦 呂２９

②戦史-航泊日誌-2980

潜水艦 呂２９ 昭和９年１月～４月

潜水艦 呂２９

②戦史-航泊日誌-2981

潜水艦 呂２９ 昭和９年４月～７月

潜水艦 呂２９

②戦史-航泊日誌-2982

潜水艦 呂２９ 昭和９年７月２８日～１１月４日

潜水艦 呂２９

②戦史-航泊日誌-2983

潜水艦 呂２９ 昭和９年１１月５日～１２月３日

潜水艦 呂２９

②戦史-航泊日誌-2984

潜水艦 呂４７ 大正１３年５月～７月

潜水艦 呂４７

②戦史-航泊日誌-2985

潜水艦 呂５１ 大正１５年１２月～昭和２年３月

潜水艦 呂５１

②戦史-航泊日誌-2986

潜水艦 呂５１ 昭和７年１１月～８年１月

潜水艦 呂５１

②戦史-航泊日誌-2987

潜水艦 呂５１ 昭和８年２月１日～２月２８日

潜水艦 呂５１

②戦史-航泊日誌-2988

潜水艦 呂５５ 昭和１２年３月１日～５月３１日

潜水艦 呂５５

②戦史-航泊日誌-2989

潜水艦 呂５５ 昭和１２年６月１日～８月３１日

潜水艦 呂５５

②戦史-航泊日誌-2990

潜水艦 呂５５ 昭和１２年９月１日～１１月３０日

潜水艦 呂５５

②戦史-航泊日誌-2991

潜水艦 呂５５ 昭和１２年１２月～１３年１月３１日

潜水艦 呂５５

②戦史-航泊日誌-2992

潜水艦 呂５６ 昭和５年３月～５月

潜水艦 呂５６

②戦史-航泊日誌-2993

潜水艦 呂５６ 昭和１２年３月１日～５月３１日

潜水艦 呂５６

②戦史-航泊日誌-2994

潜水艦 呂５６ 昭和１２年６月１日～８月３１日

潜水艦 呂５６

②戦史-航泊日誌-2995

潜水艦 呂５６ 昭和１２年９月１日～１１月３０日

潜水艦 呂５６

②戦史-航泊日誌-2996

潜水艦 呂５６ 昭和１２年１２月１日～１３年１月３１日

潜水艦 呂５６

②戦史-航泊日誌-2997

潜水艦 呂５７ 昭和６年３月１日～５月３１日

潜水艦 呂５７

②戦史-航泊日誌-2998

潜水艦 呂５８ 昭和５年６月～８月

潜水艦 呂５８

②戦史-航泊日誌-2999

潜水艦 呂５８ 昭和５年９月～１１月

潜水艦 呂５８

②戦史-航泊日誌-3000

潜水艦 呂５９ 大正１５年１月～３月

潜水艦 呂５９

②戦史-航泊日誌-3001

潜水艦 呂５９ 大正１５年４月～６月

潜水艦 呂５９

②戦史-航泊日誌-3002

潜水艦 呂５９ 昭和３年３月～５月

潜水艦 呂５９

②戦史-航泊日誌-3003

潜水艦 呂５９ 昭和６年９月～１１月

潜水艦 呂５９

②戦史-航泊日誌-3004

海防艦 対馬 昭和１０年１月１日～３月３１日

海防艦 対馬

②戦史-航泊日誌-3005

海防艦 対馬 昭和１０年４月１日～６月３０日

海防艦 対馬

②戦史-航泊日誌-3006

海防艦 対馬 昭和１０年７月１日～９月３０日

海防艦 対馬

②戦史-航泊日誌-3007

海防艦 対馬 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

海防艦 対馬

②戦史-航泊日誌-3008

海防艦 対馬 昭和１１年１月１日～３月３１日

海防艦 対馬

②戦史-航泊日誌-3009

海防艦 対馬 昭和１１年４月１日～６月３０日

海防艦 対馬

②戦史-航泊日誌-3010

海防艦 対馬 昭和１１年７月１日～９月３０日

海防艦 対馬

②戦史-航泊日誌-3011

海防艦 対馬 昭和１１年１０月１日～１０月３１日

海防艦 対馬

②戦史-航泊日誌-3012

海防艦 対馬 昭和１１年１１月１日～１１月３０日

海防艦 対馬

②戦史-航泊日誌-3013

海防艦 対馬 昭和１１年１２月１日～１２月３１日

海防艦 対馬

②戦史-航泊日誌-3014

特務艦(潜水艦母艇）見島 昭和８年６月～８月

海防艦 特務艦見島

②戦史-航泊日誌-3015

特務艦(潜水艦母艇）見島 昭和８年９月～１１月

海防艦 特務艦見島

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3016

特務艦(潜水艦母艇）見島 昭和８年１２月～９年２月

海防艦 特務艦見島

②戦史-航泊日誌-3017

特務艦(潜水艦母艇）見島 昭和９年３月～５月

海防艦 特務艦見島

②戦史-航泊日誌-3018

特務艦(潜水艦母艇）見島 昭和９年６月～８月

海防艦 特務艦見島

②戦史-航泊日誌-3019

特務艦(潜水艦母艇）見島 昭和９年９月１日～１１月３０日

海防艦 特務艦見島

②戦史-航泊日誌-3020

特務艦(潜水艦母艇）見島 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

海防艦 特務艦見島

②戦史-航泊日誌-3021

特務艦(潜水艦母艇）見島 昭和１０年３月１日～５月３１日

海防艦 特務艦見島

②戦史-航泊日誌-3022

特務艦(潜水艦母艇）見島 昭和１０年６月１日～７月１９日

海防艦 特務艦見島

②戦史-航泊日誌-3023

砲艦 安宅 昭和６年４月１日～６月３０日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3024

砲艦 安宅 昭和６年７月１日～９月３０日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3025

砲艦 安宅 昭和６年１２月１日～７年２月２９日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3026

砲艦 安宅 昭和７年６月１日～８月３１日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3027

砲艦 安宅 昭和７年９月１日～１０月６日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3028

砲艦 安宅 昭和７年１２月１日～８年２月２８日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3029

砲艦 安宅 昭和８年３月１日～６月１１日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3030

砲艦 安宅 昭和８年６月１２日～９月１６日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3031

砲艦 安宅 昭和８年９月１７日～１２月３１日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3032

砲艦 安宅 昭和９年１月１日～３月３１日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3033

砲艦 安宅 昭和９年１０月１日～１２月３１日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3034

砲艦 安宅 昭和１０年１月１日～４月７日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3035

砲艦 安宅 昭和１０年４月８日～６月３０日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3036

砲艦 安宅 昭和１０年７月１日～９月３０日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3037

砲艦 安宅 昭和１０年１０月１日～１２月２９日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3038

砲艦 安宅 昭和１０年１２月３０日～１１年３月２９日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3039

砲艦 安宅 昭和１１年４月１日～６月２８日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3040

砲艦 安宅 昭和１１年６月２９日～９月３０日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3041

砲艦 安宅 昭和１１年９月３０日～１２月３１日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3042

砲艦 安宅 昭和１２年４月１日～６月２７日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3043

砲艦 安宅 昭和１２年６月２８日～９月３０日

砲艦 安宅

②戦史-航泊日誌-3044

砲艦 宇治 昭和８年７月１日～９月３０日

砲艦 宇治

②戦史-航泊日誌-3045

砲艦 宇治 昭和８年１０月１日～１２月３１日

砲艦 宇治

②戦史-航泊日誌-3046

砲艦 宇治 昭和９年１月１日～３月３１日

砲艦 宇治

②戦史-航泊日誌-3047

砲艦 宇治 昭和９年４月１日～６月３０日

砲艦 宇治

②戦史-航泊日誌-3048

砲艦 宇治 昭和９年７月１日～９月３０日

砲艦 宇治

②戦史-航泊日誌-3049

砲艦 宇治 昭和９年１０月１日～１２月３１日

砲艦 宇治

②戦史-航泊日誌-3050

砲艦 宇治 昭和１０年１月１日～３月３１日

砲艦 宇治

②戦史-航泊日誌-3051

砲艦 宇治 昭和１０年４月１日～６月３０日

砲艦 宇治

②戦史-航泊日誌-3052

砲艦 宇治 昭和１０年７月１日～９月３０日

砲艦 宇治

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3053

砲艦 宇治 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

砲艦 宇治

②戦史-航泊日誌-3054

砲艦 宇治 昭和１１年１月１日～３月３１日

砲艦 宇治

②戦史-航泊日誌-3055

砲艦 宇治 昭和１１年４月１日～６月３０日

砲艦 宇治

②戦史-航泊日誌-3056

砲艦 宇治 昭和１１年７月１日～７月３１日

砲艦 宇治

②戦史-航泊日誌-3057

砲艦 宇治 昭和１１年８月１日～８月３１日

砲艦 宇治

②戦史-航泊日誌-3058

砲艦 隅田 昭和８年７月１日～９月３０日

砲艦 隅田

②戦史-航泊日誌-3059

砲艦 隅田 昭和８年１０月１日～１２月３１日

砲艦 隅田

②戦史-航泊日誌-3060

砲艦 鳥羽 昭和８年１１月１日～９年１月２５日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3061

砲艦 鳥羽 昭和９年１月２６日～４月３０日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3062

砲艦 鳥羽 昭和９年８月１日～１０月３１日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3063

砲艦 鳥羽 昭和９年１１月１日～１０年１月３１日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3064

砲艦 鳥羽 昭和１０年２月１日～４月３０日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3065

砲艦 鳥羽 昭和１０年５月１日～７月３１日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3066

砲艦 鳥羽 昭和１０年８月１日～１０月３１日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3067

砲艦 鳥羽 昭和１０年１１月１日～１１年１月３１日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3068

砲艦 鳥羽 昭和１１年２月１日～４月３０日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3069

砲艦 鳥羽 昭和１１年５月１日～７月３１日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3070

砲艦 鳥羽 昭和１１年８月１日～１０月３１日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3071

砲艦 鳥羽 昭和１１年１１月１日～１２年１月３１日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3072

砲艦 鳥羽 昭和１２年２月１日～４月３０日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3073

砲艦 鳥羽 昭和１２年５月１日～７月３１日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3074

砲艦 鳥羽 昭和１２年８月１日～１０月３１日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3075

砲艦 鳥羽 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3076

砲艦 鳥羽 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3077

砲艦 鳥羽 昭和１３年１月１日～１月３１日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3078

砲艦 鳥羽 昭和１３年２月１日～２月２８日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3079

砲艦 鳥羽 昭和１３年３月１日～３月３１日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3080

砲艦 鳥羽 昭和１３年４月１日～４月３０日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3081

砲艦 鳥羽 昭和１３年５月１日～５月３１日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3082

砲艦 鳥羽 昭和１３年６月１日～６月３０日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3083

砲艦 鳥羽 昭和１３年７月１日～７月３１日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3084

砲艦 鳥羽 昭和１３年８月１日～８月３１日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3085

砲艦 鳥羽 昭和１３年９月１日～９月３０日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3086

砲艦 鳥羽 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3087

砲艦 鳥羽 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3088

砲艦 鳥羽 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3089

砲艦 鳥羽 昭和１４年１月１日～１月３１日

砲艦 鳥羽

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3090

砲艦 鳥羽 昭和１４年２月１日～２月２８日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3091

砲艦 鳥羽 昭和１４年３月１日～３月３１日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3092

砲艦 鳥羽 昭和１４年４月１日～４月３０日

砲艦 鳥羽

②戦史-航泊日誌-3093

砲艦 比良 昭和７年１月１日～３月３１日

砲艦 比良

②戦史-航泊日誌-3094

砲艦 比良 昭和７年４月１日～６月３０日

砲艦 比良

②戦史-航泊日誌-3095

砲艦 比良 昭和７年７月１日～８月３１日

砲艦 比良

②戦史-航泊日誌-3096

砲艦 比良 昭和７年９月１日～１０月３１日

砲艦 比良

②戦史-航泊日誌-3097

砲艦 比良 昭和７年１１月１日～８年１月３１日

砲艦 比良

②戦史-航泊日誌-3098

砲艦 比良 昭和８年２月１日～４月３０日

砲艦 比良

②戦史-航泊日誌-3099

砲艦 比良 昭和８年８月１日～１０月３１日

砲艦 比良

②戦史-航泊日誌-3100

砲艦 比良 昭和８年１１月１日～１２月３１日

砲艦 比良

②戦史-航泊日誌-3101

砲艦 比良 昭和９年１月１日～４月１日

砲艦 比良

②戦史-航泊日誌-3102

砲艦 比良 昭和９年７月１日～９月３０日

砲艦 比良

②戦史-航泊日誌-3103

砲艦 比良 昭和９年１０月１日～１２月３１日

砲艦 比良

②戦史-航泊日誌-3104

砲艦 比良 昭和１０年１月１日～４月１０日

砲艦 比良

②戦史-航泊日誌-3105

砲艦 比良 昭和１０年４月１１日～６月３０日

砲艦 比良

②戦史-航泊日誌-3106

砲艦 比良 昭和１０年７月１日～９月３０日

砲艦 比良

②戦史-航泊日誌-3107

砲艦 比良 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

砲艦 比良

②戦史-航泊日誌-3108

砲艦 比良 昭和１１年１月１日～３月３１日

砲艦 比良

②戦史-航泊日誌-3109

砲艦 比良 昭和１１年４月１日～６月３０日

砲艦 比良

②戦史-航泊日誌-3110

砲艦 比良 昭和１１年７月１日～８月３１日

砲艦 比良

②戦史-航泊日誌-3111

砲艦 比良 昭和１１年９月１日～１１月３０日

砲艦 比良

②戦史-航泊日誌-3112

砲艦 比良 昭和１１年１２月１日～１２年２月２８日

砲艦 比良

②戦史-航泊日誌-3113

砲艦 保津 昭和８年１２月１日～９年３月９日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3114

砲艦 保津 昭和９年３月１０日～５月３１日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3115

砲艦 保津 昭和９年６月１日～８月３１日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3116

砲艦 保津 昭和９年９月１日～１１月２５日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3117

砲艦 保津 昭和９年１１月２６日～１０年２月２８日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3118

砲艦 保津 昭和１０年３月１日～５月３１日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3119

砲艦 保津 昭和１０年６月１日～８月３１日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3120

砲艦 保津 昭和１０年９月１日～１１月３０日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3121

砲艦 保津 昭和１０年１２月１日～１１年２月２８日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3122

砲艦 保津 昭和１１年１２月１日～１２年２月２８日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3123

砲艦 保津 昭和１２年３月１日～５月３１日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3124

砲艦 保津 昭和１２年６月１日～６月３０日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3125

砲艦 保津 昭和１２年７月１日～７月３１日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3126

砲艦 保津 昭和１２年８月１日～８月３１日

砲艦 保津

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3127

砲艦 保津 昭和１２年９月１日～９月３０日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3128

砲艦 保津 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3129

砲艦 保津 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3130

砲艦 保津 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3131

砲艦 保津 昭和１３年１月１日～１月３１日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3132

砲艦 保津 昭和１３年２月１日～２月２８日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3133

砲艦 保津 昭和１３年３月１日～３月３１日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3134

砲艦 保津 昭和１３年４月１日～４月３０日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3135

砲艦 保津 昭和１３年５月１日～５月３１日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3136

砲艦 保津 昭和１３年６月１日～６月３０日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3137

砲艦 保津 昭和１３年７月１日～７月３１日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3138

砲艦 保津 昭和１３年８月１日～８月３１日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3139

砲艦 保津 昭和１３年９月１日～９月３０日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3140

砲艦 保津 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3141

砲艦 保津 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

砲艦 保津

②戦史-航泊日誌-3142

砲艦 勢多 昭和３年１月１日～３月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3143

砲艦 勢多 昭和３年４月１日～６月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3144

砲艦 勢多 昭和３年７月１日～９月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3145

砲艦 勢多 昭和３年１０月１日～１２月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3146

砲艦 勢多 昭和４年４月１日～６月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3147

砲艦 勢多 昭和４年７月１日～９月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3148

砲艦 勢多 昭和４年１０月１日～１２月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3149

砲艦 勢多 昭和５年１月１日～３月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3150

砲艦 勢多 昭和５年４月１日～６月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3151

砲艦 勢多 昭和５年７月１日～９月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3152

砲艦 勢多 昭和５年１０月１日～１２月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3153

砲艦 勢多 昭和６年１月１日～３月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3154

砲艦 勢多 昭和６年４月１日～６月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3155

砲艦 勢多 昭和６年７月１日～９月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3156

砲艦 勢多 昭和６年１０月１日～１２月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3157

砲艦 勢多 昭和７年１月１日～３月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3158

砲艦 勢多 昭和７年４月１日～６月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3159

砲艦 勢多 昭和７年７月１日～９月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3160

砲艦 勢多 昭和７年１０月１日～１２月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3161

砲艦 勢多 昭和８年１月１日～３月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3162

砲艦 勢多 昭和８年４月１日～６月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3163

砲艦 勢多 昭和８年７月１日～９月３０日

砲艦 勢多

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3164

砲艦 勢多 昭和８年１０月１日～１２月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3165

砲艦 勢多 昭和９年１月１日～３月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3166

砲艦 勢多 昭和９年４月１日～６月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3167

砲艦 勢多 昭和９年７月１日～９月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3168

砲艦 勢多 昭和９年１０月１日～１２月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3169

砲艦 勢多 昭和１０年１月１日～３月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3170

砲艦 勢多 昭和１０年４月１日～６月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3171

砲艦 勢多 昭和１０年７月１日～９月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3172

砲艦 勢多 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3173

砲艦 勢多 昭和１１年１月１日～３月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3174

砲艦 勢多 昭和１１年４月１日～６月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3175

砲艦 勢多 昭和１１年７月１日～９月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3176

砲艦 勢多 昭和１１年１０月１日～１２月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3177

砲艦 勢多 昭和１２年１月１日～３月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3178

砲艦 勢多 昭和１２年４月１日～６月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3179

砲艦 勢多 昭和１２年７月１日～９月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3180

砲艦 勢多 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3181

砲艦 勢多 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3182

砲艦 勢多 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3183

砲艦 勢多 昭和１３年１月１日～１月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3184

砲艦 勢多 昭和１３年２月１日～２月２８日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3185

砲艦 勢多 昭和１３年３月１日～３月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3186

砲艦 勢多 昭和１３年４月１日～４月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3187

砲艦 勢多 昭和１３年５月１日～５月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3188

砲艦 勢多 昭和１３年６月１日～６月２４日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3189

砲艦 勢多 昭和１３年６月２５日～６月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3190

砲艦 勢多 昭和１３年７月１日～７月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3191

砲艦 勢多 昭和１３年８月１日～８月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3192

砲艦 勢多 昭和１３年９月１日～９月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3193

砲艦 勢多 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3194

砲艦 勢多 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3195

砲艦 勢多 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3196

砲艦 勢多 昭和１４年１月１日～１月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3197

砲艦 勢多 昭和１４年２月１日～２月２８日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3198

砲艦 勢多 昭和１４年３月１日～３月３１日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3199

砲艦 勢多 昭和１４年４月１日～４月３０日

砲艦 勢多

②戦史-航泊日誌-3200

砲艦 勢多 昭和１４年５月１日～５月３１日

砲艦 勢多

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3201

砲艦 堅田 昭和１０年１２月１１日～１１年２月２９日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3202

砲艦 堅田 昭和１１年３月１日～５月３１日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3203

砲艦 堅田 昭和１１年９月１日～１１月３０日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3204

砲艦 堅田 昭和１１年１２月１日～１２年２月２８日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3205

砲艦 堅田 昭和１２年４月１日～４月３０日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3206

砲艦 堅田 昭和１２年５月１日～７月３１日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3207

砲艦 堅田 昭和１２年８月１日～９月３０日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3208

砲艦 堅田 昭和１２年１０月１日～１１月３０日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3209

砲艦 堅田 昭和１３年１月１日～１月３１日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3210

砲艦 堅田 昭和１３年２月１日～２月２８日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3211

砲艦 堅田 昭和１３年３月１日～３月３１日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3212

砲艦 堅田 昭和１３年４月１日～４月３０日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3213

砲艦 堅田 昭和１３年５月１日～５月３１日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3214

砲艦 堅田 昭和１３年６月１日～６月３０日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3215

砲艦 堅田 昭和１３年７月１日～７月３１日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3216

砲艦 堅田 昭和１３年８月１日～８月３１日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3217

砲艦 堅田 昭和１３年９月１日～９月３０日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3218

砲艦 堅田 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3219

砲艦 堅田 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3220

砲艦 堅田 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3221

砲艦 堅田 昭和１４年１月１日～１月３１日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3222

砲艦 堅田 昭和１４年２月１日～２月２８日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3223

砲艦 堅田 昭和１４年３月１日～３月３１日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3224

砲艦 堅田 昭和１４年４月１日～４月３０日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3225

砲艦 堅田 昭和１４年５月１日～５月３１日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3226

砲艦 堅田 昭和１４年６月１日～６月３０日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3227

砲艦 堅田 昭和１４年７月１日～７月３１日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3228

砲艦 堅田 昭和１４年８月１日～８月３１日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3229

砲艦 堅田 昭和１４年９月１日～９月３０日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3230

砲艦 堅田 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3231

砲艦 堅田 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3232

砲艦 堅田 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3233

砲艦 堅田 昭和１５年１月１日～１月３１日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3234

砲艦 堅田 昭和１５年２月１日～２月２９日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3235

砲艦 堅田 昭和１５年５月１日～５月３１日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3236

砲艦 堅田 昭和１５年７月１日～７月３１日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3237

砲艦 堅田 昭和１５年８月１日～８月３１日

砲艦 堅田

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3238

砲艦 堅田 昭和１５年９月１日～９月３０日

砲艦 堅田

②戦史-航泊日誌-3239

砲艦 熱海 昭和４年７月１日～１０月５日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3240

砲艦 熱海 昭和４年１０月６日～１２月３１日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3241

砲艦 熱海 昭和５年１月１日～３月２９日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3242

砲艦 熱海 昭和５年３月３０日～６月３０日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3243

砲艦 熱海 昭和５年７月１日～９月３０日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3244

砲艦 熱海 昭和５年１０月１日～１２月３１日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3245

砲艦 熱海 昭和６年１月１日～３月３１日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3246

砲艦 熱海 昭和６年４月１日～６月３０日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3247

砲艦 熱海 昭和６年７月１日～９月２６日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3248

砲艦 熱海 昭和６年９月２７日～１２月３１日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3249

砲艦 熱海 昭和７年１月１日～３月３１日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3250

砲艦 熱海 昭和７年４月１日～６月３０日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3251

砲艦 熱海 昭和７年７月１日～９月３０日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3252

砲艦 熱海 昭和７年１０月１日～１１月３０日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3253

砲艦 熱海 昭和７年１２月１日～８年２月２８日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3254

砲艦 熱海 昭和８年３月１日～５月３１日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3255

砲艦 熱海 昭和８年６月１日～８月３１日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3256

砲艦 熱海 昭和８年９月１日～１１月３０日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3257

砲艦 熱海 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3258

砲艦 熱海 昭和９年３月１日～５月３１日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3259

砲艦 熱海 昭和９年６月１日～８月３１日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3260

砲艦 熱海 昭和９年９月１日～１２月７日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3261

砲艦 熱海 昭和９年１２月８日～１０年３月１４日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3262

