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大神突撃隊・職員一覧 昭和20年4月～7月

4月/区分 職 主務 官 氏名 記事
司令 大佐 山田盛重

承命服務 訓練指導部兼飛行長職務執行分隊長 大尉 宮田敬助 30日着任
特攻長兼分隊長教官 大尉 近江誠

内務長兼分隊長 内務長兼第6・7分隊長 大尉 熊野力男
軍医長兼分隊長 軍医長兼第10分隊長 医大尉 井崎太郎 28日着任
主計長兼分隊長 主計長兼第11分隊長 主大尉 千代賢治

光突撃隊大津島分遣隊附 攻撃部附兼中甲板士官訓練指導部附 中尉 佐々木清信
21日着任

光突大津島分遣隊兼務

光突撃隊大津島分遣隊附 攻撃部附兼特攻士訓練指導部附 中尉 成田正光
21日着任

光突大津島分遣隊兼務
承命服務 攻撃部附特攻隊長附舟艇主任訓練指導部附 中尉 浅田義雄
承命服務 攻撃部附兼特攻隊長附訓練指導部附 中尉 久堀弘義

承命服務 整備士 中尉 栂野秀夫
28日着任

●●●兼務
光突撃隊附 砲術士 中尉 永井等 大神突撃隊派遣勤務
隊附兼教官 整備長附兼整備長第4・5分隊長代理 中尉 永井松榮

通信長兼分隊長教官 通信長兼航海長職務執行第9分隊長 中尉 皆川渉
隊附 第10分隊士 医中尉 大東牧巳 23日着任
隊附 庶務主任兼第11分隊士 主中尉 小倉弘之 29日着任
隊附 掌経理長兼第11分隊士 主中尉 大谷啓三

隊附兼教官 掌機長 少尉 佐藤帝吉
隊附兼教官 掌水雷長 少尉 松田元六
隊附兼教官 掌修補長兼第5分隊士 少尉 塚本清太郎
隊附兼教官 補機長 少尉 大河原文一
隊附兼教官 電機長 少尉 森田孝信
承命服務 飛行士 少尉 樋口康
承命服務 整備士兼第4・5分隊士 少尉 川島一良

隊附兼教官 掌内務長 少尉 廣谷正二
大浦突撃隊附 兵曹長 佐藤直方 大神突撃隊派遣勤務
光突撃隊附 整備部附 兵曹長 赤坂松男 大神突撃隊派遣勤務

隊附 掌砲長職務執行兼第8分隊士 兵曹長 高光義
隊附 掌通信長兼掌航海長職務執行第9分隊士 兵曹長 柄野外次
隊附 内務科附兼第6・7分隊士 兵曹長 水落徳治
隊附 内務科附兼甲板士官 兵曹長 小川敬太
隊附 内務科附舟艇班長 機曹長 山崎連夫 22日着任
隊附 第6・7分隊士 機曹長 稲村惣次郎
隊附 内務科附兼甲板士官 機曹長 中澤徳造
隊附 掌看護長兼第10分隊士 衛曹長 橋田利之助
隊附 掌衣糧長兼第11分隊士 主曹長 木下貞一
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大神突撃隊・職員一覧 昭和20年4月～7月

3月/区分 職 主務 官 氏名 記事
特攻長兼分隊長教官 主任指導官第8分隊長 大尉 宮田敬助

隊附 ●●分隊士 兵曹長 佐藤直方
隊附 掌整備長 兵曹長 行橋仙之助 3月10日着任

4月/区分 職 主務 官 氏名 記事
光突撃隊大津島分遣隊附 回天搭乗員 中尉 佐々木清信 4月20日退隊
光突撃隊大津島分遣隊附 回天搭乗員・衛兵司令 中尉 成田正光 4月20日退隊

隊附 兵曹長 水落徳治 4月26日退隊
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大神突撃隊・職員一覧 昭和20年4月～7月

5月/区分 職 主務 官 氏名 記事
特攻長兼教官 副長代理・訓練指導部主任 少佐 田邊清治 17日着任

特攻隊長兼分隊長教官
訓練指導部部員兼砲術長職務執行

第2・8分隊長衛兵司令
大尉 齋藤高房 17日着任

隊附兼教官 整備長附整備長第4・5分隊長代理 大尉 永井松榮 1日任大尉
隊附 第10分隊士 医中尉 古屋平蔵 22日着任

承命服務 整備士 少尉 西脇進 17日着任
承命服務 整備士 少尉 野口弘 16日着任
承命服務 整備士 少尉 塩原俊司 17日着任
承命服務 飛行士兼第12分隊士 少尉 樋口康

隊附 掌看護長兼第10分隊士 衛少尉 橋田利之助 1日任衛少尉
隊附 第8分隊士兼甲板士官 兵曹長 米澤幸次郎 16日着任

承命服務 整備部附 兵曹長 古川新一  17日着任
承命服務 整備部附 兵曹長 高橋安治 6日着任

隊附 整備部附 兵曹長 行船仙之助 4日着任
承命服務 整備部附 兵曹長 山本哲雄 17日着任
承命服務 掌飛行長職務執行 飛曹長 上野榮一郎 17日着任
承命服務 整備部附 兵曹長 柳井高夫 17日着任
承命服務 掌航海長職務執行 兵曹長 片岡克兵 27日着任
承命服務 整備部附 兵曹長 別府三次 17日着任

