
平成２９年度第２回ウェブデザイン技能検定試験（２級）
合格者一覧

平成２９年度第２回ウェブデザイン技能検定２級の合格者の受検番号を掲示致します。

技能検定合格者

学科 17221000035 / 実技 17222000035 学科 17221000039 / 実技 17222000039
学科 17221000041 / 実技 17222000041 学科 17221000059 / 実技 17222000059
学科 17221000061 / 実技 17222000061 学科 17221000074 / 実技 17222000074
学科 17221000097 / 実技 17222000097 学科 17221000152 / 実技 17222000152
学科 17221000165 / 実技 17222000165 学科 17221000170 / 実技 17222000170
学科 17221000171 / 実技 17222000171 学科 17221000173 / 実技 17222000173
学科 17221000194 / 実技 17222000194 学科 17221000195 / 実技 17222000195
学科 17221000201 / 実技 17222000201

学科 17221000116 / 実技 免除 学科 17221000118 / 実技 免除
学科 17221000124 / 実技 免除 学科 17221000129 / 実技 免除
学科 免除 / 実技 17222000024 学科 免除 / 実技 17222000079
学科 免除 / 実技 17222000080 学科 免除 / 実技 17222000081
学科 免除 / 実技 17222000082 学科 免除 / 実技 17222000083
学科 免除 / 実技 17222000084 学科 免除 / 実技 17222000202
学科 免除 / 実技 17222000203

※学科試験と実技試験で受検番号が異なるため、両方の番号を記載しております。

学科 17221000188

実技 17222000001 実技 17222000002
実技 17222000003 実技 17222000004
実技 17222000005 実技 17222000006
実技 17222000007 実技 17222000008
実技 17222000009 実技 17222000011
実技 17222000012 実技 17222000013
実技 17222000014 実技 17222000015
実技 17222000016 実技 17222000017
実技 17222000018 実技 17222000023
実技 17222000026 実技 17222000027
実技 17222000031 実技 17222000034
実技 17222000036 実技 17222000037
実技 17222000043 実技 17222000046
実技 17222000047 実技 17222000048
実技 17222000049 実技 17222000051
実技 17222000053 実技 17222000055
実技 17222000057 実技 17222000058
実技 17222000062 実技 17222000064
実技 17222000065 実技 17222000068
実技 17222000069 実技 17222000072
実技 17222000075 実技 17222000076
実技 17222000077 実技 17222000086
実技 17222000089 実技 17222000095
実技 17222000106 実技 17222000107
実技 17222000109 実技 17222000110
実技 17222000132 実技 17222000134

学科試験合格者

実技試験合格者

一部合格者



実技 17222000135 実技 17222000136
実技 17222000138 実技 17222000139
実技 17222000141 実技 17222000142
実技 17222000150 実技 17222000151
実技 17222000160 実技 17222000162
実技 17222000163 実技 17222000166
実技 17222000167 実技 17222000172
実技 17222000174 実技 17222000176
実技 17222000177 実技 17222000178
実技 17222000179 実技 17222000189
実技 17222000190 実技 17222000191
実技 17222000193 実技 17222000196
実技 17222000197 実技 17222000198
実技 17222000200

※試験結果通知は不合格者には届きませんので、ご了承ください。
※試験の結果に関するお問い合わせにはお答えできません。

厚生労働大臣指定試験機関　特定非営利活動法人　
インターネットスキル認定普及協会