砲艦 熱海 昭和１０年３月１５日～６月２４日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3263

砲艦 熱海 昭和１０年６月２５日～９月３０日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3264

砲艦 熱海 昭和１０年１０月１日～１１月３０日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3265

砲艦 熱海 昭和１０年１２月１日～１１年２月２９日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3266

砲艦 熱海 昭和１１年３月１日～５月３１日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3267

砲艦 熱海 昭和１１年６月１日～８月３１日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3268

砲艦 熱海 昭和１１年９月１日～１１月３０日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3269

砲艦 熱海 昭和１１年１２月１日～１２年２月２８日

砲艦 熱海

②戦史-航泊日誌-3270

砲艦 二見 昭和５年２月２８日～５月３１日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3271

砲艦 二見 昭和５年９月１日～１１月３０日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3272

砲艦 二見 昭和５年１２月１日～６年２月２８日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3273

砲艦 二見 昭和６年５月３１日～８月３１日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3274

砲艦 二見 昭和６年９月１日～１１月３０日

砲艦 二見

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3275

砲艦 二見 昭和６年１２月１日～７年２月２９日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3276

砲艦 二見 昭和７年３月１日～５月３１日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3277

砲艦 二見 昭和７年６月１日～８月３１日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3278

砲艦 二見 昭和７年９月１日～１１月３０日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3279

砲艦 二見 昭和７年１２月１日～８年２月２６日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3280

砲艦 二見 昭和８年２月２７日～５月２８日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3281

砲艦 二見 昭和８年５月２９日～８月３１日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3282

砲艦 二見 昭和８年９月１日～１１月３０日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3283

砲艦 二見 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3284

砲艦 二見 昭和９年３月１日～５月３１日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3285

砲艦 二見 昭和９年６月１日～８月３１日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3286

砲艦 二見 昭和９年９月１日～１１月３０日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3287

砲艦 二見 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3288

砲艦 二見 昭和１０年３月１日～５月３１日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3289

砲艦 二見 昭和１０年６月１日～８月３１日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3290

砲艦 二見 昭和１０年９月１日～１１月３０日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3291

砲艦 二見 昭和１０年１２月１日～１１年２月２９日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3292

砲艦 二見 昭和１１年３月１日～５月３１日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3293

砲艦 二見 昭和１１年６月１日～８月３１日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3294

砲艦 二見 昭和１１年９月１日～１１月３０日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3295

砲艦 二見 昭和１１年１２月１日～１２年２月２８日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3296

砲艦 二見 昭和１２年３月１日～５月３１日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3297

砲艦 二見 昭和１２年６月１日～８月３１日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3298

砲艦 二見 昭和１２年９月１日～１１月３０日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3299

砲艦 二見 昭和１２年１２月１日～１３年２月２８日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3300

砲艦 二見 昭和１３年３月１日～３月３１日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3301

砲艦 二見 昭和１３年４月１日～４月３０日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3302

砲艦 二見 昭和１３年５月１日～７月３１日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3303

砲艦 二見 昭和１３年８月１日～８月３１日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3304

砲艦 二見 昭和１３年９月１日～９月３０日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3305

砲艦 二見 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3306

砲艦 二見 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

砲艦 二見

②戦史-航泊日誌-3307

水雷艇 友鶴 昭和１２年１月１日～３月３１日

水雷艇 友鶴

②戦史-航泊日誌-3308

水雷艇 友鶴 昭和１２年４月１日～４月３０日

水雷艇 友鶴

②戦史-航泊日誌-3309

水雷艇 友鶴 昭和１２年５月１日～５月３１日

水雷艇 友鶴

②戦史-航泊日誌-3310

水雷艇 友鶴 昭和１２年６月１日～６月３０日

水雷艇 友鶴

②戦史-航泊日誌-3311

水雷艇 友鶴 昭和１２年７月１日～７月３１日

水雷艇 友鶴

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3312

水雷艇 友鶴 昭和１２年８月１日～８月３１日

水雷艇 友鶴

②戦史-航泊日誌-3313

水雷艇 友鶴 昭和１２年９月１日～９月３０日

水雷艇 友鶴

②戦史-航泊日誌-3314

水雷艇 友鶴 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

水雷艇 友鶴

②戦史-航泊日誌-3315

水雷艇 友鶴 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

水雷艇 友鶴

②戦史-航泊日誌-3316

水雷艇 友鶴 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

水雷艇 友鶴

②戦史-航泊日誌-3317

水雷艇 初雁 昭和１１年１２月１日～１２年２月２８日

水雷艇 初雁

②戦史-航泊日誌-3318

水雷艇 初雁 昭和１２年３月１日～５月３１日

水雷艇 初雁

②戦史-航泊日誌-3319

水雷艇 初雁 昭和１２年６月１日～７月３１日

水雷艇 初雁

②戦史-航泊日誌-3320

水雷艇 初雁 昭和１２年８月１日～８月３１日

水雷艇 初雁

②戦史-航泊日誌-3321

水雷艇 初雁 昭和１２年９月１日～９月３０日

水雷艇 初雁

②戦史-航泊日誌-3322

水雷艇 初雁 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

水雷艇 初雁

②戦史-航泊日誌-3323

水雷艇 初雁 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

水雷艇 初雁

②戦史-航泊日誌-3324

水雷艇 初雁 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

水雷艇 初雁

②戦史-航泊日誌-3325

水雷艇 雉 昭和１２年７月３１日～８月３１日

水雷艇 雉

②戦史-航泊日誌-3326

水雷艇 雉 昭和１２年９月１日～９月３０日

水雷艇 雉

②戦史-航泊日誌-3327

水雷艇 雉 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

水雷艇 雉

②戦史-航泊日誌-3328

水雷艇 雉 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

水雷艇 雉

②戦史-航泊日誌-3329

水雷艇 雉 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

水雷艇 雉

②戦史-航泊日誌-3330

水雷艇 雁 昭和１２年９月２０日～１０月１９日

水雷艇 雁

②戦史-航泊日誌-3331

水雷艇 雁 昭和１２年１０月２０日～１１月２１日

水雷艇 雁

②戦史-航泊日誌-3332

水雷艇 雁 昭和１２年１１月２２日～１２月２４日

水雷艇 雁

②戦史-航泊日誌-3333

水雷艇 雁 昭和１２年１２月２５日～１２月３１日

水雷艇 雁

②戦史-航泊日誌-3334

掃海艇２ 昭和３年１０月～１２月

掃海艇２

②戦史-航泊日誌-3335

掃海艇２ 昭和４年１月～３月

掃海艇２

②戦史-航泊日誌-3336

掃海艇２ 昭和６年１２月～７年２月

掃海艇２

②戦史-航泊日誌-3337

掃海艇３ 昭和１０年１月１日～３月３１日

掃海艇３

②戦史-航泊日誌-3338

掃海艇３ 昭和１０年４月１日～６月３０日

掃海艇３

②戦史-航泊日誌-3339

掃海艇３ 昭和１０年７月１日～１０月１０日

掃海艇３

②戦史-航泊日誌-3340

掃海艇４ 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

掃海艇４

②戦史-航泊日誌-3341

掃海艇４ 昭和１０年３月１日～５月３１日

掃海艇４

②戦史-航泊日誌-3342

掃海艇４ 昭和１０年６月１日～８月３１日

掃海艇４

②戦史-航泊日誌-3343

掃海艇４ 昭和１０年９月１日～１１月３０日

掃海艇４

②戦史-航泊日誌-3344

掃海艇４ 昭和１２年６月１日～６月３０日

掃海艇４

②戦史-航泊日誌-3345

掃海艇４ 昭和１２年７月１日～７月３１日

掃海艇４

②戦史-航泊日誌-3346

掃海艇４ 昭和１２年８月１日～８月３１日

掃海艇４

②戦史-航泊日誌-3347

掃海艇４ 昭和１２年９月１日～９月３０日

掃海艇４

②戦史-航泊日誌-3348

掃海艇４ 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

掃海艇４

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3349

掃海艇４ 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

掃海艇４

②戦史-航泊日誌-3350

掃海艇４ 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

掃海艇４

②戦史-航泊日誌-3351

掃海艇９ 昭和９年４月２７日～１２月３１日

掃海艇９

②戦史-航泊日誌-3352

掃海艇９ 昭和１０年１月１日～３月３１日

掃海艇９

②戦史-航泊日誌-3353

掃海艇９ 昭和１０年４月１日～６月３０日

掃海艇９

②戦史-航泊日誌-3354

掃海艇９ 昭和１０年７月１日～９月２２日

掃海艇９

②戦史-航泊日誌-3355

掃海艇９ 昭和１０年９月２３日～１２月３１日

掃海艇９

②戦史-航泊日誌-3356

掃海艇１３ 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3357

掃海艇１３ 昭和９年３月１日～５月３１日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3358

掃海艇１３ 昭和９年１２月１日～１０年２月２８日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3359

掃海艇１３ 昭和１０年３月１日～４月３０日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3360

掃海艇１３ 昭和１０年５月１日～６月３０日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3361

掃海艇１３ 昭和１０年７月１日～９月３０日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3362

掃海艇１３ 昭和１０年１０月１日～１１月３０日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3363

掃海艇１３ 昭和１０年１２月１日～１１年２月２９日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3364

掃海艇１３ 昭和１１年３月１日～４月３０日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3365

掃海艇１３ 昭和１２年１月１日～１月３１日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3366

掃海艇１３ 昭和１２年２月１日～２月２８日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3367

掃海艇１３ 昭和１２年３月１日～３月３１日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3368

掃海艇１３ 昭和１２年４月１日～４月３０日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3369

掃海艇１３ 昭和１２年５月１日～５月３１日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3370

掃海艇１３ 昭和１２年６月１日～６月３０日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3371

掃海艇１３ 昭和１２年７月１日～７月３１日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3372

掃海艇１３ 昭和１２年８月１日～８月３１日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3373

掃海艇１３ 昭和１２年９月１日～９月３０日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3374

掃海艇１３ 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3375

掃海艇１３ 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3376

掃海艇１３ 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

掃海艇１３

②戦史-航泊日誌-3377

掃海艇１５ 昭和９年１２月６日～１０年２月２８日

掃海艇１５

②戦史-航泊日誌-3378

掃海艇１５ 昭和１０年３月１日～５月３１日

掃海艇１５

②戦史-航泊日誌-3379

掃海艇１５ 昭和１０年６月１日～８月３１日

掃海艇１５

②戦史-航泊日誌-3380

掃海艇１５ 昭和１０年９月１日～１１月３０日

掃海艇１５

②戦史-航泊日誌-3381

掃海艇１５ 昭和１２年１月１日～１月３１日

掃海艇１５

②戦史-航泊日誌-3382

掃海艇１５ 昭和１２年２月１日～２月２８日

掃海艇１５

②戦史-航泊日誌-3383

掃海艇１５ 昭和１２年３月１日～３月３１日

掃海艇１５

②戦史-航泊日誌-3384

掃海艇１５ 昭和１２年４月１日～４月３０日

掃海艇１５

②戦史-航泊日誌-3385

掃海艇１４ 昭和８年９月３０日～１２月３１日

掃海艇１４

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3386

掃海艇１４ 昭和９年１月１日～３月３１日

掃海艇１４

②戦史-航泊日誌-3387

掃海艇１４ 昭和９年４月１日～６月３０日

掃海艇１４

②戦史-航泊日誌-3388

掃海艇１４ 昭和９年７月１日～９月３０日

掃海艇１４

②戦史-航泊日誌-3389

掃海艇１４ 昭和９年１０月１日～１２月３１日

掃海艇１４

②戦史-航泊日誌-3390

掃海艇１４ 昭和１０年１月１日～３月２０日

掃海艇１４

②戦史-航泊日誌-3391

掃海艇１４ 昭和１０年３月２１日～５月３１日

掃海艇１４

②戦史-航泊日誌-3392

掃海艇１４ 昭和１０年６月１日～７月３１日

掃海艇１４

②戦史-航泊日誌-3393

掃海艇１４ 昭和１０年８月１日～１０月３１日

掃海艇１４

②戦史-航泊日誌-3394

掃海艇１４ 昭和１０年１１月１日～１２月３１日

掃海艇１４

②戦史-航泊日誌-3395

掃海艇１４ 昭和１１年８月１日～１１月１日

掃海艇１４

②戦史-航泊日誌-3396

駆逐艦 島風 昭和１１年３月１日～４月３０日

駆逐艦 島風

②戦史-航泊日誌-3397

駆逐艦 灘風 大正１３年８月～１０月

駆逐艦 灘風

②戦史-航泊日誌-3398

駆逐艦 灘風 昭和３年１月～３月

駆逐艦 灘風

②戦史-航泊日誌-3399

駆逐艦 灘風 昭和３年４月～６月

駆逐艦 灘風

②戦史-航泊日誌-3400

駆逐艦 灘風 昭和３年７月～９月

駆逐艦 灘風

②戦史-航泊日誌-3401

駆逐艦 灘風 昭和４年４月～６月

駆逐艦 灘風

②戦史-航泊日誌-3402

駆逐艦 葵 大正１０年３月～５月

駆逐艦 葵

②戦史-航泊日誌-3403

駆逐艦 葵 大正１２年１月～３月

駆逐艦 葵

②戦史-航泊日誌-3404

駆逐艦 葵 大正１４年７月～１０月

駆逐艦 葵

②戦史-航泊日誌-3405

駆逐艦 葵 大正１５年８月～１０月

駆逐艦 葵

②戦史-航泊日誌-3406

駆逐艦 薄 大正１１年１２月～１２年２月

駆逐艦 薄

②戦史-航泊日誌-3407

駆逐艦 薄 昭和２年３月～５月

駆逐艦 薄

②戦史-航泊日誌-3408

駆逐艦 薄 昭和３年６月～８月

駆逐艦 薄

②戦史-航泊日誌-3409

駆逐艦 薄 昭和３年９月～１１月

駆逐艦 薄

②戦史-航泊日誌-3410

駆逐艦 薄 昭和４年９月～１１月

駆逐艦 薄

②戦史-航泊日誌-3411

駆逐艦 薄 昭和７年７月～９月

駆逐艦 薄

②戦史-航泊日誌-3412

駆逐艦 薄 昭和８年１２月～９年２月

駆逐艦 薄

②戦史-航泊日誌-3413

駆逐艦 蔦 昭和８年１１月～１２月

駆逐艦 蔦

②戦史-航泊日誌-3414

駆逐艦 蔦 昭和９年１月～３月

駆逐艦 蔦

②戦史-航泊日誌-3415

駆逐艦 蔦 昭和９年４月～６月

駆逐艦 蔦

②戦史-航泊日誌-3416

駆逐艦 蔦 昭和９年７月～９月

駆逐艦 蔦

②戦史-航泊日誌-3417

駆逐艦 蔦 昭和９年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 蔦

②戦史-航泊日誌-3418

駆逐艦 蔦 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 蔦

②戦史-航泊日誌-3419

駆逐艦 蔦 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 蔦

②戦史-航泊日誌-3420

駆逐艦 蔦 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 蔦

②戦史-航泊日誌-3421

駆逐艦 藤 昭和９年１月１日～３月３１日

駆逐艦 藤

②戦史-航泊日誌-3422

駆逐艦 藤 昭和９年４月１日～６月３０日

駆逐艦 藤

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3423

駆逐艦 藤 昭和９年７月１日～９月３０日

駆逐艦 藤

②戦史-航泊日誌-3424

駆逐艦 藤 昭和９年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 藤

②戦史-航泊日誌-3425

駆逐艦 藤 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 藤

②戦史-航泊日誌-3426

駆逐艦 藤 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 藤

②戦史-航泊日誌-3427

駆逐艦 藤 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 藤

②戦史-航泊日誌-3428

駆逐艦 藤 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 藤

②戦史-航泊日誌-3429

駆逐艦 菱 昭和１１年２月２７日～５月３１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3430

駆逐艦 菱 昭和１１年６月１日～９月６日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3431

駆逐艦 菱 昭和１１年９月７日～９月３０日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3432

駆逐艦 菱 昭和１１年１０月１日～１１月１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3433

駆逐艦 菱 昭和１１年１１月２日～１２月３日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3434

駆逐艦 菱 昭和１１年１２月４日～１２年１月３日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3435

駆逐艦 菱 昭和１２年１月４日～２月４日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3436

駆逐艦 菱 昭和１２年２月５日～３月７日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3437

駆逐艦 菱 昭和１２年３月８日～４月８日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3438

駆逐艦 菱 昭和１２年４月９日～５月９日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3439

駆逐艦 菱 昭和１２年５月１０日～５月３１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3440

駆逐艦 菱 昭和１２年６月７日～７月８日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3441

駆逐艦 菱 昭和１２年７月９日～８月９日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3442

駆逐艦 菱 昭和１２年８月１０日～８月３１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3443

駆逐艦 菱 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3444

駆逐艦 菱 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3445

駆逐艦 菱 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3446

駆逐艦 菱 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3447

駆逐艦 菱 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3448

駆逐艦 菱 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3449

駆逐艦 菱 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3450

駆逐艦 菱 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3451

駆逐艦 菱 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3452

駆逐艦 菱 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3453

駆逐艦 菱 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3454

駆逐艦 菱 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3455

駆逐艦 菱 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3456

駆逐艦 菱 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3457

駆逐艦 菱 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3458

駆逐艦 菱 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3459

駆逐艦 菱 昭和１４年１月１日～２月２８日

駆逐艦 菱

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3460

駆逐艦 菱 昭和１４年３月１日～３月３１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3461

駆逐艦 菱 昭和１４年４月１日～４月３０日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3462

駆逐艦 菱 昭和１４年５月１日～５月３１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3463

駆逐艦 菱 昭和１４年６月１日～６月３０日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3464

駆逐艦 菱 昭和１４年７月１日～７月３１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3465

駆逐艦 菱 昭和１４年８月１日～８月３１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3466

駆逐艦 菱 昭和１４年９月１日～９月３０日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3467

駆逐艦 菱 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3468

駆逐艦 菱 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3469

駆逐艦 菱 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3470

駆逐艦 菱 昭和１５年１月１日～１月３１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3471

駆逐艦 菱 昭和１５年２月１日～２月２９日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3472

駆逐艦 菱 昭和１５年３月１日～３月３１日

駆逐艦 菱

②戦史-航泊日誌-3473

駆逐艦 蓼 昭和９年１月１日～４月１０日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3474

駆逐艦 蓼 昭和９年４月１１日～６月３０日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3475

駆逐艦 蓼 昭和９年７月１日～９月３０日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3476

駆逐艦 蓼 昭和９年１０月１日～１２月３１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3477

駆逐艦 蓼 昭和１０年１月１日～３月３１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3478

駆逐艦 蓼 昭和１０年４月１日～６月３０日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3479

駆逐艦 蓼 昭和１０年７月１日～９月３０日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3480

駆逐艦 蓼 昭和１０年１０月１日～１１月２０日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3481

駆逐艦 蓼 昭和１０年１１月２０日～１１年２月２４日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3482

駆逐艦 蓼 昭和１１年２月２５日～５月３１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3483

駆逐艦 蓼 昭和１１年６月１日～９月６日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3484

駆逐艦 蓼 昭和１１年９月７日～９月３０日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3485

駆逐艦 蓼 昭和１１年１０月１日～１１月１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3486

駆逐艦 蓼 昭和１１年１１月２日～１２月３日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3487

駆逐艦 蓼 昭和１１年１２月４日～１２年１月３日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3488