光突撃隊附 砲術士 中尉 永井等 9日退隊
光突撃隊附 整備士 兵曹長 佐藤直方 9日退隊

隊附 掌通信長職務執行兼第9分隊士 兵曹長 柄野外次
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大神突撃隊・職員一覧 昭和20年4月～7月

5月/区分 職 主務 官 氏名 記事

隊附 大尉 近江誠
大神突撃隊附特攻隊長

5月12日退隊

隊附 砲術長兼第8分隊長衛兵司令 大尉 齋藤高房
大神突撃隊附特攻隊長

5月17日退隊
隊附 搭乗員 少尉候補生 亀田琢磨 5月12日退隊
隊附 搭乗員 少尉候補生 中西憲二 5月12日退隊
隊附 搭乗員 少尉候補生 鈴木輝實 5月12日退隊
隊附 搭乗員 少尉候補生 八木澤三夫 5月12日退隊
隊附 搭乗員 少尉候補生 外間完英 5月12日退隊
隊附 搭乗員 少尉候補生 松村清行 5月12日退隊
隊附 搭乗員 少尉候補生 島道夫 5月12日退隊
隊附 搭乗員 少尉候補生 深草俊英 5月12日退隊
隊附 搭乗員 少尉候補生 松尾秀輔 5月12日退隊
隊附 搭乗員 少尉候補生 末松茂 5月12日退隊
隊附 搭乗員 少尉候補生 鮫島哲郎 5月12日退隊
隊附 搭乗員 少尉候補生 山本好隆 5月12日退隊
隊附 搭乗員 少尉候補生 本島正憲 5月12日退隊
隊附 掌整備長兼第4分隊士 兵曹長 古川新一  16日着任
隊附 掌整備長兼第4分隊士 兵曹長 高橋安治 6日退隊
隊附 掌飛行長兼第12分隊士 飛曹長 上野榮一郎 17日退隊
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大神突撃隊・職員一覧 昭和20年4月～7月

6月/区分 職 主務 官 氏名 記事
特攻隊長兼分隊長・教官 訓練指導部部員、飛行長職務執行第1分隊長 大尉 宮田敬助 5月10日補職発令

特攻隊長兼分隊長・教官 訓練指導部部員、飛行長職務執行第1分隊長 大尉 近江誠
5月10日須崎派遣
中々●退隊赴任

隊附 庶務主任兼第11分隊士 主大尉 小倉弘之 1日着任
承命服務 攻撃部附兼訓練指導部附 中尉 佐藤久安  14日着任
承命服務 飛行士兼第12分隊士 中尉 樋口康 1日任中尉
承命服務 整備部附 中尉 西脇進 1日任中尉
承命服務 整備部附 中尉 野口弘 1日任中尉 
承命服務 整備部附 中尉 塩原俊司 1日任中尉 
承命服務 整備部附 中尉 佐藤三郎 15日着任

隊附兼教官 掌特攻長 中尉 周防安次 7日着任
隊附 第10分隊士 医少尉 石崎芳男 26日着任
隊附 整備部附 兵曹長 矢部参五郎 19日着任
隊附 整備部附 兵曹長 坂野敏夫 4日着任

承命服務 整備部附 兵曹長 宮本勝雄 15日着任
隊附 整備部附 兵曹長 柿橋次男 28日着任

第
二
特
攻
戦
隊
大
神
突
撃
隊

大神回天基地資料



大神突撃隊・職員一覧 昭和20年4月～7月

7月/区分 職 主務 官 氏名 記事
特攻隊長兼分隊長教官 訓練指導部部員飛行長職務執行 大尉 宮田敬助

特攻隊長兼分隊長教官
訓練指導部部員兼砲術長職務執行兼

第1・8分隊長衛兵司令
大尉 齋藤高房

隊附 庶務主任兼第11分隊士 主大尉 小倉弘之
●●903空分隊長

26日退隊
承命服務 訓練指導部附 中尉 小林浩之 23日着任

隊附 暗号士兼第9分隊士 中尉 上金文雄 23日着任
承命服務 攻撃部兼訓練指導部附 中尉 中野博 25日着任

光突撃隊附 整備部附 中尉 佐藤三郎 20日附光突撃隊附となる
光突撃隊附 整備部附 中尉 栂野秀夫 20日附光突撃隊附となる
光突撃隊附 整備部附 中尉 野口弘 20日附光突撃隊附となる

隊附 主計長附兼第11分隊士 主中尉 森中春男 22日着任
承命服務 第12分隊士 少尉 山内泰秀 13日着任

隊附 庶務主任兼第11分隊士 主少尉 谷大三郎 22日着任
承命服務 内務科附舟艇班長 兵曹長 山崎連夫 5月1日附承命服務となる

承命服務 整備部附 兵曹長 宮本勝雄
光突大津島分遣隊へ

30日退隊

隊附 整備部附 兵曹長 行橋仙之助
第21突撃隊へ

18日退隊
隊附 整備部附 兵曹長 塚田清隆 2日着任
隊附 整備部附 兵曹長 日比嘉三 7日着任
隊附 内務科附兼舟艇班長 兵曹長 小川敬介
隊附 内務科附兼舟艇班長 機曹長 中澤徳造

大津島 二特戦隊司令部附 内務士兼第6分隊士 少尉 山内泰秀
大神突撃隊へ

11日退隊

第21突撃隊 隊附 回天隊整備長 兵曹長 行橋仙之助 21日着任

第
二
特
攻
戦
隊
大
神
突
撃
隊

大神回天基地資料