駆逐艦 蓼 昭和１２年１月４日～２月４日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3489

駆逐艦 蓼 昭和１２年３月８日～４月８日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3490

駆逐艦 蓼 昭和１２年４月９日～５月９日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3491

駆逐艦 蓼 昭和１２年５月１０日～６月６日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3492

駆逐艦 蓼 昭和１２年６月７日～６月３０日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3493

駆逐艦 蓼 昭和１２年７月１日～７月３１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3494

駆逐艦 蓼 昭和１２年８月１日～８月３１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3495

駆逐艦 蓼 昭和１２年９月１日～９月３０日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3496

駆逐艦 蓼 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 蓼

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3497

駆逐艦 蓼 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3498

駆逐艦 蓼 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3499

駆逐艦 蓼 昭和１３年１月１日～１月３１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3500

駆逐艦 蓼 昭和１３年２月１日～２月２８日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3501

駆逐艦 蓼 昭和１３年３月１日～３月３１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3502

駆逐艦 蓼 昭和１３年４月１日～４月３０日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3503

駆逐艦 蓼 昭和１３年５月１日～５月３１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3504

駆逐艦 蓼 昭和１３年６月１日～６月３０日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3505

駆逐艦 蓼 昭和１３年７月１日～７月３１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3506

駆逐艦 蓼 昭和１３年８月１日～８月３１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3507

駆逐艦 蓼 昭和１３年９月１日～９月３０日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3508

駆逐艦 蓼 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3509

駆逐艦 蓼 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3510

駆逐艦 蓼 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3511

駆逐艦 蓼 昭和１４年１月１日～１月３１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3512

駆逐艦 蓼 昭和１４年２月１日～２月２８日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3513

駆逐艦 蓼 昭和１４年３月１日～３月３１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3514

駆逐艦 蓼 昭和１４年４月１日～４月３０日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3515

駆逐艦 蓼 昭和１４年５月１日～５月３１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3516

駆逐艦 蓼 昭和１４年６月１日～６月３０日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3517

駆逐艦 蓼 昭和１４年７月１日～７月３１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3518

駆逐艦 蓼 昭和１４年８月１日～８月３１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3519

駆逐艦 蓼 昭和１４年９月１日～９月３０日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3520

駆逐艦 蓼 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3521

駆逐艦 蓼 昭和１４年１１月１日～１１月３０日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3522

駆逐艦 蓼 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

駆逐艦 蓼

②戦史-航泊日誌-3523

特務艦 朝日 昭和６年１月１日～３月３１日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3524

特務艦 朝日 昭和６年４月１日～６月３０日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3525

特務艦 朝日 昭和６年７月１日～９月３０日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3526

特務艦 朝日 昭和６年１０月１日～１２月３１日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3527

特務艦 朝日 昭和７年１月１日～３月３１日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3528

特務艦 朝日 昭和７年４月１日～６月３０日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3529

特務艦 朝日 昭和７年７月１日～９月３０日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3530

特務艦 朝日 昭和７年１０月１日～１２月３１日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3531

特務艦 朝日 昭和８年１月１日～３月３１日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3532

特務艦 朝日 昭和８年４月１日～７月９日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3533

特務艦 朝日 昭和８年７月１０日～９月３０日

特務艦 朝日

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3534

特務艦 朝日 昭和８年１０月１日～１２月３１日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3535

特務艦 朝日 昭和９年１月１日～３月３１日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3536

特務艦 朝日 昭和９年４月１日～６月３０日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3537

特務艦 朝日 昭和９年７月１日～９月３０日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3538

特務艦 朝日 昭和１０年１月１日～３月３１日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3539

特務艦 朝日 昭和１０年４月１日～６月３０日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3540

特務艦 朝日 昭和１０年７月１日～９月３０日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3541

特務艦 朝日 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3542

特務艦 朝日 昭和１２年１月１日～１月３１日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3543

特務艦 朝日 昭和１２年２月１日～２月２８日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3544

特務艦 朝日 昭和１２年３月１日～３月３１日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3545

特務艦 朝日 昭和１２年４月１日～４月３０日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3546

特務艦 朝日 昭和１２年５月１日～５月３１日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3547

特務艦 朝日 昭和１２年６月１日～６月３０日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3548

特務艦 朝日 昭和１２年７月１日～７月３１日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3549

特務艦 朝日 昭和１２年８月１日～８月３１日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3550

特務艦 朝日 昭和１２年９月１日～９月３０日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3551

特務艦 朝日 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3552

特務艦 朝日 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3553

特務艦 朝日 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

特務艦 朝日

②戦史-航泊日誌-3554

特務艦 襟裳 大正１５年１２月１日～昭和２年２月２８日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3555

特務艦 襟裳 昭和２年３月１日～５月３１日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3556

特務艦 襟裳 昭和２年６月１日～８月３１日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3557

特務艦 襟裳 昭和２年９月１日～１１月３０日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3558

特務艦 襟裳 昭和２年１２月１日～３年２月６日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3559

特務艦 襟裳 昭和３年８月２３日～１１月２５日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3560

特務艦 襟裳 昭和３年１１月２６日～４年３月９日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3561

特務艦 襟裳 昭和４年６月２１日～９月２２日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3562

特務艦 襟裳 昭和４年９月２３日～１１月３０日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3563

特務艦 襟裳 昭和４年１２月１日～５年３月１０日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3564

特務艦 襟裳 昭和５年３月１１日～５月３１日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3565

特務艦 襟裳 昭和５年９月１日～１１月３０日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3566

特務艦 襟裳 昭和５年１２月１日～１２月３１日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3567

特務艦 襟裳 昭和６年１月１日～３月３１日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3568

特務艦 襟裳 昭和６年４月１日～６月３０日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3569

特務艦 襟裳 昭和６年７月１日～９月３０日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3570

特務艦 襟裳 昭和６年１０月１日～１２月３１日

特務艦 襟裳

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3571

特務艦 襟裳 昭和８年１月１日～３月３１日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3572

特務艦 襟裳 昭和８年４月１日～６月３０日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3573

特務艦 襟裳 昭和８年７月１日～９月３０日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3574

特務艦 襟裳 昭和８年１０月１日～１２月３１日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3575

特務艦 襟裳 昭和９年１月１日～３月３１日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3576

特務艦 襟裳 昭和９年４月１日～６月３０日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3577

特務艦 襟裳 昭和９年７月１日～９月３０日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3578

特務艦 襟裳 昭和９年１０月１日～１２月３１日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3579

特務艦 襟裳 昭和１０年１月１日～３月３１日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3580

特務艦 襟裳 昭和１０年４月１日～６月３０日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3581

特務艦 襟裳 昭和１０年７月１日～９月３０日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3582

特務艦 襟裳 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

特務艦 襟裳

②戦史-航泊日誌-3583

特務艦 佐多 大正１０年２月２４日～５月３１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3584

特務艦 佐多 大正１０年６月１日～８月３１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3585

特務艦 佐多 大正１０年９月１日～１１月３０日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3586

特務艦 佐多 大正１０年１２月１日～１１年２月２８日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3587

特務艦 佐多 大正１１年３月１日～５月３１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3588

特務艦 佐多 大正１１年６月１日～８月３１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3589

特務艦 佐多 大正１１年９月１日～１１月３０日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3590

特務艦 佐多 大正１１年１２月１日～１２年２月２８日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3591

特務艦 佐多 大正１２年３月１日～５月３１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3592

特務艦 佐多 大正１２年６月１日～９月２日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3593

特務艦 佐多 大正１２年９月３日～１１月３０日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3594

特務艦 佐多 大正１２年１２月１日～１３年２月２９日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3595

特務艦 佐多 大正１３年３月１日～６月７日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3596

特務艦 佐多 大正１３年６月８日～９月１６日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3597

特務艦 佐多 大正１３年９月１７日～１０月１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3598

特務艦 佐多 大正１３年１０月１日～１２月３１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3599

特務艦 佐多 大正１４年１月１日～３月３１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3600

特務艦 佐多 大正１４年４月１日～６月３０日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3601

特務艦 佐多 大正１４年７月１日～９月３０日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3602

特務艦 佐多 大正１４年１０月１日～１２月３１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3603

特務艦 佐多 大正１５年４月１２日～６月３０日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3604

特務艦 佐多 大正１５年７月１日～９月３０日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3605

特務艦 佐多 大正１５年１０月１日～１２月３１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3606

特務艦 佐多 昭和２年４月１日～６月３０日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3607

特務艦 佐多 昭和２年７月１日～９月３０日

特務艦 佐多

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3608

特務艦 佐多 昭和７年３月１日～５月３１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3609

特務艦 佐多 昭和７年６月１日～８月３１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3610

特務艦 佐多 昭和７年９月１日～１０月３１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3611

特務艦 佐多 昭和７年１１月１日～１２月３１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3612

特務艦 佐多 昭和８年１月１日～３月３１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3613

特務艦 佐多 昭和８年４月１日～６月３０日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3614

特務艦 佐多 昭和８年７月１日～９月３０日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3615

特務艦 佐多 昭和８年１０月１日～１２月２６日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3616

特務艦 佐多 昭和８年１２月２７日～９年３月３１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3617

特務艦 佐多 昭和９年４月１日～６月３０日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3618

特務艦 佐多 昭和９年７月１日～９月３０日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3619

特務艦 佐多 昭和９年１０月１日～１２月３１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3620

特務艦 佐多 昭和１０年１月１日～３月３１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3621

特務艦 佐多 昭和１０年４月１日～６月３０日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3622

特務艦 佐多 昭和１０年７月１日～９月３０日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3623

特務艦 佐多 昭和１０年１０月１日～１２月１５日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3624

特務艦 佐多 昭和１０年１２月１６日～１２月３１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3625

特務艦 佐多 昭和１１年１月１日～３月３１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3626

特務艦 佐多 昭和１１年４月１日～６月２７日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3627

特務艦 佐多 昭和１１年６月２８日～９月２５日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3628

特務艦 佐多 昭和１１年９月２６日～１２月３１日

特務艦 佐多

②戦史-航泊日誌-3629

特務艦 鳴戸 大正１５年１月１日～４月４日

特務艦 鳴戸

②戦史-航泊日誌-3630

特務艦 鳴戸 大正１５年４月５日～６月３０日

特務艦 鳴戸

②戦史-航泊日誌-3631

特務艦 鳴戸 大正１５年１０月１日～１２月３１日

特務艦 鳴戸

②戦史-航泊日誌-3632

特務艦 鳴戸 昭和２年１月１日～３月３１日

特務艦 鳴戸

②戦史-航泊日誌-3633

特務艦 鳴戸 昭和９年１１月１日～１０年１月３１日

特務艦 鳴戸

②戦史-航泊日誌-3634

特務艦 鳴戸 昭和１０年２月１日～４月３０日

特務艦 鳴戸

②戦史-航泊日誌-3635

特務艦 鳴戸 昭和１０年５月１日～７月３１日

特務艦 鳴戸

②戦史-航泊日誌-3636

特務艦 鳴戸 昭和１０年８月１日～１０月３１日

特務艦 鳴戸

②戦史-航泊日誌-3637

特務艦 鳴戸 昭和１０年１１月１日～１１月３０日

特務艦 鳴戸

②戦史-航泊日誌-3638

特務艦 鳴戸 昭和１０年１２月１日～１２月３１日

特務艦 鳴戸

②戦史-航泊日誌-3639

特務艦 野島 昭和７年４月１日～６月３０日

特務艦 野島

②戦史-航泊日誌-3640

特務艦 野島 昭和７年７月１日～９月３０日

特務艦 野島

②戦史-航泊日誌-3641

特務艦 野島 昭和７年１０月１日～１２月３１日

特務艦 野島

②戦史-航泊日誌-3642

特務艦 野島 昭和８年１月１日～３月３１日

特務艦 野島

②戦史-航泊日誌-3643

特務艦 野島 昭和８年４月１日～６月３０日

特務艦 野島

②戦史-航泊日誌-3644

特務艦 野島 昭和８年７月１日～９月３０日

特務艦 野島

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3645

特務艦 野島 昭和８年１０月１日～１１月３０日

特務艦 野島

②戦史-航泊日誌-3646

特務艦 野島 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

特務艦 野島

②戦史-航泊日誌-3647

特務艦 野島 昭和９年３月１日～５月３１日

特務艦 野島

②戦史-航泊日誌-3648

特務艦 野島 昭和９年６月１日～８月３１日

特務艦 野島

②戦史-航泊日誌-3649

特務艦 野島 昭和９年９月１日～１２月６日

特務艦 野島

②戦史-航泊日誌-3650

特務艦 野島 昭和９年１２月７日～１０年３月１３日

特務艦 野島

②戦史-航泊日誌-3651

特務艦 野島 昭和１０年３月１４日～５月３１日

特務艦 野島

②戦史-航泊日誌-3652

特務艦 野島 昭和１０年６月１日～８月３１日

特務艦 野島

②戦史-航泊日誌-3653

特務艦 野島 昭和１０年９月１日～１１月３０日

特務艦 野島

②戦史-航泊日誌-3654

特務艦 野島 昭和１０年１２月１日～１１年２月２９日

特務艦 野島

②戦史-航泊日誌-3655

特務艦 野島 昭和１１年３月１日～５月３１日

特務艦 野島

②戦史-航泊日誌-3656

特務艦 野島 昭和１１年６月１日～８月３１日

特務艦 野島

②戦史-航泊日誌-3657

特務艦 野島 昭和１１年９月１日～１２月６日

特務艦 野島

②戦史-航泊日誌-3658

特務艦 間宮 昭和８年１１月１日～９年１月３１日

特務艦 間宮

②戦史-航泊日誌-3659

特務艦 間宮 昭和９年２月１日～４月３０日

特務艦 間宮

②戦史-航泊日誌-3660

特務艦 間宮 昭和９年５月１日～７月３１日

特務艦 間宮

②戦史-航泊日誌-3661

特務艦 間宮 昭和９年８月１日～１１月１０日

特務艦 間宮

②戦史-航泊日誌-3662

特務艦 間宮 昭和９年１１月１日～１０年１月３１日

特務艦 間宮

②戦史-航泊日誌-3663

特務艦 間宮 昭和１０年２月１日～４月３０日

特務艦 間宮

②戦史-航泊日誌-3664

特務艦 間宮 昭和１０年５月１日～７月３１日

特務艦 間宮

②戦史-航泊日誌-3665

特務艦 間宮 昭和１０年８月１日～１０月３１日

特務艦 間宮

②戦史-航泊日誌-3666

特務艦 間宮 昭和１２年１月１日～１月３１日

特務艦 間宮

②戦史-航泊日誌-3667

特務艦 間宮 昭和１２年２月１日～２月２８日

特務艦 間宮

②戦史-航泊日誌-3668

特務艦 間宮 昭和１２年３月１日～３月３１日

特務艦 間宮

②戦史-航泊日誌-3669

特務艦 間宮 昭和１２年４月１日～４月３０日

特務艦 間宮

②戦史-航泊日誌-3670

特務艦 間宮 昭和１２年５月１日～５月３１日

特務艦 間宮

②戦史-航泊日誌-3671

特務艦 間宮 昭和１２年６月１日～６月３０日

特務艦 間宮

②戦史-航泊日誌-3672

特務艦 間宮 昭和１２年７月１日～７月３１日

特務艦 間宮

②戦史-航泊日誌-3673

特務艦 間宮 昭和１２年８月１日～８月３１日

特務艦 間宮

②戦史-航泊日誌-3674

特務艦 間宮 昭和１２年９月１日～９月３０日

特務艦 間宮

②戦史-航泊日誌-3675

特務艦 間宮 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

特務艦 間宮

②戦史-航泊日誌-3676

特務艦 間宮 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

特務艦 間宮

②戦史-航泊日誌-3677

特務艦 間宮 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

特務艦 間宮

②戦史-航泊日誌-3678

特務艦 洲埼 昭和１０年１月１日～３月３１日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3679

特務艦 洲埼 昭和１０年４月１日～６月３０日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3680

特務艦 洲埼 昭和１０年７月１日～９月３０日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3681

特務艦 洲埼 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

特務艦 洲埼

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3682

特務艦 洲埼 昭和１２年５月１日～５月３１日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3683

特務艦 洲埼 昭和１２年６月１日～６月３０日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3684

特務艦 洲埼 昭和１２年７月１日～７月３１日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3685

特務艦 洲埼 昭和１２年８月１日～８月３１日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3686

特務艦 洲埼 昭和１２年９月１日～９月３０日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3687

特務艦 洲埼 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3688

特務艦 洲埼 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3689

特務艦 洲埼 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3690

特務艦 洲埼 昭和１３年１月１日～１月３１日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3691

特務艦 洲埼 昭和１３年２月１日～２月２８日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3692

特務艦 洲埼 昭和１３年３月１日～３月３１日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3693

特務艦 洲埼 昭和１３年４月１日～４月３０日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3694

特務艦 洲埼 昭和１３年５月１日～５月３１日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3695

特務艦 洲埼 昭和１３年６月１日～６月３０日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3696

特務艦 洲埼 昭和１３年７月１日～７月３１日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3697

特務艦 洲埼 昭和１３年８月１日～８月３１日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3698

特務艦 洲埼 昭和１３年９月１日～９月３０日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3699

特務艦 洲埼 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

特務艦 洲埼

②戦史-航泊日誌-3700

特務艦 攝津 昭和９年１月１日～３月３１日

特務艦 攝津

②戦史-航泊日誌-3701

特務艦 攝津 昭和９年４月１日～６月３０日

特務艦 攝津

②戦史-航泊日誌-3702

特務艦 攝津 昭和９年７月１日～９月３０日

特務艦 攝津

②戦史-航泊日誌-3703

特務艦 攝津 昭和９年１０月１日～１２月３１日

特務艦 攝津

②戦史-航泊日誌-3704

特務艦 攝津 昭和１０年１月１日～３月３１日

特務艦 攝津

②戦史-航泊日誌-3705

特務艦 攝津 昭和１０年４月１日～６月３０日

特務艦 攝津

②戦史-航泊日誌-3706

特務艦 攝津 昭和１０年７月１日～９月３０日

特務艦 攝津

②戦史-航泊日誌-3707

特務艦 攝津 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

特務艦 攝津

②戦史-航泊日誌-3708

特務艦 攝津 昭和１１年７月１日～９月３０日

特務艦 攝津

②戦史-航泊日誌-3709

特務艦 攝津 昭和１１年１０月１日～１０月３１日

特務艦 攝津

②戦史-航泊日誌-3710

特務艦 攝津 昭和１１年１月～１１月３０日

特務艦 攝津

②戦史-航泊日誌-3711

特務艦 膠州 大正１４年１月１日～３月３１日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3712

特務艦 膠州 大正１４年４月１日～６月３０日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3713

特務艦 膠州 大正１４年７月１日～１０月３日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3714

特務艦 膠州 大正１４年１０月１日～１５年１月７日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3715

特務艦 膠州 昭和３年７月１日～９月３０日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3716

特務艦 膠州 昭和１０年１月１日～３月３１日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3717

特務艦 膠州 昭和１０年４月１日～６月３０日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3718

特務艦 膠州 昭和１０年７月１日～９月３０日

特務艦 膠州

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3719

特務艦 膠州 昭和１０年１０月１日～１２月３１日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3720

特務艦 膠州 昭和１２年５月１日～５月３１日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3721

特務艦 膠州 昭和１２年６月１日～６月３０日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3722

特務艦 膠州 昭和１２年７月１日～７月３１日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3723

特務艦 膠州 昭和１２年８月１日～８月３１日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3724

特務艦 膠州 昭和１２年９月１日～９月３０日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3725

特務艦 膠州 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3726

特務艦 膠州 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3727

特務艦 膠州 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3728

特務艦 膠州 昭和１３年３月１日～３月３１日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3729

特務艦 膠州 昭和１３年４月１日～４月３０日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3730

特務艦 膠州 昭和１３年５月１日～５月３１日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3731

特務艦 膠州 昭和１３年６月１日～６月３０日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3732

特務艦 膠州 昭和１３年８月１日～８月３１日

特務艦 膠州

②戦史-航泊日誌-3733

通報艦 淀 昭和２年３月２８日～６月２６日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3734

通報艦 淀 昭和２年６月２７日～９月３０日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3735

通報艦 淀 昭和３年１月８日～４月１５日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3736

通報艦 淀 昭和５年４月１６日～７月１５日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3737

通報艦 淀 昭和３年７月１６日～９月３０日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3738

通報艦 淀 昭和３年１０月１日～１２月３１日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3739

通報艦 淀 昭和４年４月１日～６月３０日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3740

通報艦 淀 昭和４年７月１日～９月３０日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3741

通報艦 淀 昭和４年１０月１日～１２月３１日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3742

通報艦 淀 昭和５年１月１日～３月３１日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3743

通報艦 淀 昭和５年４月１日～６月３０日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3744

通報艦 淀 昭和５年７月１日～１０月４日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3745

通報艦 淀 昭和５年１０月５日～１２月３１日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3746

通報艦 淀 昭和６年１月１日～３月３１日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3747

通報艦 淀 昭和６年４月１日～６月３０日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3748

通報艦 淀 昭和６年７月１日～９月３０日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3749

通報艦 淀 昭和６年１０月１日～１２月３１日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3750

通報艦 淀 昭和７年１月１日～２月２９日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3751

通報艦 淀 昭和７年３月１日～５月３１日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3752

通報艦 淀 昭和７年６月１日～８月３１日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3753

通報艦 淀 昭和７年９月１日～１１月３０日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3754

通報艦 淀 昭和７年１２月１日～８年２月２８日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3755

通報艦 淀 昭和８年３月１日～５月３１日

通報艦 淀

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3756

通報艦 淀 昭和８年６月１日～８月３１日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3757

通報艦 淀 昭和８年９月１日～１１月３０日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3758

通報艦 淀 昭和８年１２月１日～９年２月２８日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3759

通報艦 淀 昭和９年３月１日～５月３１日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3760

通報艦 淀 昭和９年６月１日～８月３１日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3761

通報艦 淀 昭和９年９月１日～１１月３０日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3762

通報艦 淀 昭和１０年６月３日～８月３１日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3763

通報艦 淀 昭和１１年１２月１日～１２年２月２８日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3764

通報艦 淀 昭和１２年３月１日～５月３１日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3765

通報艦 淀 昭和１２年６月１日～８月３１日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3766

通報艦 淀 昭和１２年９月１日～１１月３０日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3767

通報艦 淀 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

通報艦 淀

②戦史-航泊日誌-3768

第１南海丸 昭和１３年１１月２２日～１１月３０日

第１南海丸

②戦史-航泊日誌-3769

第１南海丸 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

第１南海丸

②戦史-航泊日誌-3770

第１南海丸 昭和１４年１月１日～１月３１日

第１南海丸

②戦史-航泊日誌-3771

第１南海丸 昭和１４年２月１日～２月２８日

第１南海丸

②戦史-航泊日誌-3772

第１南海丸 昭和１４年３月１日～３月３１日

第１南海丸

②戦史-航泊日誌-3773

第１南海丸 昭和１４年４月１日～４月３０日

第１南海丸

②戦史-航泊日誌-3774

第１南海丸 昭和１４年５月１日～５月３１日

第１南海丸

②戦史-航泊日誌-3775

第１南海丸 昭和１４年６月１日～６月３０日

第１南海丸

②戦史-航泊日誌-3776

第１南海丸 昭和１４年７月１日～７月３１日

第１南海丸

②戦史-航泊日誌-3777

第１南海丸 昭和１４年８月１日～８月３１日

第１南海丸

②戦史-航泊日誌-3778

第１南海丸 昭和１４年９月１日～９月３０日

第１南海丸

②戦史-航泊日誌-3779

華山丸 昭和１２年９月２０日～１０月２１日

華山丸

②戦史-航泊日誌-3780

華山丸 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

華山丸

②戦史-航泊日誌-3781

鮮海丸 昭和１２年１１月２４日～１２月３１日

鮮海丸

②戦史-航泊日誌-3782

鮮海丸 昭和１３年１月１日～１月３１日

鮮海丸

②戦史-航泊日誌-3783

鮮海丸 昭和１３年２月１日～２月２８日

鮮海丸

②戦史-航泊日誌-3784

鮮海丸 昭和１３年３月１日～３月３１日

鮮海丸

②戦史-航泊日誌-3785

鮮海丸 昭和１３年４月１日～４月３０日

鮮海丸

②戦史-航泊日誌-3786

鮮海丸 昭和１３年５月１日～５月３１日

鮮海丸

②戦史-航泊日誌-3787

鮮海丸 昭和１３年６月１日～６月３０日

鮮海丸

②戦史-航泊日誌-3788

鮮海丸 昭和１３年７月１日～７月３１日

鮮海丸

②戦史-航泊日誌-3789

鮮海丸 昭和１３年８月１日～８月３１日

鮮海丸

②戦史-航泊日誌-3790

鮮海丸 昭和１３年９月１日～９月３０日

鮮海丸

②戦史-航泊日誌-3791

鮮海丸 昭和１３年１０月１日～１１月２日

鮮海丸

②戦史-航泊日誌-3792

でりい丸 昭和１２年１０月３１日～１１月３０日

でりい丸

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3793

でりい丸 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3794

でりい丸 昭和１３年１月１日～１月３１日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3795

でりい丸 昭和１３年２月１日～２月２８日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3796

でりい丸 昭和１３年３月１日～３月３１日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3797

でりい丸 昭和１３年４月１日～４月３０日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3798

でりい丸 昭和１３年５月１日～５月３１日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3799

でりい丸 昭和１３年６月１日～６月３０日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3800

でりい丸 昭和１３年７月１日～７月３１日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3801

でりい丸 昭和１３年８月１日～８月３１日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3802

でりい丸 昭和１３年９月１日～９月３０日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3803

でりい丸 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3804

でりい丸 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3805

でりい丸 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3806

でりい丸 昭和１４年１月１日～１月３１日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3807

でりい丸 昭和１４年２月１日～２月２８日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3808

でりい丸 昭和１４年３月１日～３月３１日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3809

でりい丸 昭和１４年４月１日～４月３０日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3810

でりい丸 昭和１４年５月１日～５月３１日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3811

でりい丸 昭和１４年６月１日～６月３０日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3812

でりい丸 昭和１４年７月１日～７月３１日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3813

でりい丸 昭和１４年８月１日～８月３１日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3814

でりい丸 昭和１４年９月１日～９月３０日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3815

でりい丸 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3816

でりい丸 昭和１４年１１月１日～１１月１５日

でりい丸

②戦史-航泊日誌-3817

長平丸 昭和１２年１１月２５日～１２月２５日

長平丸

②戦史-航泊日誌-3818

長平丸 昭和１２年１２月２６日～１３年１月３１日

長平丸

②戦史-航泊日誌-3819

長平丸 昭和１３年２月１日～２月２８日

長平丸

②戦史-航泊日誌-3820

長平丸 昭和１３年３月１日～３月３１日

長平丸

②戦史-航泊日誌-3821

長平丸 昭和１３年４月１日～４月３０日

長平丸

②戦史-航泊日誌-3822

長平丸 昭和１３年５月１日～５月３１日

長平丸

②戦史-航泊日誌-3823

長平丸 昭和１３年６月１日～６月３０日

長平丸

②戦史-航泊日誌-3824

長平丸 昭和１３年７月１日～７月３１日

長平丸

②戦史-航泊日誌-3825

長平丸 昭和１３年８月１日～８月３１日

長平丸

②戦史-航泊日誌-3826

長平丸 昭和１３年９月１日～９月３０日

長平丸

②戦史-航泊日誌-3827

長平丸 昭和１３年１０月１日～１１月８日

長平丸

②戦史-航泊日誌-3828

長白山丸 昭和１３年２月１日～２月２８日

長白山丸

②戦史-航泊日誌-3829

長白山丸 昭和１３年３月１日～３月３１日

長白山丸

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3830

香久丸 昭和１４年１月１５日～１月３１日

香久丸

②戦史-航泊日誌-3831

香久丸 昭和１４年２月１日～２月２８日

香久丸

②戦史-航泊日誌-3832

香久丸 昭和１４年３月１日～３月３１日

香久丸

②戦史-航泊日誌-3833

香久丸 昭和１４年４月１日～４月２０日

香久丸

②戦史-航泊日誌-3834

衣笠丸 昭和１２年８月１４日～８月３１日

衣笠丸

②戦史-航泊日誌-3835

衣笠丸 昭和１２年９月１日～９月３０日

衣笠丸

②戦史-航泊日誌-3836

衣笠丸 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

衣笠丸

②戦史-航泊日誌-3837

衣笠丸 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

衣笠丸

②戦史-航泊日誌-3838

衣笠丸 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

衣笠丸

②戦史-航泊日誌-3839

衣笠丸 昭和１３年４月２８日～５月３１日

衣笠丸

②戦史-航泊日誌-3840

衣笠丸 昭和１３年６月１日～６月３０日

衣笠丸

②戦史-航泊日誌-3841

衣笠丸 昭和１３年７月１日～７月３１日

衣笠丸

②戦史-航泊日誌-3842

衣笠丸 昭和１３年８月１日～８月３１日

衣笠丸

②戦史-航泊日誌-3843

衣笠丸 昭和１３年９月１日～９月３０日

衣笠丸

②戦史-航泊日誌-3844

衣笠丸 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

衣笠丸

②戦史-航泊日誌-3845

衣笠丸 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

衣笠丸

②戦史-航泊日誌-3846

衣笠丸 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

衣笠丸

②戦史-航泊日誌-3847

日本海丸 昭和１３年８月１日～８月３１日

日本海丸

②戦史-航泊日誌-3848

日本海丸 昭和１３年９月１日～９月３０日

日本海丸

②戦史-航泊日誌-3849

日本海丸 昭和１３年１０月１日～１０月３１日

日本海丸

②戦史-航泊日誌-3850

日本海丸 昭和１３年１１月１日～１１月３０日

日本海丸

②戦史-航泊日誌-3851

日本海丸 昭和１３年１２月１日～１２月３１日

日本海丸

②戦史-航泊日誌-3852

日本海丸 昭和１４年１月１日～１月３１日

日本海丸

②戦史-航泊日誌-3853

日本海丸 昭和１４年２月１日～２月２８日

日本海丸

②戦史-航泊日誌-3854

日本海丸 昭和１４年３月１日～３月３１日

日本海丸

②戦史-航泊日誌-3855

日本海丸 昭和１４年４月１日～４月３０日

日本海丸

②戦史-航泊日誌-3856

日本海丸 昭和１４年５月１日～５月３１日

日本海丸

②戦史-航泊日誌-3857

日本海丸 昭和１４年６月１日～６月３０日

日本海丸

②戦史-航泊日誌-3858

日本海丸 昭和１４年７月１日～７月３１日

日本海丸

②戦史-航泊日誌-3859

日本海丸 昭和１４年８月１日～８月３１日

日本海丸

②戦史-航泊日誌-3860

日本海丸 昭和１４年９月１日～９月３０日

日本海丸

②戦史-航泊日誌-3861

日本海丸 昭和１４年１０月１日～１０月３１日

日本海丸

②戦史-航泊日誌-3862

日本海丸 昭和１４年１２月１日～１２月３１日

日本海丸

②戦史-航泊日誌-3863

天洋丸 昭和１２年９月１８日～１０月２０日

天洋丸

②戦史-航泊日誌-3864

朝光丸 昭和１２年８月１１日～８月３１日

朝光丸

②戦史-航泊日誌-3865

朝光丸 昭和１２年９月１日～９月３０日

朝光丸

②戦史-航泊日誌-3866

朝光丸 昭和１２年１０月１日～１０月３１日

朝光丸

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3867

朝光丸 昭和１２年１１月１日～１１月３０日

朝光丸

②戦史-航泊日誌-3868

朝光丸 昭和１２年１２月１日～１２月３１日

朝光丸

②戦史-航泊日誌-3869

航空術研究委員会 大正４年２月～５月

航空術研究委員会

②戦史-航泊日誌-3870

航空術研究委員会 大正４年１１月～５年２月

航空術研究委員会

②戦史-航泊日誌-3871

佐世保航空隊 昭和８年１０月～１２月

佐世保航空隊

②戦史-航泊日誌-3872

横須賀航空隊 大正５年９月～１１月

横須賀航空隊

②戦史-航泊日誌-3873

横須賀航空隊 大正１０年７月～９月

横須賀航空隊

②戦史-航泊日誌-3874

横須賀航空隊 大正１５年６月～８月

横須賀航空隊

②戦史-航泊日誌-3875

横須賀航空隊 昭和２年５月３１日～８月３１日

横須賀航空隊

②戦史-航泊日誌-3876

佐世保航空隊 昭和３年１２月～４年３月

佐世保航空隊

②戦史-航泊日誌-3877

佐世保航空隊 昭和４年３月１１日～６月１７日

佐世保航空隊

②戦史-航泊日誌-3878

佐世保航空隊 昭和４年６月～９月

佐世保航空隊

②戦史-航泊日誌-3879

佐世保航空隊 昭和４年９月２３日～１２月３１日

佐世保航空隊

②戦史-航泊日誌-3880

佐世保航空隊 昭和５年１月～４月

佐世保航空隊

②戦史-航泊日誌-3881

佐世保航空隊 昭和５年４月～７月

佐世保航空隊

②戦史-航泊日誌-3882

佐世保航空隊 昭和５年７月～９月

佐世保航空隊

②戦史-航泊日誌-3883

佐世保航空隊 昭和５年１０月～１２月

佐世保航空隊

②戦史-航泊日誌-3884

佐世保航空隊 昭和６年１月～３月

佐世保航空隊

②戦史-航泊日誌-3885

佐世保航空隊 昭和６年４月～６月

佐世保航空隊

②戦史-航泊日誌-3886

佐世保航空隊 昭和６年７月～９月

佐世保航空隊

②戦史-航泊日誌-3887

佐世保航空隊 昭和６年１０月～１２月

佐世保航空隊

②戦史-航泊日誌-3888

佐世保航空隊 昭和７年１月～３月

佐世保航空隊

②戦史-航泊日誌-3889

佐世保航空隊 昭和７年４月～７月

佐世保航空隊

②戦史-航泊日誌-3890

佐世保航空隊 昭和７年７月～９月

佐世保航空隊

②戦史-航泊日誌-3891

佐世保航空隊 昭和７年１０月～１２月

佐世保航空隊

②戦史-航泊日誌-3892

佐世保航空隊 昭和８年１月～４月

佐世保航空隊

②戦史-航泊日誌-3893

佐世保航空隊 昭和８年４月～６月

佐世保航空隊

②戦史-航泊日誌-3894

佐世保航空隊 昭和８年７月～９月

佐世保航空隊

②戦史-航泊日誌-3895

北支派遣海軍航空隊 昭和７年８月６日～１０月１２日

北支派遣海軍航空隊

②戦史-航泊日誌-3896
②戦史-航泊日誌-3897

第１６駆逐艦 （水雷艇） 大正１２年３月１６日～大正１２年５月３１
第１６駆逐艦（水雷艇）
日
第１６駆逐艦 （水雷艇） 大正１２年６月１日～大正１２年８月３１
第１６駆逐艦（水雷艇）
日

②戦史-航泊日誌-3898

第１６駆逐艦 大正１３年９月１日～大正１３年１２月１日

第１６駆逐艦

②戦史-航泊日誌-3899

第１６駆逐艦 大正１３年１２月１日～大正１４年２月２８日

第１６駆逐艦

②戦史-航泊日誌-3900

第１６駆逐艦 大正１５年６月１日～大正１５年８月３１日

第１６駆逐艦

②戦史-航泊日誌-3901

第１６駆逐艦 昭和２年６月２６日～昭和２年９月１９日

第１６駆逐艦

②戦史-航泊日誌-3902

第１６駆逐艦 昭和２年９月２０日～昭和２年１２月１４日

第１６駆逐艦

②戦史-航泊日誌-3903

第１６駆逐艦 昭和２年１２月１２日～昭和３年３月３日

第１６駆逐艦

令和４年８月２日

②戦史-航泊日誌-3904

第１６駆逐艦 昭和３年３月１日～昭和３年５月１日

第１６駆逐艦

②戦史-航泊日誌-3905

第１号砲艇 昭和１４年１０月１日～昭和１４年１０月３１日

第１号砲艇

②戦史-航泊日誌-3906

第１号砲艇 昭和１４年１１月１日～昭和１４年１１月３０日

第１号砲艇

②戦史-航泊日誌-3907

第１号砲艇 昭和１４年１２月１日～昭和１４年１２月３１日

第１号砲艇

②戦史-航泊日誌-3908

海軍航術研究会 大正３年１１月１日～大正４年１月７日

海軍航術研究会

②戦史-その他-1

昭和３年度 上海陸戦経過概要（其の１）

上海陸戦隊本部

②戦史-その他-2

大正１２年２月 戦争論

駆逐艦．松艦長 友成佐一郎

②戦史-その他-3

甲種作業問題答案 大正６年度

千歳分隊海軍大尉 久保田久
晴

②戦史-その他-4

於．旅順水交社講話 大正５．１．８

-

②戦史-その他-5

税関統計より見たる支那対外貿易及日支紛争に基く影響

-

②戦史-その他-6

南支那・ジャンク船 昭和１７．４．６

-

②戦史-その他-7

支那管見 国家の組織国情一般の民性

-

②戦史-その他-8

管内要覧 昭和２．２

在鄭家屯日本帝国領事館 中
野高一

②戦史-その他-9

満蒙問題の検討

佐々井 一晁

②戦史-その他-10

日支交通の資料的考察 昭和４．５．１５

水野 海暁

②戦史-その他-11

支那関係記帳綴 計７冊

-

②戦史-その他-12

長江流域に於ける日本の経済的地位 昭和２．８．８

東亜経済調査局

②戦史-その他-13

満洲読本 昭和２

南満洲鉄道株式会社

②戦史-その他-14

営口経営に関し具申する意見書

-

②戦史-その他-15

国際連盟理事会並に総会に於ける日支紛争の議事経過詳録（１）
国際連盟事務局東京支局
昭和６

②戦史-その他-16

国民政府実業部編集 華僑経済 昭和９．１２

日本経済連盟会

②戦史-その他-17

満洲に於ける海軍関係資料第４ 海軍測量隊関係文書類集

駐満海軍部

②戦史-その他-18
②戦史-その他-19

満洲に於ける海軍関係資料第１ 駐満海軍部及臨時海軍防備隊
駐満海軍部
関係令達
満洲に於ける海軍関係資料第５ 昭和８～９年満洲国政府より委
駐満海軍部
託の松花江並に満蘇国境 河川の水路事業

②戦史-その他-20

満鮮飛脚雑記

②戦史-その他-21

支那事変に於ける帝国海軍の行動（其の２）（南京攻略後より漢口
海軍省海軍軍事普及部
攻略まで）続（漢口攻略後より海南島上陸

②戦史-その他-22

廣東省借款事情 大正５．１１．９

八角史料

②戦史-その他-23

支那海軍再建策 大正６．２

八角史料

②戦史-その他-24

我国戦備と支那との関係メモ 大正６．５

八角史料

②戦史-その他-25

支那時局に関する 八角メモ 大正６～７年項

八角史料

②戦史-その他-26

支那交通部の東支鉄道に対する意見書 大正７～９

八角史料

②戦史-その他-27

支那時局調停要領案 大正８

八角史料

②戦史-その他-28

時局の概観綴 大正９．９

八角史料

②戦史-その他-29

支那軍事改良意見 大正６．１０

陸軍中将 青木宣純 八角史料

②戦史-その他-30

蘭領東印度の近状綴 大正１０．７

八角史料

②戦史-その他-31

福建省産業開発に就て 昭和１２．６

支駐軍関係資料

②戦史-その他-32

支那海軍再建策（八角メモ）

八角史料

加納 金三郎

令和４年８月２日

②戦史-その他-33

支那新旧約法綴等 大正５．６．１６

八角史料

②戦史-その他-34

支那港湾 大正８～９

八角史料

②戦史-その他-35

支那鉄道国際管理問題参考史料 大正８．３

八角史料

②戦史-その他-36

新聞紙等に顕れたる水先権回収問題の概要 大正１０～昭和９

八角史料

②戦史-その他-37

平壌附近の無煙炭礦の近況 昭和９

松枝 伊三郎

②戦史-その他-38

黄河航運計画に就而

八角史料

②戦史-その他-39

覚書 「ルスキ」島「カナル」無線電信所関する件

-

②戦史-その他-40

外報附属 完 大正９．４．７政３６２号別冊 大正９

-

②戦史-その他-41

対支関係綴 大正

-

②戦史-その他-42

南京事件警備記録 昭和２．３

第２４駆逐隊

②戦史-その他-43

支那時局の仮相と真相 大正７．１．１０

平田 久

②戦史-その他-44

四川省対雲貴両省葛藤の近因 附中心人物の向背 大正７．４．
海軍少佐 梅田三良
２５

②戦史-その他-45

天津会議散後の形勢史料 大正７．８．１６

宗方 小太郎

②戦史-その他-46

馬尼刺戦報 明治３１．５～６月

軍艦・秋津洲・赤城・高雄・浪速・
各艦長

②戦史-その他-47

明治１０年 西南征討志（１～４巻．附録．附図） 明治１６．１２

海軍省

②戦史-その他-48

朝鮮戦争に出動した 日本特別掃海隊

能勢 省吾

②戦史-その他-49

東京朝日新聞 号外 ２９日号外東郷元帥絶望 ３０日号外東郷
元帥死去 昭和９年５月

-

②戦史-その他-50

西印度に於ける 米国海軍作戦公報 １８９８年

-

②戦史-その他-51

米西戦争（上）（下） 明治３５年

海軍少佐 秋山眞之

②戦史-その他-52

満洲国と日本海軍

藤川 侑二

②戦史-その他-53

満洲国江防艦隊始末記 昭和６～２０年

田村 俊夫

②戦史-その他-54

満洲国江防艦隊始末記 昭和６～２０年

田村 俊夫

②戦史-その他-55

満洲国海軍江防艦隊の概要 昭和１０年８月

駐満海軍部

②戦史-その他-56

最近の海邊警察隊

駐満海軍部

③大東亜戦争-全般-1
③大東亜戦争-全般-2
③大東亜戦争-全般-3
③大東亜戦争-全般-4
③大東亜戦争-全般-5

昭和１６．１２～２０．８
要）
昭和１６．１２～２０．８
要）
昭和１６．１２～２０．９
の概要）
昭和１６．１２～２０．９
の概要）
昭和１６．１２～２０．９
（主要作戦の概要）

太平洋戦争略暦（甲）（主要作戦推移の概
太平洋戦争略暦（甲）（主要作戦推移の概
第２次世界大戦略歴（乙）第１号（主要作戦
第２次世界大戦略歴（乙）第１号（主要作戦
第２次世界大戦略歴（乙）第１号～第３号

史実調査部
史実調査部
史実調査部
史実調査部
史実調査部

③大東亜戦争-全般-6

太平洋戦争における海軍作戦

杉田 一次

③大東亜戦争-全般-7

昭和６～１４ 開戦迄の政略戦略 其の１（満州事変・支那事変）

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-全般-8

昭和６～１４ 開戦迄の政略戦略 其の２（昭和１５年の状勢）

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-全般-9
③大東亜戦争-全般-10
③大東亜戦争-全般-11

昭和６～１４ 開戦迄の政略戦略 其の３ （太平洋戦争への緊張
第２復員局 残務処理部
の政略）
昭和６～１４ 開戦迄の政略戦略 其の４（国策指導重点の移行と
第２復員局 残務処理部
開戦指導）
昭和６～１４ 開戦迄の政略戦略 其の５．其の６（開戦前の情況
第２復員局 残務処理部
判断と作戦計画・開戦突入）

③大東亜戦争-全般-13

昭和１７．４．１１～昭和１７．６．３０ 太平洋戦争経過概要 その２ 第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-全般-14

昭和１７．７．１～昭和１７．９．２８ 太平洋戦争経過概要 その３

第２復員局 残務処理部

令和４年８月２日

③大東亜戦争-全般-15

昭和１７．１０．１～昭和１８．１．３１ 太平洋戦争経過概要 その４ 第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-全般-16

昭和１８．２．１～昭和１８．８．１４ 太平洋戦争経過概要 その５

③大東亜戦争-全般-17

昭和１８．８．１５～昭和１８．１２．３１ 太平洋戦争経過概要 その
第２復員局 残務処理部
６

③大東亜戦争-全般-18

昭和１９．１．１～昭和１９．３．３１ 太平洋戦争経過概要 その７

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-全般-19

昭和１９．４．１～昭和１９．６．３０ 太平洋戦争経過概要 その８

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-全般-20

昭和１９．７．１～昭和１９．８．３１ 太平洋戦争経過概要 その９

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-全般-21

昭和１９．９．１～昭和１９．１１．３０ 太平洋戦争経過概要 その１
第２復員局 残務処理部
０

③大東亜戦争-全般-22

昭和１９年１０月以降分 情況判断資料

軍令部第１課

昭和１６．１２～１８．１２ 大東亜戦争経過概要（護衛対潜関係）
其の１
昭和１９．１～昭和２０．２ 大東亜戦争経過概要（護衛対潜関係）
其の２

第２復員局 史実調査部員 十
川潔
第２復員局 史実調査部員 十
川潔

③大東亜戦争-全般-25

機動部隊の作戦

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-全般-26

昭和１９．１０．２５～２０．２．２８ 総合戦果綴

-

③大東亜戦争-全般-27

昭和１８．２～２０．８ 第３段作戦経過の概要

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-全般-28

昭和２０．５～２０．６ 機密作戦記録

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-全般-29

昭和１８年度 作戦研究資料 補給輸送作戦

連合艦隊 司令部

③大東亜戦争-全般-30

昭和１６～１８年 主要作戦（航空関係を除く） 摘要（南東．南西．
業績課 艦船班
中部太平洋 方面）

③大東亜戦争-全般-31

帰還報告（コレヒドール．ホーランヂャ方面等）

③大東亜戦争-全般-23
③大東亜戦争-全般-24

③大東亜戦争-全般-32
③大東亜戦争-全般-33

第２復員局 残務処理部

第２復員局 残務処理部

昭和１７年１２月のＧＦ作戦方針 及び 昭和１８年１月のガ島撤収
海軍大佐 土井美二
作戦 並に爾後の作戦要領
日本郵船Ｋ．Ｋ 戦時戦史編集
重要物資海上輸送計画 実績表等 昭和１６～２０
室

③大東亜戦争-全般-34

昭和１６．１２．８～１９．１１．２１ 大本営発表（Ａ） 海軍部

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-全般-35

昭和１７．１．１２～１９．１２．３０ 大本営発表（Ｂ） 陸海軍部

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-全般-36

海軍関係戦歴調書資料

-

③大東亜戦争-全般-37

昭和４４．５ 海軍一期特年会会報 第２号

小渕 守男

③大東亜戦争-全般-38

第７１期の戦歴

後藤 新八郎

③大東亜戦争-全般-39

昭和４５．１０．１６ ああ１４期 海軍特別少年兵

週刊読売

③大東亜戦争-全般-40

海軍乙事件（古賀司令長官 遭難）

吉村 昭

③大東亜戦争-全般-41

太平洋戦役の実相

③大東亜戦争-全般-42

太平洋戦役の実相

③大東亜戦争-全般-43

昭和１６～２０年 南方部隊の作戦部隊 全般経過

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-全般-44

昭和１６．１２～１７．３ 南洋部隊の作戦の概要

南洋部隊

③大東亜戦争-全般-45

菊地２海佐収集資料 ２等海佐菊地義一氏米国にて収集 戦史室
へ送付の諸資料

③大東亜戦争-全般-46

大西洋の戦い 生活海域と戦争の地理学的分析

青木 栄一

③大東亜戦争-全般-47

大東亜戦争経過記録

勝田資料

③大東亜戦争-全般-48

太平洋地図 第１段作戦径路図 １／１５００万

-

③大東亜戦争-全般-49

大東亜戦争世界要図

-

③大東亜戦争-全般-50

昭和１８年２月～２０年８月 第３段作戦経過の概要

-

③大東亜戦争-全般-51

昭和１６年１０月９日 連合艦隊集合に際し司令長官訓示

-

米国戦略爆撃調査団 海軍調
査部
米国戦略爆撃調査団 海軍調
査部

令和４年８月２日

③大東亜戦争-全般-52

昭和２６年８月～２７年３月 海軍の軍備並びに戦備の全貌 其の
第２復員局 残務処理部
５．６

③大東亜戦争-全般-53

昭和１９年２月 米国空輸部隊の概要

③大東亜戦争-全般-54

昭和２０年１月３０日 米潜「タング」襲撃要領 並びに之に該当す
海軍対 潜学校研究部
る我被襲撃状況

③大東亜戦争-全般-55

昭和１９年５月１日 連合艦隊幕僚事務分担表

③大東亜戦争-全般-56

昭和３０年７月調整 旧海軍関係記録 資料目録 その３（作戦関 厚生省 引揚援護局 業務第２
係）
課

③大東亜戦争-全般-57

昭和３１年５月１５日 史実調査部資料整理要領

③大東亜戦争-全般-58
③大東亜戦争-全般-59

軍令部第３部

-

史実調査部

連合国戦争指導会議内容（１） チャーチル「第２次大戦回想録」抜
防衛研修所
萃 昭和３３．２
昭和２１年８月２６日 昭和２６年１月２２日 潜水鑑関係史実調査
第２復員局 資料課
綴

③大東亜戦争-全般-60

昭和２１年１１月１８日 大東亜戦争関係研究事項（第１次）

③大東亜戦争-全般-61

昭和２５年８月調整 開戦迄の政略戦略 その５（開戦前の状況判
第２復員局 残務整理部
断と作戦計画）

③大東亜戦争-全般-62

昭和１６年～２０年 第２次世界大戦略暦（２） 第１号

永石正孝資料

③大東亜戦争-全般-63

大東亜戦争大本営発表

永石正孝資料

③大東亜戦争-全般-64

聴取記録資料

永石正孝資料

③大東亜戦争-全般-65

永石調査員聴取資料

-

③大東亜戦争-全般-66

１９４４．３．１～１９４５．３．１ 戦争下の我海軍

合衆国艦隊 司令長官 海軍作
戦部長 アーネスト・Ｊ・キング

③大東亜戦争-全般-67

開戦迄の政略戦略 その５（開戦前の情況判断と作戦計画）

-

③大東亜戦争-全般-68

太平洋戦争中の日本海軍艦艇被害記録

-

③大東亜戦争-全般-69

昭和１８年１１月 昭和１９年６月 各護衛担任部隊 指定航路と敵
海上護衛 総司令部
潜に依る被害一覧図

③大東亜戦争-全般-70

昭和１６年１２月 大東亜戦争経過記録

元海軍大佐 内田成志

③大東亜戦争-全般-71

昭和１７年１月～１７年２月 大東亜戦争経過記録

軍令部第１課

③大東亜戦争-全般-72

昭和１７年３月～昭和１７年４月 大東亜戦争経過記録

軍令部第１課

③大東亜戦争-全般-73

昭和１７年５月～昭和１７年６月 大東亜戦争経過記録

元海軍大佐 内田成志

③大東亜戦争-全般-74

眞珠湾作戦に関する計画命令の要旨

-

③大東亜戦争-全般-75

開戦迄の政略戦略 其の３（太平洋戦争への緊張期の日本の政
略）

-

③大東亜戦争-全般-76

開戦迄の政略戦略 其の４（国策指導重点の移行と開戦指導）

-

③大東亜戦争-全般-77

開戦迄の政略戦略 其の６（開戦突入）

-

③大東亜戦争-全般-78

開戦迄の政略戦略 其の６（開戦突入）

-

③大東亜戦争-全般-79

開戦迄の政略戦略 其の６（開戦突入）

-

③大東亜戦争-全般-80

終戦前の政戦両略の交錯

-

③大東亜戦争-全般-81

終戦前の政戦両略の交錯

-

③大東亜戦争-全般-82

旧大本営陸軍部旧陸軍省編成職員表

-

③大東亜戦争-全般-83

遭難船舶乗船部隊上申調

-

③大東亜戦争-全般-84

昭和１６年１２月 昭和１７年４月 機動部隊の作戦

史実調査部

③大東亜戦争-全般-85

昭和１６年１２月 昭和２０年９月 大東亜戦争略暦（甲）

第２復員省 史実調査部

③大東亜戦争-全般-86

昭和１６年１２月 昭和２０年９月 大東亜戦争略暦（甲）

第２復員省 史実調査部

③大東亜戦争-全般-87
③大東亜戦争-全般-88

第２復員局 史実調査班

昭和２０年２月１０日 昭和２０年８月１９日 第５航空艦隊（天航空
部隊） 作戦記録
昭和２０年２月１０日 昭和２０年８月１９日 第５航空艦隊（天航空
部隊） 作戦記録

令和４年８月２日

③大東亜戦争-全般-89

昭和２０年２月１０日 昭和２０年８月１９日 第５航空艦隊（天航空
部隊） 作戦記録

③大東亜戦争-全般-90

昭和１７年５月３日 昭和１７年６月２４日 あ号作戦日暦

③大東亜戦争-全般-91

昭和２０年２月１０日 昭和２０年８月１９日 第５航空艦隊（天航空
部隊） 作戦記録

③大東亜戦争-全般-92

昭和１６年１２月１１日 昭和１８年１２月１５日 大東亜戦争記事

-

③大東亜戦争-全般-93

終戦前の作戦概況並に停戦

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-全般-94

第３段作戦の構想と経過の概要 昭和１８～２０

第２復員局

③大東亜戦争-全般-95

大東亜戦争海軍戦史本紀巻１

軍令部

③大東亜戦争-全般-96

管見大東亜戦争５大海戦

海軍中将 山崎重暉

③大東亜戦争-全般-97

全般 航空日歴 昭和１６．１２

第２復員局

③大東亜戦争-全般-98

２復作製戦史関係綴

第２復員局

③大東亜戦争-全般-99

開戦迄の政略戦略 其１ 満州事変．支那事変

③大東亜戦争-全般-100

開戦迄の政略戦略 其１ 満州事変．支那事変

③大東亜戦争-全般-101

開戦迄の政略戦略 １９４０年の状勢 昭和１５

③大東亜戦争-全般-102

開戦迄の政略戦略 １９４０年の状勢 昭和１５

③大東亜戦争-全般-103
③大東亜戦争-全般-104
③大東亜戦争-全般-105
③大東亜戦争-全般-106
③大東亜戦争-全般-107
③大東亜戦争-全般-108
③大東亜戦争-全般-109
③大東亜戦争-全般-110
③大東亜戦争-全般-111
③大東亜戦争-全般-112
③大東亜戦争-全般-113
③大東亜戦争-全般-114
③大東亜戦争-全般-115
③大東亜戦争-全般-116
③大東亜戦争-全般-117
③大東亜戦争-全般-118
③大東亜戦争-全般-119
③大東亜戦争-全般-120
③大東亜戦争-全般-121
③大東亜戦争-全般-122
③大東亜戦争-全般-123
③大東亜戦争-全般-124
③大東亜戦争-全般-125

開戦迄の政略戦略 其３ 太平洋戦争への緊張期の日本の政略
昭和１６
開戦迄の政略戦略 其３ 太平洋戦争への緊張期の日本の政略
昭和１６
開戦迄の政略戦略 其３ 太平洋戦争への緊張期の日本の政略
昭和１６
開戦迄の政略戦略 其３ 太平洋戦争への緊張期の日本の政略
昭和１６
開戦迄の政略戦略 其の４ 国策指導重点の移行と開戦指導 昭
和１５
開戦迄の政略戦略 其の４ 国策指導重点の移行と開戦指導 昭
和１５
開戦迄の政略戦略 其の４ 国策指導重点の移行と開戦指導 昭
和１５
開戦迄の政略戦略 其の４ 国策指導重点の移行と開戦指導 昭
和１５
開戦迄の政略戦略 其の４ 国策指導重点の移行と開戦指導 昭
和１５
開戦迄の政略戦略 其の４ 国策指導重点の移行と開戦指導 昭
和１５～１６
開戦迄の政略戦略 其の４ 国策指導重点の移行と開戦指導 昭
和１６
開戦迄の政略戦略 其の４ 国策指導重点の移行と開戦指導 昭
和１６
開戦迄の政略戦略 其の４ 国策指導重点の移行と開戦指導 昭
和１６
開戦迄の政略戦略 其の５ 開戦前の状況判断と作戦計画 昭和
１６
開戦迄の政略戦略 其の５ 開戦前の状況判断と作戦計画 昭和
１６
開戦迄の政略戦略 其の５ 開戦前の状況判断と作戦計画 昭和
１６
開戦迄の政略戦略 其の５ 開戦前の状況判断と作戦計画 昭和
１６
開戦迄の政略戦略 其の５ 開戦前の状況判断と作戦計画 昭和
１６
開戦迄の政略戦略 其の５ 開戦前の状況判断と作戦計画 昭和
１６
開戦迄の政略戦略 其の５ 開戦前の状況判断と作戦計画 昭和
１６
第５航空艦隊 天航空部隊戦史作戦記録 昭和２０．２．１０～２
０．８．１９
第５航空艦隊 天航空部隊戦史作戦記録 昭和２０．２．１０～２
０．８．１９
機動部隊の作戦 昭和１７～１８

史実調査部

第２復員局残務処理部
僚監部
第２復員局残務処理部
僚監部
第２復員局残務処理部
僚監部
第２復員局残務処理部
僚監部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残部整理部
第２復員局残部整理部
第２復員局残部整理部
第２復員局残部整理部
第２復員局残部整理部
第２復員局残部整理部
第２復員局残部整理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残部整理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部

第２幕
第２幕
第２幕
第２幕

令和４年８月２日

③大東亜戦争-全般-126

機動部隊の作戦 昭和１７～１８

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-全般-127

航空部隊戦歴一覧表

-

③大東亜戦争-全般-128

南方部隊の作戦全般経過 昭和１６～２０

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-全般-129

南方部隊の作戦全般経過 昭和１６～１７

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-全般-130

南方部隊の作戦全般経過

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-全般-131

南方部隊の作戦全般経過

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-全般-132

機動部隊の作戦

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-全般-133

機動部隊の作戦

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-全般-134

海軍南洋部隊作戦の梗概 並に 部隊施設の一般状況 １９４１．
第２復員局残務処理部
１２～１９４２．３

③大東亜戦争-全般-135

太平洋戦争に於ける護衛作戦の梗概 昭和１６．１２～２０．８

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-全般-136

大東亜戦争略暦（甲） 昭和１６．１２～２０．８

史実調査部

③大東亜戦争-全般-137

第２次世界大戦略暦（乙）第１号 昭和１６．１２～１８．３

史実調査部

③大東亜戦争-全般-138

第２次世界大戦略暦（乙）第２号

史実調査部

③大東亜戦争-全般-139

第２次世界大戦略暦（乙）第３号 昭和１９．４～２０．８

史実調査部

③大東亜戦争-全般-140

満州事変 支那事変 開戦迄の政略戦略 其の１ １９３１～１９３
第２復員局残務処理部
９

③大東亜戦争-全般-141

満州事変 支那事変 開戦迄の政略戦略 其の１ 昭和６～１４

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-全般-142

開戦迄の政略戦略 其の２ 昭和１５

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-全般-143

開戦迄の政略戦略 其の２ 昭和１５

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-全般-144
③大東亜戦争-全般-145

開戦迄の政略戦略 其の３（太平洋戦争への緊張期の日本の政
略） 昭和１６．１．２～１６．１２．８
開戦迄の政略戦略 其の３（太平洋戦争への緊張期の日本の政
略）

第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-全般-146

開戦迄の政略戦略 其の４（国策指導重点の移行と開戦指導）

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-全般-147

開戦迄の政略戦略 其の４（国策指導重点の移行と開戦指導）

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-全般-148
③大東亜戦争-全般-149

開戦迄の政略戦略（其の３）（太平洋戦争への緊張期中の日本の
第２復員局残務処理部
政略）
開戦迄の政略戦略 其の３ （太平洋戦争への緊張期の中日本の
第２復員局残務処理部
政略）

③大東亜戦争-全般-150

在外海軍部隊一覧表綴 昭和２１．４．１８

第２復員局省総務局

③大東亜戦争-全般-151

開戦までの政略戦略（満洲事変 支那事変）其の１

-

③大東亜戦争-全般-152

開戦迄の政略戦略 其の５（開戦前の状況判断と作戦計画）

-

③大東亜戦争-全般-153

Ｔｈｅ Ｉｍｐｅｒｉａｌ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｎａｖｙ ｉｎ Ｗｏｒｌｄ Ｗａｒ ＩＩ

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-全般-154

在外部隊情報綴

-

③大東亜戦争-全般-155

太平洋戦争経過概要 昭和１７．１１～１８．３

-

③大東亜戦争-全般-156

太平洋戦争経過概要 昭和１８．４～１８．７

-

③大東亜戦争-全般-157

太平洋戦争経過概要 昭和１８年８～１０月

-

③大東亜戦争-全般-158

太平洋戦争経過概要 昭和１８年１１～１２月

-

③大東亜戦争-全般-159

太平洋戦争経過概要 昭和１９．１

-

③大東亜戦争-全般-160

太平洋戦争経過概要 昭和１９．２

-

③大東亜戦争-全般-161

情況判断資料 昭和２０．１．１～２０．６．１０

軍令部第１部

③大東亜戦争-全般-162

開戦迄の政略戦略 其の３ 太平洋戦争への緊張期の日本の政
略 昭和１６

令和４年８月２日

③大東亜戦争-全般-163
③大東亜戦争-全般-164

開戦迄の政略戦略 其の４ 国策指導重点の移行と開戦指導 昭
和１５～１６
南洋部隊作戦の梗概 並に 部隊施設の一般状況 自昭和１６．
第２復員局
１２～至昭和１７．３

③大東亜戦争-全般-165

大東亜戦争 海軍報告書 １／２ 昭和１６～２０年

キング海軍大将

③大東亜戦争-全般-166

大東亜戦争 海軍報告書 ２／２ 昭和１６～２０年

キング海軍大将

③大東亜戦争-全般-167

参考資料 昭和１６～１７年

厳谷造兵少佐

③大東亜戦争-全般-168

８Ｓ通信参謀 矢島源太郎日誌 昭和１６．２～１８．６

-

③大東亜戦争-全般-169

海軍作戦年誌資料 昭和１９．１～３

-

③大東亜戦争-全般-170

終戦時海軍現在員調 昭和２０．８

-

③大東亜戦争-全般-171

特攻作戦（海軍の部）資料 昭和２２．１０

中村（加登川氏寄贈）

③大東亜戦争-全般-172

「空の斥候水偵隊」原稿 昭和３２．２記

特少尉 前田力義

③大東亜戦争-全般-173

特攻戦史 第１編 総論（第１案） 昭和３３．３

防研戦史室 三沢２佐

③大東亜戦争-全般-174

渡辺安次氏に対する質疑応答 昭和３３．７

-

③大東亜戦争-全般-175

第2次世界大戦略歴大東亜戦争経過概要

史実調査部

③大東亜戦争-全般-176

対米作戦要表 昭和２０年６月２７日

軍令部第３部

③大東亜戦争-本土-1

昭１６．１２～１８．３ 本土防衛作戦 其の１

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-本土-2

本土防衛作戦 其の２ 昭和１８年～２０年

-

③大東亜戦争-本土-3

本土防衛作戦 其の１ 終戦前の作戦概況 並に停戦

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-本土-4

本土上陸に対する反撃準備作戦

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-本土-5

本土上陸に対する反撃準備作戦

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-本土-6

昭２０．５ 日本々土並に朝鮮防衛に関する戦略並に戦術

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-本土-7

第２次大戦における関門海峡の防衛について

防研 戦史部 後藤新八郎

③大東亜戦争-本土-8

昭２０．３～ 決号作戦準備綴

海軍少将 軍務局長 山本善雄

③大東亜戦争-本土-9

昭１９．１０．１０～１９．１０．１９ 台湾沖航空戦資料

-

③大東亜戦争-本土-10

昭１９．６～２０．３ 硫黄島作戦

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-本土-11

昭１９．６～２０．３ 硫黄島作戦

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-本土-12

沖縄方面海軍作戦

第２復員局

③大東亜戦争-本土-13

昭和２０年２月～８月 沖縄方面の海軍作戦 附録 海軍航空兵
力使用状況諸統計

第２復員局

③大東亜戦争-本土-14

沖縄並に本土作戦に関する調査

第２復員局

③大東亜戦争-本土-15

沖縄方面帰還報告

-

③大東亜戦争-本土-16

沖縄海軍航空作戦聴取録（松尾道雄中佐外５０名）

-

③大東亜戦争-本土-17

昭１８．５．１ 大東亜戦争中佐世保鎮守府防備計画 附図

佐世保鎮守府

③大東亜戦争-本土-18

昭１８．５．１ 大東亜戦争中佐世保鎮守府防備計画書 附表

佐世保鎮守府

③大東亜戦争-本土-19

昭１８．５．１ 大東亜戦争中佐世保鎮守府防備計画書

佐世保鎮守府

③大東亜戦争-本土-20

佐世保鎮守府戒厳施行計画書（佐鎮機密 第２２００号）

佐世保鎮守府

③大東亜戦争-本土-21

終戦前の作戦概況並に停戦

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-本土-23

昭１９．４．２７～２０．２．２２ 秋葉山機銃砲台作業日誌

秋葉山機銃砲台

③大東亜戦争-本土-24

第１６嵐部隊基地砲台 要図明細表

-

令和４年８月２日

③大東亜戦争-本土-25

国土防空方策に関する研究

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-本土-26

芝浦海軍施設補給部 労務課残務について

-

③大東亜戦争-本土-27

九州沿岸防備図（兵器配備図）

-

③大東亜戦争-本土-28

東京湾防備図

-

③大東亜戦争-本土-29

内地防衛要図

史実調査部

③大東亜戦争-本土-30

昭和２０．３～２０．６ 敵襲に依る被害調査等

-

③大東亜戦争-本土-31

昭和２０．４ 決号作戦海軍航空兵力配備図

-

③大東亜戦争-本土-32

昭和２０．６ 下関防備隊 當隊関係綴

下関防備隊

③大東亜戦争-本土-33

本土防衛作戦 其の２ 其の３

-

③大東亜戦争-本土-34

本土防衛作戦 其の３（対空襲作戦）

-

③大東亜戦争-本土-35

本土防衛作戦 其の１

-

③大東亜戦争-本土-36

本土防衛作戦 其の１

-

③大東亜戦争-本土-37

昭１６．１２～１８．３ 本土防衛作戦 其の１

第２復員局

③大東亜戦争-本土-38

本土上陸に対する反撃準備作戦

-

③大東亜戦争-本土-39

昭和１９年 沖縄方面作戦

-

③大東亜戦争-本土-40

昭和１９年６月 沖縄方面作戦

-

③大東亜戦争-本土-41

昭和２０．２～２０．８ 沖縄方面海軍作戦 附録

-

③大東亜戦争-本土-42

昭和２０．２～２０．８ 沖縄方面海軍作戦 附録

-

③大東亜戦争-本土-43

昭和２０．１～６ 沖縄方面海軍作戦資料

第２復員局

③大東亜戦争-本土-44

昭１９．３ 昭和２０．３ 硫黄島作戦 昭２２．７調べ

史実調査部

③大東亜戦争-本土-45

昭１９．３ 昭和２０．３ 硫黄島作戦 昭２２．７調べ

史実調査部

③大東亜戦争-本土-46

昭和１９年７月２１日以降 本土上陸に対する反撃作戦準備

第２復員局

③大東亜戦争-本土-47

昭和２０年 沖縄方面作戦

第２復員局

③大東亜戦争-本土-48

昭和２０年８月９日 軍艦大浜奮戦記

海軍大尉 佐藤稔

③大東亜戦争-本土-49
③大東亜戦争-本土-50

昭和２０年１月３０日 米潜「タング」襲撃要領並に之に該当する我
海軍対潜学校 研究部
被襲撃状況
硫黄島警備隊 千鳥砲台第２分
千鳥砲台群配置表
隊

③大東亜戦争-本土-51

本土防衛作戦 其の２ 昭和１８～２０

第２復員局残務処理部資料課

③大東亜戦争-本土-52

本土防衛作戦 其の１ 昭和１５～２０

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-本土-53

本土防衛作戦 其の１

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-本土-54

本土防衛作戦 対空襲作戦 其の３

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-本土-55

本土防衛作戦史 其の１

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-本土-56

沖縄方面海軍作戦 昭和２０

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-本土-57
③大東亜戦争-本土-58
③大東亜戦争-本土-59
③大東亜戦争-本土-60
③大東亜戦争-本土-61

沖縄方面作戦に於ける海軍航空兵力使用状況諸統計 昭和２０．
２～２０．８
沖縄方面作戦に於ける海軍航空兵力使用状況諸統計 １９４５．２
～１９４５．８
沖縄方面作戦に於ける海軍航空兵力使用状況諸統計 昭和２０．
２～２０．８
アリューシャン作戦 アッツ島戦死者の遺骨（体）調査に関する資
料 昭和１８
本土上陸に対する反撃作戦準備

第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部

令和４年８月２日

③大東亜戦争-本土-62

防空部署 昭和１８．８．２８

第３海軍火薬廠

③大東亜戦争-本土-63

庶務公文綴 昭和１９年分

野島崎灯台

③大東亜戦争-本土-64

本土防衛作戦 其の２ 自昭１８～至終戦

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-本土-65

本土防衛作戦 其の２ 自昭和１８．３～至終戦

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-本土-66

本土防衛作戦 其の３ 昭和１７～２０

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-本土-67

本土上陸に対する反撃作戦準備

-

③大東亜戦争-本土-68

作戦統帥関係情報要求の件回答 其の２

-

③大東亜戦争-本土-69

作戦関係雑綴 昭和２０

佐世保地方復員部

③大東亜戦争-本土-70

海軍防御営造物地帯 概見図（千葉県）

-

③大東亜戦争-本土-71

本土邀撃兵力整備 及 展開計画要表

海軍省

③大東亜戦争-本土-72

秘史 横浜港ドイツ 仮装巡洋艦爆発事件

戦史研究家 原勝洋

③大東亜戦争-本土-73

九州地区 「嵐部隊施設関係」配置図

佐世保施設部

③大東亜戦争-本土-74

本土防衛作戦 其の２

-

③大東亜戦争-北東-1

昭１７．５．５～１８．１．３１ アリューシャン攻略作戦日歴（甲）

第２復員局

③大東亜戦争-北東-2

昭１８．２．１～１８．８．１５ アリューシャン攻略作戦日歴（乙）

第２復員局

③大東亜戦争-北東-3

昭１７．３～１８．２ アリューシャン海軍作戦

第２復員局

③大東亜戦争-北東-5
③大東亜戦争-北東-6

昭１６～１７ 第１復員省提出に係る比島作戦 及び アリューシャ
史実調査部
ン作戦記録に対する所見
昭１８．３．２２～１８．８．１ 作戦研究資料 アリューシャン方面作
戦 熱田島沖海戦「ケ」号作戦

③大東亜戦争-北東-7

北方々面の作戦

第２復員局

③大東亜戦争-北東-8

奇蹟作戦 キスカの撤収 其の１

海軍大佐 有近六次

③大東亜戦争-北東-9

奇蹟作戦 キスカの撤収 其の２

海軍大佐 有近六次

③大東亜戦争-北東-10

第５１根拠地隊 兼 第５警備隊主計長書類綴 其の１

海軍主計大尉 小林享

③大東亜戦争-北東-11

キスカ無血撤収かく戦えり

キスカ会舞鶴支部

③大東亜戦争-北東-12

北東方面海軍作戦収集 資料綴（回想．日記等）

坂本 金美

③大東亜戦争-北東-13

昭和１９年 北千島方面概記

山中 龍太郎

③大東亜戦争-北東-14

昭和２０年１２月４日 昭和２１年９月１５日 満鮮千島樺太地区終
第２復員局
戦処理概要

③大東亜戦争-北東-15

北方方面の作戦

第２復員局

③大東亜戦争-北東-16

「アリューシャン」攻略作戦

第２復員局

③大東亜戦争-北東-17

昭和１７年６月５日～２０年４月２８日 北太平洋方面航空日歴

第２復員局

③大東亜戦争-北東-18

昭和１７年８月５日～１８年８月３０日 北太平洋方面航空日歴

第２復員局

③大東亜戦争-北東-19

北太平洋方面航空日歴 昭和１８．９．２～１９．９．３０

第２復員局

③大東亜戦争-北東-20

アリューシャン海軍作戦 昭和１７～１８

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-北東-21

アリューシャン海軍作戦 昭和１７．３～１８．２

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-北東-22

アリューシャン海軍作戦 昭和１７～１８

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-北東-23

アリューシャン海軍作戦 昭和１７．３～１８．２

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-北東-24

アリューシャン海軍作戦 昭和１７～１８

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-北東-25

北方方面の作戦 昭和１８～２０

第２復員局残務処理部

令和４年８月２日

③大東亜戦争-北東-26

北方方面の作戦 昭和１８～２０

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-北東-27

北方方面の作戦

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-北東-28

アッツ島王砕者名簿 昭和１８．５

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-北東-29

座談会「キスカ戦記について」 常石．市川．斉藤．志摩．坂本．小
戸川幸夫資料 Ｎｏ８
林．各氏 昭和４０．４

③大東亜戦争-北東-30

占守（しゅむしゅ）会誌

占守会

③大東亜戦争-北東-31

昭和１８年４月１２日 鳴神島基地状況報告

乙坂昇一

③大東亜戦争-中国-1

旧海軍中国関係者列伝

海浜４７期 沖野亦男

③大東亜戦争-中国-2

中国方面海軍作戦（２） 編集経過概要

後藤 新八郎

③大東亜戦争-中国-3

中国方面海軍作戦（２） 編集経過概要付録

後藤 新八郎

③大東亜戦争-中国-4

中国海軍の建設と日本海軍

市来 俊男

③大東亜戦争-中国-7

第１海軍軍需部 漢口支部申継覚

海軍主計大尉 杉山泰蔵

③大東亜戦争-中国-8_2

Ｙ６作戦関係記録（支那） 昭和７

-

③大東亜戦争-中国-9

終戦前后の清津．元山方面に於ける状況に関する件報告

上等主計兵曹 待山栄治

③大東亜戦争-中国-11

青島警備隊 附属船艇運航表 昭和１７．２～３

-

③大東亜戦争-中国-12

南京警備隊 附属船艇 警備船行動作業薄 昭和１８．３～７

-

③大東亜戦争-中国-13

中国人の民族的特性 昭和１８．４．２０

支那派遣軍総司令部

③大東亜戦争-中国-14

蒋介石著「中国之命運」要旨 昭和１８．６．２８

支那派遣軍参謀部

③大東亜戦争-中国-15

上海共同租界返還問題に対する支那側識者の意見

八角史料

③大東亜戦争-中国-16

慰問使派遣に関する件通牒 昭和１８年

支那派遣軍総参謀長

③大東亜戦争-中国-17

海南警備府部隊作戦 及 警備概要申告覚書 昭和１８．１．３

海南警備府

③大東亜戦争-中国-18

海軍関係日華間現地取極集 昭和１８．９

支那方面艦隊司令部

③大東亜戦争-中国-19

共産党調査報告第一輯 昭和１８年１月
ル中国共産党

③大東亜戦争-中国-20

「広東治安維持委員会組織法」

-

③大東亜戦争-ハワイ-1

真珠湾口遠望写真（昭３３．１撮影）

１等海尉 植田一雄

③大東亜戦争-ハワイ-2

昭１６．１１．１７ ハワイ方面偵察報告

海中佐 前島寿英・海少佐 鈴
木英

③大東亜戦争-ハワイ-3

真珠湾作戦に関する計画命令の要旨 昭２０年１０月調製

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-ハワイ-4

布哇作戦の首途に當り飛行機搭乗員に訓示

機動部隊 指揮官 南雲忠一

③大東亜戦争-ハワイ-6

眞珠湾攻撃記録

１ＡＦ参謀 雀部利三郎

③大東亜戦争-ハワイ-7

昭１６．１２．８ ハワイ特別攻撃隊員所持の海図

-

③大東亜戦争-ハワイ-8

機動部隊戦斗詳報図（布哇海戦）

第１航空艦隊 司令部

③大東亜戦争-ハワイ-9

機動部隊戦斗詳報図（布哇海戦）

第１航空艦隊司令部

③大東亜戦争-ハワイ-10

昭１６．１２～１７．１ 第５航空戦隊戦斗詳報（ハワイ．ラボール）

第５航空戦隊 司令部

③大東亜戦争-ハワイ-11

昭１６．１２．８ 特別攻撃隊 軍神岩佐海軍中佐

岩佐 梼造

③大東亜戦争-ハワイ-12

ハワイ空襲（水平爆撃隊の弾着）

-

③大東亜戦争-ハワイ-13

ハワイ海戦 ミッドウェー海戦の講義原稿（坂上五郎・１ＡＦ機関参
１ＡＦ参謀 坂上五郎
謀が海大に於いて講義したもの）

③大東亜戦争-ハワイ-14_2

ハワイ海戦座談会

-

③大東亜戦争-ハワイ-15

「Ｋ」作戦の全貌 二式大艇真珠湾を襲う

元飛行艇隊 日辻常雄

海南島ニ於ケ 海南海軍特務部 政務局第一
調査室

令和４年８月２日

③大東亜戦争-ハワイ-16

昭１６．１２．８ 布哇空襲部隊戦没者関係

第２復員局

③大東亜戦争-ハワイ-17

眞珠湾公報

-

③大東亜戦争-ハワイ-18

昭和１６年１２月 布哇作戦敵信傍受状況

軍艦 利根

③大東亜戦争-ハワイ-19

海上気象記録 昭和１６．１２

軍艦 赤城

③大東亜戦争-ハワイ-20

布哇空襲部隊戦没者関係 昭和１６．１２．８

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-ハワイ-21

真珠湾作戦に関する計画命令の要旨 昭２０年１０月調製

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-ハワイ-22

真珠湾作戦に関する計画命令の要旨 昭２０年１０月調製

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-ハワイ-23

真珠湾作戦に関する計画命令の要旨 昭２０年１０月調製

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-ハワイ-24

真珠湾作戦に関する計画命令の要旨

-

③大東亜戦争-ハワイ-25

真珠湾作戦に関する計画命令の要旨

-

③大東亜戦争-ハワイ-26

真珠湾作戦に関する計画命令の要旨 昭２０年１０月調製

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-ハワイ-27

眞珠湾奇襲 昭和１６．１２．８

角田 順

③大東亜戦争-ハワイ-28

真珠湾攻襲記録 昭和１６．１２．８

機動部隊航海参謀 雀部利三
郎

③大東亜戦争-ハワイ-29

源田実氏に対する質疑応答

-

③大東亜戦争-ハワイ-30

吉岡第１航空艦隊航空参謀に対する質疑応答 昭和３３．３

-

③大東亜戦争-ハワイ-31

岡島清熊氏に対する質疑応答

-

③大東亜戦争-ハワイ-32

ハワイ奇襲攻撃についての思い出 平成５年６月

元１航艦・航空作戦参謀 吉岡
忠一講話

③大東亜戦争-ハワイ-33

真珠湾攻撃参加機中の未帰還機の状況調査資料

-

③大東亜戦争-ハワイ-34
③大東亜戦争-ハワイ-35
③大東亜戦争-ハワイ-36
③大東亜戦争-ハワイ-37
③大東亜戦争-ハワイ-38
③大東亜戦争-ハワイ-39

（１） ＰＲＥ－ＰＥＡＲＬ ＨＡＲＢＯＲ ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＮＡＶＡＬ ＤＥＳ
Chief of Naval Operations
ＰＡＴＣＨＥＳ （２）ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＮＡＶＡＬ ＡＴＴＡCＨＥ ＤＩＳＰＡＴ
海軍大尉 ジョセフＪ．ロッシェ
ハワイ真珠湾第１４海軍管区通信情報要約（英文） １／４
フォートＨＹＰＯ局長
海軍大尉 ジョセフＪ．ロッシェ
ハワイ真珠湾第１４海軍管区通信情報要約（英文） ２／４
フォートＨＹＰＯ局長
海軍大尉 ジョセフＪ．ロッシェ
ハワイ真珠湾第１４海軍管区通信情報要約（英文） ３／４
フォートＨＹＰＯ局長
海軍大尉 ジョセフＪ．ロッシェ
ハワイ真珠湾第１４海軍管区通信情報要約（英文） ４／４
フォートＨＹＰＯ局長
U.S.S.OKLAHOMA Pearl Harbor Damage Profile U.S.S.ARIZONA
Pearl Harbor Damage Illustration

③大東亜戦争-ハワイ-40

ハワイ作戦米国議会報告書等

米国議会、東京日々新聞等

③大東亜戦争-ハワイ-41_2

軍艦「赤城」長谷川喜一艦長訓示 昭和16年11月24日

加藤三夫（軍艦「赤城」9分隊海
軍2等整備兵曹）令甥

③大東亜戦争-ミッドウェー-1

第１航空艦隊 戦斗詳報 ミッドウェイ海戦

第２復員局 史実調査部

③大東亜戦争-ミッドウェー-2

昭１７．５．２７～１７．６．６ ミッドウェイ海戦 軍艦飛龍 戦斗詳報 -

③大東亜戦争-ミッドウェー-3

ミッドウェイ作戦

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-ミッドウェー-4

昭１７．５．２７～１７．６．３ ああ ミッドウェイ

海軍大尉 萱沼洋

③大東亜戦争-ミッドウェー-5

菊地２佐収集資料 その３ ミッドウェー海軍作戦 記録参考資料
菊地 義一
綴

③大東亜戦争-ミッドウェー-6

私の見た ミッドウェイ作戦

③大東亜戦争-ミッドウェー-7

昭２１．４．９ 「ミッドウェー」海戦に於ける正確なる日本側艦隊編
史実調査部
成と本海戦参加者の個人的意見

③大東亜戦争-ミッドウェー-8

ミッドウェイ作戦

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-ミッドウェー-9

ミッドウェイ作戦

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-ミッドウェー-10

ミッドウェー作戦 昭和１７．５～１７．１２

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-ミッドウェー-11

ミッドウェー作戦

第２復員局残務処理部

佐々木 確治

令和４年８月２日

③大東亜戦争-ミッドウェー-12

伊号第１６８潜水艦の米空母ヨークタウン撃沈

眞鍋 利雄

③大東亜戦争-南西-18

比島方面の海軍戦斗の概要

厚生省 業務第２課

③大東亜戦争-南西-19

昭和１９～２０ 在比島日本軍兵力について

第２復員局

③大東亜戦争-南西-19_2

１９４４～４５年 在比島日本軍兵力（海軍）

第２復員局

③大東亜戦争-南西-20

昭１７～１９ 比島方面海軍作戦 其の１

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-南西-21

昭１９．１０～１９．１２ 比島方面海軍作戦 其の２

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-南西-22

昭１９～２０ 比島方面海軍作戦 其の３・４

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-南西-23
③大東亜戦争-南西-24
③大東亜戦争-南西-25
③大東亜戦争-南西-26
③大東亜戦争-南西-27

比島攻略作戦に於ける日本海軍作戦状況 比島方面に於ける潜
第２復員局 残務処理部
水艦作戦
南西方面の作戦 西部ニューギニヤ方面 及び 濠北方面の作戦
第２復員局 残務処理部
対ソ海軍作戦
戦斗第９０１ 飛行隊長 美濃部
比島戦（航空決戦） 其の２
正
戦斗第９０１ 飛行隊長 美濃部
比島戦（地上決戦） 其の３
正
７６３海軍航空隊 残務整理員
戦斗状況 クラーク部隊
出田宗孝

③大東亜戦争-南西-28

クラーク地区における海軍部隊の戦闘

③大東亜戦争-南西-29

昭和１９ 捷１号作戦に於ける２ＹＢの比島 「クラーク」地区防衛作 ５Ｆ水雷参謀（大佐） 森幸吉・１
戦経過概要
６戦区指揮官 佐多

③大東亜戦争-南西-30

比島クラーク地区防衛作戦経過概要

海軍大佐 佐多

③大東亜戦争-南西-31

比島部隊軍人軍属戦死認定資料

南西方面艦隊 残務整理班

③大東亜戦争-南西-32

昭２１．９．１２ 在比島第３南遣艦隊所轄一覧表

南西方面艦隊 残務整理班

③大東亜戦争-南西-33

海軍第１６戦区部隊（比島）資料

-

③大東亜戦争-南西-34

昭１６．１１．６～２０．８．３１ 比島濠北関係主要日表

-

③大東亜戦争-南西-35

在比島第３南遣艦隊所轄一覧表

南西方面艦隊 残務整理班

③大東亜戦争-南西-36

比島航空部隊編制表

-

③大東亜戦争-南西-37

比島航空作戦要表（特攻を含む）

-

③大東亜戦争-南西-38

苦楽（クラーク）会誌創刊号

松浦 斌

③大東亜戦争-南西-39

比島方面戦果一覧表（捷号作戦）

-

③大東亜戦争-南西-40

比島方面戦果一覧表

-

③大東亜戦争-南西-41

昭和１９．１１．１５～ 捷号作戦記録

海軍大佐 柴田文三

③大東亜戦争-南西-42

昭和１９．１１．１５～ 捷号作戦記録 其の２

海軍大佐 柴田文三

③大東亜戦争-南西-43

捷号雑記

２航艦司令部 柴田文三

③大東亜戦争-南西-44

昭１９．９～１９．１１ 捷号作戦前後手記一般

２航艦司令部 柴田文三

③大東亜戦争-南西-45

昭１９．１０～ 捷号作戦（情況判断）

２航艦司令部 柴田文三

③大東亜戦争-南西-46

第３２特別根拠地隊方面の戦況

第３２特根司令官 土井直治

③大東亜戦争-南西-47

第３２特別根拠地隊方面の戦況

第３２特根司令官 土井直治

③大東亜戦争-南西-48

第１４警備隊関係書類

-

③大東亜戦争-南西-49

昭１７．３～１７．４ ビルマ．アンダマン攻略作戦

-

③大東亜戦争-南西-50

昭１７．１～１７．５ スマトラ攻略 及 南西方面各地の戡定作戦

-

③大東亜戦争-南西-51

作戦状況ルソン島

１０３海軍経理部長 白石孝繁

③大東亜戦争-南西-52

昭１６ 馬来攻略戦

-

２６航戦参謀（中佐） 吉岡忠一

令和４年８月２日

③大東亜戦争-南西-53

昭２２．９．３０ 馬来海軍部隊 特別作業隊綴

ジョホール第３ 海軍特別作業
隊

③大東亜戦争-南西-54

昭２１～２２ 馬来海軍部隊 通達公報綴

馬来海軍部隊 司令部

③大東亜戦争-南西-55

昭２１．７～２２．８ 馬来海軍部隊 命令綴

馬来海軍部隊 指揮官 松田源
吾

③大東亜戦争-南西-56

昭１７．３ 蘭印東印度攻略作戦

-

③大東亜戦争-南西-57

熱地野戦及駐屯建築の参考（蘭領東印度） 第２巻

海軍 施設本部編

③大東亜戦争-南西-58
③大東亜戦争-南西-59

昭１７．４ 昭南島 及 マニラ方面海面 防備調査報告（昭南島方
海軍大佐 兄部勇次等
面の部）
昭１７．４ 昭南島 及 マニラ方面 海面防備調査報告（マニラ方
海軍大佐 兄部勇次等
面の部）

③大東亜戦争-南西-60

バタビヤ沖海戦史料（崎山大佐書簡．合戦図）

第７戦隊 三隈艦長 崎山釈夫

③大東亜戦争-南西-61

昭５３．１．２９号 栗田艦隊レイテ反転のナゾに二人の新証言

週刊読売

③大東亜戦争-南西-62

昭５３．１．１２号 栗田提督の死で 世界戦史「永遠のナゾ」となっ
週刊新潮
たレイテ沖海戦

③大東亜戦争-南西-63

南西方面情報

呉地方 復員局人事部

③大東亜戦争-南西-64

昭２１．１．１７～２１．６．３０ バトパハ海軍集団命令綴

バトパハ海軍 司令官 今村脩

③大東亜戦争-南西-65

モロタイ通信

海．技術中尉 野口孝

③大東亜戦争-南西-66

昭１９．６．１５ 南西諸島作戦に関する現地協定

第３２軍司令部

③大東亜戦争-南西-67

昭和１９．９ 昭和２０．１ 比島航空作戦要表（特攻を含む）

第２復員局 資料整理部

③大東亜戦争-南西-68

昭和２４．１２．２ 自１９４４ 至１９４５ 在比島日本軍兵力につい
第２復員局 残務処理部長
て

③大東亜戦争-南西-69

昭１６．１２～１７．４ 作研馬第２号 馬来部隊第１段第２期作戦

-

③大東亜戦争-南西-70

昭和１９～２０ 在比島日本軍兵力について

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-南西-71

ベラワン錨地図（スマトラ）

-

③大東亜戦争-南西-72

北ボルネオ 各主要港湾現況調査

港湾調査隊

③大東亜戦争-南西-73

比島中部地図（海）

-

③大東亜戦争-南西-74

昭和２１年１月 第８海軍建設部情況報告

海軍警部 林邦次

③大東亜戦争-南西-75

「ウエワク」転進後の行動概要報告書

第８海軍建設部

③大東亜戦争-南西-76

昭和１９年度 南西方面艦隊勤務餘録

元海軍大佐 内田成志

③大東亜戦争-南西-78

昭和１７年３月８日 昭和１７年３月１５日 北部「スマトラ」上陸作
戦

馬来部隊

③大東亜戦争-南西-79

昭和１６年下旬 比島攻略作業に於ける日本海軍作戦状況

-

③大東亜戦争-南西-80

昭和１９年 西部ニューギニア方面 及び 濠北方面の作戦

-

③大東亜戦争-南西-81

昭和２０．１～２０．８ 比島方面海軍作戦 其の４（第５ルソンの
戦）

-

③大東亜戦争-南西-82

１９４５年に於けるボルネオ方面の作戦

-

③大東亜戦争-南西-83

南方部隊の作戦全般経過

-

③大東亜戦争-南西-84

「ビルマ」「アンダマン」作戦

-

③大東亜戦争-南西-85

東印度攻略作戦記録

-

③大東亜戦争-南西-86

昭和１７．４～１９．４ 南西方面の作戦

-

③大東亜戦争-南西-87

昭和１７．４～１９．４ 南西方面の作戦

-

③大東亜戦争-南西-88

昭和１９年 西部ニューギニヤ方面 及 濠北方面の作戦

-

③大東亜戦争-南西-89

昭和１７年 蘭領東印度攻略作戦

史実調査部

③大東亜戦争-南西-90

昭和１７年 蘭領東印度攻略作戦

史実調査部

令和４年８月２日

③大東亜戦争-南西-91

昭和１７年 蘭領東印度攻略作戦

史実調査部

③大東亜戦争-南西-92

昭和１７年４月 昭和１８年３月 第２段作戦に於ける南西方面の
作戦

第２復員局

③大東亜戦争-南西-93

昭和１７年４月 昭和１９年４月 南西方面の作戦

史実調査部

③大東亜戦争-南西-94

昭和１９年１０月 昭和１９年１２月 レイテ作戦

史実調査部

③大東亜戦争-南西-95

昭和１９年１０月 昭和１９年１２月 レイテ作戦

史実調査部

③大東亜戦争-南西-96

昭和１９年１２月 ミンドロの戦

史実調査部

③大東亜戦争-南西-97

昭和１９年１２月 ミンドロの戦

史実調査部

③大東亜戦争-南西-98

昭和１９年１２月 ミンドロの戦

史実調査部

③大東亜戦争-南西-99

昭和１９年１２月 昭和２０年６月 ルソンの戦 其の１ マニラ 其
史実調査部
の２ コレヒドール．クラーク

③大東亜戦争-南西-100

昭和１６年１２月 昭和１７年３月 馬来攻略作戦

史実調査部

③大東亜戦争-南西-101

昭和１６年１２月 昭和１７年３月 馬来攻略作戦

史実調査部

③大東亜戦争-南西-102

昭和１６年１２月 昭和１７年３月 馬来攻略作戦

史実調査部

③大東亜戦争-南西-103

昭和１６年１２月 昭和１７年３月 馬来攻略作戦

史実調査部

③大東亜戦争-南西-104

昭和１７年６月１日 昭和２０年８月１５日 比島作戦

史実調査部

③大東亜戦争-南西-105

昭和１７年６月１日 昭和２０年８月１５日 比島作戦

史実調査部

③大東亜戦争-南西-106

昭和２０年に於けるボルネオ方面の作戦

史実調査部

③大東亜戦争-南西-107

昭和１６年１２月 昭和１７年３月 蘭印攻略作戦に於ける日本艦
隊の行動概要

史実調査部

③大東亜戦争-南西-108

昭和１９～２０ 比島方面海軍作戦 其の４（第５．ルソンの戦）

第２復員局

③大東亜戦争-南西-109

スチュワード砲台現状報告（昭和２０年１月１１日）

スチュワード砲台長 海軍少尉
原田国市

③大東亜戦争-南西-110

比島航空日歴 １／２ 自 昭和１７．１．１ 至 １７．４．３０

第２復員局

③大東亜戦争-南西-111

比島航空日歴 ２／２ 自 昭和１７．５．１ 至 １７．１２．３１

第２復員局

③大東亜戦争-南西-112

比島航空日歴 １／４ 自 昭和１８．１．１ 至 １８．４．３０

第２復員局

③大東亜戦争-南西-113

比島航空日歴 ２／４ 自 昭和１８．５．１ 至 １８．７．３１

第２復員局

③大東亜戦争-南西-114

比島航空日歴 ３／４ 自 昭和１８．８．１ 至 １８．１０．３１

第２復員局

③大東亜戦争-南西-115

比島航空日歴 ４／４ 自 昭和１８．１１．１ 至 １８．１２．３１

第２復員局

③大東亜戦争-南西-116

比島航空日歴 １／２ 自 昭和１９．１．１ 至 １９．２．２９

第２復員局

③大東亜戦争-南西-117

比島航空日歴 ２／２ 自 昭和１９．３．１ 至 １９．１１．１１

第２復員局

③大東亜戦争-南西-118

対連合軍報告資料（終戦後より島外移駐迄）

第２復員局

③大東亜戦争-南西-119

マニラ 海軍防衛部隊の戦闘 昭和１９～２０

第３１海軍特別根拠地隊参謀
海軍少佐 萱嶋浩一

③大東亜戦争-南西-120

秘録 マニラ戦闘概報

萱嶋 浩一

③大東亜戦争-南西-121

比島方面海軍作戦 其の１ 昭和１９

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-122

比島方面海軍作戦 其の２ 昭和１８～２０

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-123

比島方面海軍作戦 其の１ 昭和１９

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-124

比島方面海軍作戦 其の１ 昭和１９

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-125

比島方面海軍作戦 其の１ 昭和１７．３．１～２０．８．５

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-126

比島方面海軍作戦 其の１ 昭和１７．６．１～２０．８．１５

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-127

比島方面海軍作戦 其の２ 昭和１８．１０～１８．１２

第２復員局残務処理部

令和４年８月２日

③大東亜戦争-南西-128
③大東亜戦争-南西-129
③大東亜戦争-南西-130
③大東亜戦争-南西-131
③大東亜戦争-南西-132

比島方面海軍作戦 其の４ 第５．ルソンの戦 昭和１９．２０
比島方面海軍作戦
８
比島方面海軍作戦
０．１
比島方面海軍作戦
０．１
比島方面海軍作戦
２

其の４ 第５．ルソンの戦 昭和２０．１～２０．
其の３ 第４．ミンドロの戦 昭和１９．１２～２
其の３ 第４．ミンドロの戦 昭和１９．１２～２
其の２ レイテの戦 １９４４．１０～１９４４．１

第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-133

比島方面海軍作戦 其の２ 第３．レイテの戦

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-134

比島方面海軍作戦 １９４５．１～１９４５．８

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-135

比島日本軍兵力（海軍） １９４４～１９４５

-

③大東亜戦争-南西-136

比島攻略作戦に於ける日本海軍作戦状況 昭和１６下旬

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-137

比島攻略作戦に於ける日本海軍作戦状況

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-138

スラバヤ．バタビヤ（ジャワ）地図

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-139

１９４５年に於けるボルネオ方面の作戦

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-140

ボルネオ方面の作戦 昭和２０

-

③大東亜戦争-南西-141

ボルネオ方面の作戦 昭和２０

-

③大東亜戦争-南西-142

１９４５年に於けるボルネオ方面の作戦 昭和２０

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-143

馬来攻略作戦 昭和１６～１７

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-144

馬来攻略作戦 昭和１６．１２

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-145

馬来攻略作戦 昭和１６～１７

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-146

馬来攻略作戦 昭和１６～１７

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-147

スマトラ攻略 及 南西方面 各地の戡定作戦 昭和１６～１７

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-148

スマトラ攻略 及 南西方面 各地の戡定作戦 昭和１７．１～１
７．５

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-149

蘭領東印度攻略作戦 昭和１６～１７

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-150

蘭領東印度攻略作戦 昭和１６～１７

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-151

蘭領東印度攻略作戦 昭和１７．３

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-152

馬来攻略作戦 蘭領東印度攻略作戦 昭和１６～１７

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-153

作戦研究資料 蘭印攻略作戦 昭和１６．１２～１７．３

連合艦隊司令部

③大東亜戦争-南西-154

ビルマ．アンダマン攻略作戦 昭和１７

-

③大東亜戦争-南西-155

ビルマ．アンダマン攻略作戦 昭和１７

-

③大東亜戦争-南西-156

ビルマ．アンダマン攻略作戦 昭和１７

-

③大東亜戦争-南西-157

南方部隊の作戦全般経過

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-158

ボルネオ方面の作戦 昭和２０．２～２０．８

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南西-159

雑綴 第２南遣艦隊副官

第２南遣艦隊副官

③大東亜戦争-南西-160

第２南遣 レンパン島資料

-

③大東亜戦争-南西-161

馬来攻略戦

-

③大東亜戦争-南西-162

保有図書関係綴 経過概要功績調査 昭和１６．１２．７～２０．７

-

③大東亜戦争-南西-163

比島．硫黄島航空作戦史料

-

③大東亜戦争-南西-164

作戦研究資料 １／１２ 第１段作戦 １／２

連合艦隊司令部

令和４年８月２日

③大東亜戦争-南西-166

作戦研究資料 ７／１２ 比島方面作戦 昭和１７．６調整

連合艦隊司令部

③大東亜戦争-南西-167

比島関係資料

第２復員局

③大東亜戦争-南西-168

大谷光瑞師書（蘭領東印度占領案）

-

③大東亜戦争-南西-169

セブ慰霊行参考資料 セブ．レイテ海軍部隊戦闘の記録

-

③大東亜戦争-南西-170

比島山中 武器なき海軍航空隊の死闘

第２６航空戦隊先任参謀 吉岡
忠一

③大東亜戦争-南西-171

比島方面の海軍戦闘の概要

-

③大東亜戦争-南西-172

比島攻略作戦に於ける日本海軍作戦情況 昭和２１．５

史実調査部

③大東亜戦争-南西-173

在比島第３南遣艦隊所轄一覧表 昭和２１．９

南西方面艦隊残務整理班

③大東亜戦争-南西-174

第３気象隊マニラ支隊 人事処理資料調書他

高橋 淳雄

③大東亜戦争-南西-175

覚書

萱嶋浩一

③大東亜戦争-南西-176

マニラ海防関係記録

萱嶋浩一

③大東亜戦争-南西-177

比島方面震洋艇の状況等

萱嶋浩一

③大東亜戦争-南西-178

マニラ海防編成表竝に消息

萱嶋浩一

③大東亜戦争-南西-179

マニラ海軍防衛部隊編成並に員数表

萱嶋浩一

③大東亜戦争-南西-180

マニラ防衛部隊戦闘状況（所澤記録）

第３１特別根拠地隊残務整理班
所澤久雄

③大東亜戦争-中太平洋-1
③大東亜戦争-中太平洋-2
③大東亜戦争-中太平洋-3
③大東亜戦争-中太平洋-4
③大東亜戦争-中太平洋-5
③大東亜戦争-中太平洋-6
③大東亜戦争-中太平洋-7

内南洋群島方面の海軍作戦 其の１．付録（ギルバート諸島方面
の作戦）
内南洋群島方面の海軍作戦 其の２（マーシャル群島方面の作
戦）
中部太平洋方面海軍作戦記録 附録 その１ ＧＦ等主要職表（除
航空隊関係）
中部太平洋方面海軍作戦記録 附録 その１ ＧＦ等主要職表（除
航空隊関係）
昭１６．１２～１７．３ 海軍南洋部隊の梗概部隊施設の一般状況

第２復員局 残務処理部
第２復員局 残務処理部
第２復員局 残務処理部

海軍作戦記録 第３編中部太平洋方面作戦 第１部開戦前の南 菊地２佐収集資料その１ 菊地
洋群島の状況 参考資料綴
義一
海軍作戦記録 第３編中部太平洋方面作戦 第２部第１段作戦参 菊地２佐収集資料その２ 菊地
考資料綴
義一

③大東亜戦争-中太平洋-8

稲野２空佐役集 口述記録

-

③大東亜戦争-中太平洋-9

中部太平洋方面所在 海軍航空兵力調査 質問回答資料

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-10

昭１９ 中部太平洋方面所在 海軍航空兵力調査 質問回答資料 第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-11

昭１９～２０ 中部太平洋方面所在 海軍航空兵力調査 質問回
答資料

③大東亜戦争-中太平洋-12

昭１９ 中部太平洋方面所在 海軍航空兵力調査 質問回答資料 第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-13

昭１９ 中部太平洋方面所在 海軍航空兵力調査 質問回答資料 第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-14

昭１９ 中部太平洋方面所在 海軍航空兵力 調査資料

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-15

帰還報告 中部太平洋方面

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-16

帰還報告 テニヤン島

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-17

帰還報告綴 テニアン．ミレ．ウェーキ．ニューギニヤ．クサイ等

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-18

作戦研究資料 南洋方面作戦

南洋部隊

③大東亜戦争-中太平洋-19

昭和１９．５～１９．６ あ号作戦

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-20

昭和１９．５～１９．６ あ号作戦 日歴

-

③大東亜戦争-中太平洋-21

グァム島各海軍部隊戦闘状況

第２復員局

③大東亜戦争-中太平洋-22

サイパン戦斗状況（宮崎正職手報告）

サイパン水上基地 宮崎正蔵

第２復員局 残務処理部

令和４年８月２日

③大東亜戦争-中太平洋-23
③大東亜戦争-中太平洋-24

昭和１９．６．１１～１９．７．７ 南東方面海軍航空廠（サイパン）
元海軍・技術大尉 菊田就
戦斗状況概略
サイパン島 テニアン島 一般在留邦人の戦斗協力 並に戦斗参
厚生省 引揚援護局 業務２課
加日誌要録

③大東亜戦争-中太平洋-25

終戦後作製されたトラック島海軍諸施設図

-

③大東亜戦争-中太平洋-26

昭４４．２．１７ トラック諸島を訪ねて

トラック諸島 慰霊団

③大東亜戦争-中太平洋-27

トラック島防備調査資料．付図

第４艦隊 司令部

③大東亜戦争-中太平洋-28

夏島（トラック） ～１９６６年９月号～

-

③大東亜戦争-中太平洋-29

ギルバート・マーシャル方面作戦 資料綴

-

③大東亜戦争-中太平洋-30

ギルバート群島戦斗状況

-

③大東亜戦争-中太平洋-31

米海兵隊提供の「ギルバート」方面 日本軍に関する資料

-

③大東亜戦争-中太平洋-32

昭１６～２０ ウェーキ島所在兵力

-

③大東亜戦争-中太平洋-33

第９回ウェーキ島戦没者 慰霊祭

大島親交会

③大東亜戦争-中太平洋-34

米軍クェゼリン．ウォッゼ 関係資料

-

③大東亜戦争-中太平洋-35

クェゼリン島の今と昔 ～南海に眠る殉国の英霊に捧ぐ～

クェゼリン島 戦没者遺族会

③大東亜戦争-中太平洋-36

硫黄島への補給に就いて（主としてＳＢ艇による補給に就て）

福井 靜夫

③大東亜戦争-中太平洋-37

南鳥島防備図（昭和１７年３月頃）

松田 義昭

③大東亜戦争-中太平洋-38

昭２０ マキン島降伏文書

-

③大東亜戦争-中太平洋-39

昭２０ 大鳥島降伏文書

-

③大東亜戦争-中太平洋-40

昭１４．６調 マーシャル群島諸分図表

横浜航空隊

③大東亜戦争-中太平洋-41

第４海軍建築部方面別 人員配置表

-

③大東亜戦争-中太平洋-42

昭２０．４．１４調 内南洋方面離島状況調査表

軍令部

③大東亜戦争-中太平洋-43

開戦前における南洋群島の軍事施設（ヤルート島重油タンク工
事）

-

③大東亜戦争-中太平洋-44

開戦前における南洋群島の軍事施設（サイパン．カロリン地区）

-

③大東亜戦争-中太平洋-45

戦斗（昭１８．１１．１６爆撃）開始 終戦の後 引揚経過概要報告

第６２警備隊司令代理 少佐
新留三次郎

③大東亜戦争-中太平洋-46

中部太平洋方面（南洋群島） 官民戦没者調査参考資料

厚生省引揚援護局 業務２課

③大東亜戦争-中太平洋-47

昭和３２年６月 中部太平洋方面（南洋群島） 官民戦没者調査参
厚生省引揚援護局
考資料

③大東亜戦争-中太平洋-48

内南洋群島方面作戦

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-49

昭和１６～１７ 作戦研究資料 南洋方面作戦

南洋部隊

③大東亜戦争-中太平洋-50

昭和１６．１２～１７．３ 海軍南洋部隊作戦の梗概部隊施設の一
般状況

第２復員局

③大東亜戦争-中太平洋-51

戦闘報告原稿

第６３警備隊

③大東亜戦争-中太平洋-52

昭和１８．１１．１～１８．１２．３１ ギルバート諸島作戦に関する情
史実調査部
報

③大東亜戦争-中太平洋-53

ミッドウェー海戦の経過

服部卓四郎 元陸軍大佐

③大東亜戦争-中太平洋-54

昭和１９．４～２０．８ 第２次世界大戦略暦（２） 第３号

第１復員局

③大東亜戦争-中太平洋-55

南東方面海軍航空廠サイパン分工場現状月報 昭和１８．９．１

南東方面海軍航空廠 サイパン
分工場長

③大東亜戦争-中太平洋-56

硫黄島作戦 昭和１９～２０

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-57

硫黄島作戦 昭和１９～２０

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-58
③大東亜戦争-中太平洋-59

海軍南洋部隊作戦の梗概 並に 部隊施設の一般状況 第３段作
第２復員局残務処理部
戦経過の概要硫黄島作戦
内南洋群島方面の海軍作戦 其の１ ギルバート諸島方面の作戦
第２復員局残務処理部
昭和１８

令和４年８月２日

③大東亜戦争-中太平洋-60
③大東亜戦争-中太平洋-61

内南洋群島方面の海軍作戦 其の１ ギルバート諸島方面の作戦
第２復員局残務処理部
昭和１８
内南洋群島方面の海軍作戦 其の１ ギルバート諸島方面の作戦
第２復員局残務処理部
昭和１８

③大東亜戦争-中太平洋-62

内南洋群島方面の海軍作戦 其の１ ギルバート諸島方面の作戦 第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-63

内南洋群島方面の海軍作戦 其の１ ギルバート諸島方面の作戦 第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-64

内南洋群島方面の海軍作戦 其の２ マーシャル群島方面の作戦
第２復員局残務処理部
昭和１９

③大東亜戦争-中太平洋-65

内南洋群島方面の海軍作戦 其の２ マーシャル群島方面の作戦 第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-66

内南洋群島方面の海軍作戦 其の１ 附録（参照資料） 昭和１８ 第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-67

内南洋群島方面の海軍作戦 其の１の附録

③大東亜戦争-中太平洋-68
③大東亜戦争-中太平洋-69

第２復員局残務処理部

内南洋群島方面の海軍作戦 其の２．マーシャル群島方面の作戦
第２復員局残務処理部
昭和１８
内南洋群島方面の海軍作戦 其の２．マーシャル群島方面の作戦
第２復員局残務処理部
昭和１８

③大東亜戦争-中太平洋-70

内南洋群島方面の海軍作戦 其の１ 附録（参照資料） 昭和１８ 第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-71

内南洋群島方面の海軍作戦 其の１ 附録（参照資料） 昭和１８ 第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-72

内南洋群島方面の海軍作戦 其の１ 附録（参照資料） 昭和１８ 第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-73
③大東亜戦争-中太平洋-74
③大東亜戦争-中太平洋-75

内南洋群島方面の海軍作戦 其の２ マーシャル群島方面の作戦
第２復員局残務処理部
昭和１８～１９
中部太平洋方面（南洋群島） 官民戦没者調査参考資料 昭和３
厚生省引揚援護局 業務第２課
２．６
中部太平洋方面（南洋群島） 官民戦没者調査参考資料 昭和３
厚生省引揚援護局 業務第２課
２．６

③大東亜戦争-中太平洋-76

あ号作戦 昭和１９

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-77

あ号作戦 昭和１９

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-78

あ号作戦 昭和１９

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-79

あ号作戦 昭和１９

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-80

あ号作戦 昭和１９

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-81

沖縄方面海軍作戦 昭和２０

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-82

海軍南洋部隊作戦の梗概 並に部隊施設の一般状況 昭和１６．
第２復員局残務処理部
１２～１７．３

③大東亜戦争-中太平洋-83

日誌 昭和１９．４．１

第２飛行科事務室

③大東亜戦争-中太平洋-84

戦時日誌 昭和１９．７

航空兵器修理隊 主計隊

③大東亜戦争-中太平洋-85

内南洋群島方面の海軍作戦 其の１（ギルバート諸島方面の作
戦）

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-86

内南洋群島方面の海軍作戦 其の１の附録

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-87

内南洋群島方面の海軍作戦 其の２（マーシャル群島方面の作
戦）

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-中太平洋-88

イヤハート機サイパン 不時着の情報について

中嶋 文彦

③大東亜戦争-中太平洋-89
③大東亜戦争-中太平洋-90

「マーシャル」「ギルバート」方面の基地 航空部隊 兵力に関する
第２２航空戦隊司令官
意見の上申 昭和１８．４．９
俘虜訊問調書 但し米陸軍予備中尉ラッセルＡフリップス 同 ル
第６根拠地隊司令部
イスＳザンペリニに対する分

③大東亜戦争-中太平洋-91

硫警 主通達綴 船見山高角砲台 昭和１９．８以降

-

③大東亜戦争-中太平洋-92

クェゼリン島の今と昔 南海に眠る殉国の英霊に捧ぐ

クェゼリン島戦没遺族会

③大東亜戦争-中太平洋-92_2

クェゼリン島の今と昔 －南海に眠る殉国の英霊に捧ぐ－

クェゼリン島戦没者遺族会

③大東亜戦争-中太平洋-93

クェゼリン島の今と昔 南海に眠る殉国の英霊に捧ぐ

クェゼリン島戦没者遺族会

③大東亜戦争-中太平洋-94

硫黄島関係雑綴 昭和１９

-

③大東亜戦争-中太平洋-95

南雲中将の壮烈な最期

-

令和４年８月２日

③大東亜戦争-中太平洋-96

「パラオ」諸島軍事地図

③大東亜戦争-中太平洋-97

面接調査綴 中部太平洋方面海軍作戦関係 昭和３６．８～３９．
２等海佐 時岡隆美
７

③大東亜戦争-中太平洋-98

第２０４設営隊命令 昭和１９．１０．２６

海軍第２０４設営隊

③大東亜戦争-中太平洋-99

陸上防空砲台指揮官講習録 昭和１５年

第６根拠地隊司令部

③大東亜戦争-中太平洋-100

大東亜戦諸記録 中部太平洋方面を中心に

第２復員局

③大東亜戦争-南東-1

南東方面海軍作戦 収集資料綴 その１

森 栄

③大東亜戦争-南東-2

南東方面海軍作戦 収集資料綴 その２

森 栄

③大東亜戦争-南東-3

南東方面海軍作戦 収集資料綴 その３

森 栄

③大東亜戦争-南東-4

南東方面海軍作戦 収集資料綴

高田 敏夫

③大東亜戦争-南東-5_2

作戦研究資料 ４／１２ ニューギニア方面主要作戦 昭和１７年
度

連合艦隊司令部

③大東亜戦争-南東-6

昭１７～１８ 作戦研究資料 ソロモン方面 主要作戦

連合艦隊司令部

③大東亜戦争-南東-7

昭１７～１８ 作戦研究資料 中．北ソロモン方面作戦

連合艦隊司令部

③大東亜戦争-南東-8

昭１７ 作戦研究資料 南東方面 攻略作戦

南洋部隊

③大東亜戦争-南東-9

昭１７ 作戦研究資料 ＭＯ（ツラギ．ポートモレスビー．ナウル
オーシャン）作戦

-

③大東亜戦争-南東-10

帰還報告 ニューギニア方面

９Ｆ参謀（大佐） 岩城繁等

③大東亜戦争-南東-11

昭１７～１８ 南東方面海軍作戦 其の１～４

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-南東-12

南東方面地上部隊の兵力 及 編制に関する資料

２復残務処理部

③大東亜戦争-南東-13
③大東亜戦争-南東-14

昭１７．８～１７．１２ ソロモン方面に於ける海軍飛行機の損耗数
調書
南東方面地上部隊の兵力 及び 編制について 海軍関係調査
の中間報告

-

第２復員局 残務処理部
第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-南東-15

昭１６～１７ 南東方面海軍航空作戦 経過の概要 其の１

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-南東-16

昭１７ 南東方面海軍航空作戦 経過の概要 其の２

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-南東-17

昭１７～１８ 南東方面海軍航空作戦 経過の概要 其の３

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-南東-18

昭１８ 南東方面海軍航空作戦 経過の概要 其の４

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-南東-19

昭１８～１９ 南東方面海軍航空作戦 経過の概要 其の５

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-南東-20

南東方面の戦いをしのぶ

海軍 ラバウル方面会

③大東亜戦争-南東-21

南東方面の戦いをしのぶ 付録

海軍 ラバウル方面会

③大東亜戦争-南東-22

南東方面艦隊現状報告（帰還者報告綴）

-

③大東亜戦争-南東-23

南東方面見張通信系 出系状況

海軍特務大尉 田中良幸

③大東亜戦争-南東-24

ニューギニア調査報告書 第９編（測量班報告） 昭和１９．６

海軍ニューギニア調査隊

③大東亜戦争-南東-25

ニューギニア調査報告書 第１０編（特別班報告） 昭和１９．６

海軍ニューギニア調査隊

③大東亜戦争-南東-26

ニューギニア方面攻略海軍作戦概要

第２復員局

③大東亜戦争-南東-27

ニューギニア方面認定資料（ビアク．タラカン．その他）

第２復員局 人事部調査班

③大東亜戦争-南東-28

現地海軍報道班員の珊瑚海々戦座談

羅春海軍 報道部員会

③大東亜戦争-南東-29

昭１７ 珊瑚海海戦資料

-

③大東亜戦争-南東-30

ブイン籠城記

福山 孝之

③大東亜戦争-南東-31

コロンバンガラ戦記

福山 孝之

③大東亜戦争-南東-32

昭４１．８ トノレイ会々報（第８８警備隊）創刊号 ブーゲンビル島
南端

加藤 敬二

令和４年８月２日

③大東亜戦争-南東-33

永遠の生命．南海の若桜（珊瑚海々戦における還らざる索敵機）

海軍大佐 福地周夫

③大東亜戦争-南東-34

昭１７．７．１６ ガダルカナル守備隊現状

ＲＸＩ警備部隊 指揮官

③大東亜戦争-南東-35

ツラギ海峡夜戦に関する 第８艦隊司令部報告

第８艦隊司令部

③大東亜戦争-南東-36

ツラギ海峡夜戦

海少将 大西新蔵（第８艦隊司
令部）

③大東亜戦争-南東-37

第１根拠地隊記録（昭１８．８～ 終戦）

海軍大佐 米内四郎

③大東亜戦争-南東-38

北部ソロモン諸島方面海軍作戦概要 及び終戦処理経過概要

第８艦隊司令部

③大東亜戦争-南東-39

ソロモン群島．ブーゲンビル島 ブカ地区奮戦記

③大東亜戦争-南東-40

南東方面戦況（ボーゲンビル戦斗前後）

③大東亜戦争-南東-41

南東方面戦況（ボ島戦斗前後）

１１航戦参謀 渡辺薫雄

③大東亜戦争-南東-42

悪夢のボーゲンビル（海軍第１通信隊員の手記）

高畠 善次

③大東亜戦争-南東-43

悪夢のボーゲンビル 附図

高畠 善次

③大東亜戦争-南東-44

昭和１８年１２月１日 昭和１９年５月５日 南東方面航空作戦経過
第２復員局 残務処理部
概要 其の５

③大東亜戦争-南東-45

昭和１７年２月～４月 作戦研究資料 南東方面攻略作戦

③大東亜戦争-南東-46
③大東亜戦争-南東-47
③大東亜戦争-南東-48
③大東亜戦争-南東-49
③大東亜戦争-南東-50
③大東亜戦争-南東-51
③大東亜戦争-南東-52
③大東亜戦争-南東-53

昭和１６年 昭和１９年 第１兵力及び編成 南東方面地上部隊の
兵力及び編成
昭和１６年 昭和１９年 第２部隊の略歴．Ｄ防空部隊 南東方面
地上部隊の兵力及び編成
昭和１６年 昭和１９年 第２部隊の略歴．Ｅ設営隊 南東方面 地
上部隊の兵力及び編成
昭和１６年 昭和１９年 第２部隊の略歴．Ｅ設営隊 南東方面 地
上部隊の兵力及び編成
昭和１６年 昭和１９年 第１．兵力及び編成 南東方面地上部隊
の兵力及び編成
昭和１６年 昭和１９年 第２部隊の略歴 Ｃ陸戦部隊 南東方面
地上部隊の兵力及び編成
ヤルート環礁 ・舟艇修理所 ・燃料分散 ・機雷敷設 ・入口分布
・引渡品配備要図
昭和１８年１月２３日 昭和１８年１０月２日 コロンバンガラ基地設
定について

ブカ地区戦斗部隊 第４大隊長
坂明
１１航戦参謀（海 大佐） 渡辺
薫雄

南洋部隊
第２復員局 残務処理部
第２復員局 残務処理部
第２復員局 残務処理部
第２復員局 残務処理部
第２復員局 残務処理部
第２復員局残務処理部
在原史料
海軍大尉 山下新太郎

③大東亜戦争-南東-54

昭和１７年５月～１８年２月 南東方面海軍作戦 其の１

-

③大東亜戦争-南東-55

昭和１７年５月～１８年２月 南東方面海軍作戦 其の１

-

③大東亜戦争-南東-56

昭和１８年２月～１８年１０月 南東方面海軍作戦 其の２

-

③大東亜戦争-南東-57

昭和１９年３月～ 終戦 南東方面海軍作戦 其の４

-

③大東亜戦争-南東-58

昭和１９年３月～ 終戦 南東方面海軍作戦 其の４

-

③大東亜戦争-南東-59
③大東亜戦争-南東-60
③大東亜戦争-南東-61
③大東亜戦争-南東-62
③大東亜戦争-南東-63
③大東亜戦争-南東-64
③大東亜戦争-南東-65
③大東亜戦争-南東-66

昭和１６年１２月８日～１８年６月３０日 南東方面航空作戦 経過
の概要
昭和１７年１１月１日～１８年６月３０日 南東方面海軍航空作戦
経過概要 其の３
昭和１８年７月１日～１８年１１月３０日 南東方面航空作戦 経過
の概要 其の４
昭和１８年７月１日～１８年１１月３０日 南東方面航空作戦 経過
の概要 其の４
昭和１８年７月１日～１８年１１月３０日 南東方面航空作戦 経過
の概要
昭和１８年１２月１日～１９年５月５日 南東方面航空作戦 経過概
要 其の５
昭和１８年１２月１日～１９年５月５日 南東方面航空作戦 経過概
要 其の５
自１９４１年 至 １９４４年 第１兵力 及び 編制 南東方面地上
部隊の兵力 及び 編制に関する資料

-

③大東亜戦争-南東-67

自１９４２年５月 至１９４３年２月 南東方面作戦の一般経過

-

③大東亜戦争-南東-68

南東方面航空作戦経過の概要 其の１

-

③大東亜戦争-南東-69

南東方面航空作戦経過の概要 其の２

-

令和４年８月２日

③大東亜戦争-南東-70

南東方面艦隊関係（２Ｆを含む）

-

③大東亜戦争-南東-71

昭和１８年５月 雑綴

横須賀第７特別 陸戦隊

③大東亜戦争-南東-72
③大東亜戦争-南東-73
③大東亜戦争-南東-74
③大東亜戦争-南東-75
③大東亜戦争-南東-76

昭和１６．１２．８～１７．８．６ 南東方面海軍航空作戦 経過の概
要（其の１）
昭和１６．１２．８～１７．８．６ 南東方面海軍航空作戦 経過の概
要（其の１）
昭和１６．１２．８～１７．８．６ 南東方面海軍航空作戦 経過の概
要（其の１）
昭和１７．８．７～１７．１０．３１ 南東方面航空作戦 経過の概要
其の２
昭和１７．８．７～１７．１０．３１ 南東方面航空作戦 経過の概要
其の２

-

③大東亜戦争-南東-77

昭和１５年４月 主要作戦経過概要（南東方面）

③大東亜戦争-南東-78

昭和１７年１月 「ラバウル」「カビエン」攻略作戦 自１月５日 至１
史実調査部
月３１日

③大東亜戦争-南東-79

昭和１７年２月 「スルミ」攻略作戦 自２月１日 至２月１５日

史実調査部

③大東亜戦争-南東-80

昭和１７年 ニューギニヤ方面攻略作戦 経過概要

史実調査部

③大東亜戦争-南東-81

昭和１７年 ニューギニヤ方面攻略作戦経過概要

史実調査部

③大東亜戦争-南東-82

昭和１７年１月 昭和１７年６月 「ビスマルク」「ソロモン」諸島要地
史実調査部
上陸作戦

③大東亜戦争-南東-83

昭和１７年２月 「スルミ」攻略作戦 自２月１ 至２月１５日

③大東亜戦争-南東-84
③大東亜戦争-南東-85

-

史実調査部

昭和１７年３月 「ボーゲンビル」攻略作戦 自３月２７日 至４月１
史実調査部
日
昭和１７年４月 「アドミラルチ」「ニューブリテン」北西部 攻略作戦
史実調査部
自４月５日 至４月１１日

③大東亜戦争-南東-86

昭和１７年 ニューギニヤ方面攻略作戦経過概要

③大東亜戦争-南東-87

昭和１７年１月 昭和１７年６月 「ビスマルク」諸島 「ソロモン」諸
史実調査部
島 要地上陸作戦

③大東亜戦争-南東-88

昭和１７年５月 「ニューギニヤ」方面攻略作戦経過概要

史実調査部

③大東亜戦争-南東-89

虚報捏造過程の究明 駆逐艦「天霧」ケネディ「ＰＴ－０９」衝突の
真相

元海軍大佐 山代勝守

③大東亜戦争-南東-90

第１６航空隊戦史

鹿山 譽

③大東亜戦争-南東-91

第１６航空隊戦史

鹿山 譽

③大東亜戦争-南東-92

昭和２１～２７年執筆 珊瑚海々戦の経過資料

第１復員省

③大東亜戦争-南東-93

昭和１７年度 南東方面航空戦日暦 その１（哨戒の部）

第２復員局

③大東亜戦争-南東-94

昭和１７年度 南東方面航空戦日暦 その２（哨戒の部）

第２復員局

③大東亜戦争-南東-95

昭和１７年度 南東方面航空戦日暦 その１（攻撃の部）

第２復員局

③大東亜戦争-南東-96

昭和１７年度 南東方面航空戦日暦 その２（攻撃の部）

第２復員局

③大東亜戦争-南東-97
③大東亜戦争-南東-98
③大東亜戦争-南東-99
③大東亜戦争-南東-100
③大東亜戦争-南東-101
③大東亜戦争-南東-102
③大東亜戦争-南東-103
③大東亜戦争-南東-104
③大東亜戦争-南東-105
③大東亜戦争-南東-106

自昭和１８．１．２ 至昭和１８．４．３０
南東方面航空日歴 哨戒の部 １／２
自昭和１８．５．１ 至昭和１８．８．３１
南東方面航空日歴 哨戒の部 ２／２
自昭和１９．１．１ 至昭和１９．３．２４ 南東方面航空日歴
南東方面航空日歴 哨戒の部 １／３
自昭和１８．９．１ 至昭和１８．９．３０
南東方面航空日歴 哨戒の部 ２／３
自昭和１８．１０．１ 至昭和１８．１０．３１
南東方面航空日歴 哨戒の部 ３／３
自昭和１８．１１．１ 至昭和１８．１２．３１
南東方面航空日歴 攻撃の部 １／２
自昭和１８．１０．１ 至昭和１８．１０．３１
南東方面航空日歴 攻撃の部 ２／２
自昭和１８．１１．１ 至昭和１８．１２．３１
自昭和１８．１．１ 至昭和１８．３．３１
南東方面航空日歴 攻撃の部 １／２
自昭和１８．４．１ 至昭和１８．６．３０
南東方面航空日歴 攻撃の部 ２／２

史実調査部

第２復員局
第２復員局
第２復員局
第２復員局
第２復員局
第２復員局
第２復員局
第２復員局
第２復員局
第２復員局

令和４年８月２日

③大東亜戦争-南東-107
③大東亜戦争-南東-108
③大東亜戦争-南東-109

自昭和１８．７．１ 至昭和１８．７．３１
南東方面航空日歴 攻撃の部 １／３
自昭和１８年８月１日 至昭和１８年８月３１日
南東方面航空日歴 攻撃の部 ２／３
自昭和１８年９月１日 至昭和１８年９月３０日
南東方面航空日歴 攻撃の部 ３／３

第２復員局
第２復員局
第２復員局

③大東亜戦争-南東-110

自昭和１９年１月１日 至昭和１９年４月２０日 南東方面航空日歴 -

③大東亜戦争-南東-111

第２次世界大戦略暦（乙） 第２号 昭和１８年４月～１９年３月

史実調査部

③大東亜戦争-南東-112

南東方面戦史資料

-

③大東亜戦争-南東-113

南東方面海軍航空作戦 経過概要 其の２ 昭和１７．８．７～１
０．３１

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南東-114

南東方面海軍航空作戦 経過概要 昭和１７．８～１７．１０

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南東-115
③大東亜戦争-南東-116

南東方面海軍航空作戦 経過概要 其の５
昭和１８．１２．１～１９．５．５
南東方面海軍航空作戦 経過概要 其の１ １９４１．１２～１９４
２．８

第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南東-117

ニューギニヤ方面 攻略海軍作戦概要 昭和１７

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南東-118

ニューギニヤ方面 攻略海軍作戦概要 昭和１７

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南東-119

ニューギニヤ方面 攻略海軍作戦概要 昭和１７

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南東-120

ニューギニヤ方面 攻略海軍作戦概要 昭和１７

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南東-121

ニューギニヤ方面 攻略海軍作戦概要 昭和１７

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南東-122

ソロモン方面に於ける海軍飛行機の損耗数調書 昭和１７．８～１
第２復員局残務処理部
７．１２

③大東亜戦争-南東-123

ＭＯ作戦．珊瑚海々戦 攻略作戦研究資料 昭和１７．４～１７．５ 第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南東-124

南東方面作戦の一般経過 １９４３．２月中旬～１９４３．１０月上旬 第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南東-125

南東方面海軍作戦 其の３ 昭和１８．１０～１９．２

③大東亜戦争-南東-126
③大東亜戦争-南東-127
③大東亜戦争-南東-128
③大東亜戦争-南東-129
③大東亜戦争-南東-130
③大東亜戦争-南東-131
③大東亜戦争-南東-131_2
③大東亜戦争-南東-132

南東方面地上部隊の兵力 及び 編制に関する資料（兵力及び編
制） 昭和１６～１９
南東方面地上部隊の兵力 及び 編制に関する資料（第２部隊の
略歴）Ｂ．航空部隊の部 １９４１～１９４４
南東方面地上部隊の兵力 及び 編制に関する資料（防空部隊の
部） 昭和１６～１９
南東方面地上部隊の兵力 及び 編制に関する資料（一般部隊の
部） 昭和１６～１９
南東方面地上部隊の兵力 及び 編制に関する資料（基礎資料の
名稱表） 昭和１６～１９
南東方面地上部隊の兵力 及び 編制に関する資料（設営部隊の
部） 昭和１６～１９
南東方面地上部隊の兵力及び編制に関する資料 昭和１６～１９
年
自１９４１年～至１９４４年 南東方面地上部隊の兵力及び編制に
ついて 海軍関係調査の中間報告

第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部
第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-南東-133

南東方面海軍航空廠文書綴 昭和１９

-

③大東亜戦争-南東-134

安田陸戦隊司令 昭和２０．６

吉川 英治

③大東亜戦争-南東-135

南東方面の戦いをしのぶ 海軍ラバウル方面会

-

③大東亜戦争-南東-136

ニューギニヤ方面 八艦隊司戦時日誌 昭和１７．７～１９．４

-

③大東亜戦争-南東-137

ニューギニヤ方面 八艦隊司戦時日誌 昭和１７．７

米戦史課複製

③大東亜戦争-南東-138
③大東亜戦争-南東-139
③大東亜戦争-南東-140

昭和１６～１９年南東方面地上部隊の兵力及び編制について海軍
２復残務処理部
関係調査の中間報告 昭和２５．４
昭和１７．８～１２月間 ソロモン方面に於ける 海軍飛行機の損耗
第２復員局
数調書 昭和２５．７
昭和１７．８～１２月間 ソロモン方面に於ける 海軍飛行機の損耗
第２復員局
数調書 昭和２５．７

③大東亜戦争-南東-141

呉鎮第３特別 陸戦隊関係史料

-

③大東亜戦争-南東-142

参考資料 南東方面海軍作戦 平成２年２月

末國 正雄

令和４年８月２日

③大東亜戦争-南東-143

海軍ガダルカナル 守備隊命令綴

-

③大東亜戦争-南東-144

海軍第３気象隊スラバヤ支隊資料

-

③大東亜戦争-南東-145

ブイン航空基地．バラレ航空基地航空写真 １９４２年（昭和１７
年）～１９４４年（昭和１９年）

-

③大東亜戦争-南東-146

ラエ設営隊日々命令綴 昭１７．１２．１５～１８．７．２８

ラエ設営隊

③大東亜戦争-南東-147
③大東亜戦争-南東-148

昭和１６～１９年南東方面地上部隊の兵力及び編制に関する資料
第２復員局
昭和２５．５
第１次「ソロモン」海戦における鳥海の行動について（加藤憲吉）
元海軍大佐・加藤憲吉
昭和２０年１１月

③大東亜戦争-ソ連-1

対蘇作戦

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-ソ連-2

昭１９～２０ 東「ソ」軍判断

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-ソ連-3

昭１８ 蘇連船問題参考資料

第２復員局 残務処理部

③大東亜戦争-ソ連-4

昭和１３年９月 対Ｒ戦備促進及 出師準備に関する件

-

③大東亜戦争-ソ連-5

対ソ作戦

-

③大東亜戦争-ソ連-6

昭和２２年１月２０日調 「ソ」連・収容所状況一覧表

一復統計班

③大東亜戦争-ソ連-7

昭和１６年１１月 昭和２０年８月 対蘇作戦

第２復員局

③大東亜戦争-ソ連-8

対蘇海軍作戦

第２復員局残務処理部

③大東亜戦争-その他-1

ヴェルダン戦場案内

仏国在勤帝国大使館附 武官
事務室

③大東亜戦争-その他-2

「セ」号機の飛行に関する件 昭和１８．５～６

独逸駐在武官

