
沖縄地方委員会　    二級ガソリン登録試験合格者受験番号　　　　　（その　１）      合格者数　　１５人 頁　　　１                                    
                                                                                                                                            
整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号
 0001.  70-89-21-0007  01115                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0002.  70-89-21-0010  01116                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0003.  70-89-21-0013  01117                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0004.  70-89-21-0014  01118                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0005.  70-89-21-0019  01119                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0006.  70-89-21-0021  01120                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0007.  70-89-21-0023  01121                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0008.  70-89-21-0025  01122                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0009.  70-89-21-0029  01123                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0010.  70-89-21-0034  01124                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0011.  70-89-21-0040  01125                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0012.  70-89-21-0046  01126                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0013.  70-89-21-0047  01127                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0014.  70-89-21-0052  01128                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0015.  70-89-21-0064  01129                                                                                                                 
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ハイライト
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ハイライト
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ハイライト

takahashi
ハイライト
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ハイライト

takahashi
ハイライト
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ハイライト
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ハイライト
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ハイライト



沖縄地方委員会　    二級ジーゼル登録試験合格者受験番号　　　　　（その　１）      合格者数　　　１人 頁　　　２                                    
                                                                                                                                            
整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号
 0001.  70-89-22-0001  00155                                                                                                                 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

takahashi
ハイライト



沖縄地方委員会　    二級二輪登録試験合格者受験番号　　　　　　　（その　１）      合格者数　　　０人 頁　　　３                                    
                                                                                                                                            
整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            



沖縄地方委員会　    三級シャシ登録試験合格者受験番号　　　　　　（その　１）      合格者数　　　４人 頁　　　４                                    
                                                                                                                                            
整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号
 0001.  70-89-31-0001  00785                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0002.  70-89-31-0003  00786                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0003.  70-89-31-0006  00787                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0004.  70-89-31-0601  00788                                                                                                                 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

takahashi
ハイライト
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takahashi
ハイライト

takahashi
ハイライト



沖縄地方委員会　    三級ガソリン・エンジン登録試験合格者受験番号（その　１）      合格者数　　２３人 頁　　　５                                    
                                                                                                                                            
整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号
 0001.  70-89-32-0010  01770  0021.  70-89-32-0091  01790                                                                                     
                                                                                                                                            
 0002.  70-89-32-0012  01771  0022.  70-89-32-0099  01791                                                                                     
                                                                                                                                            
 0003.  70-89-32-0015  01772  0023.  70-89-32-0502  01792                                                                                     
                                                                                                                                            
 0004.  70-89-32-0016  01773                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0005.  70-89-32-0019  01774                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0006.  70-89-32-0020  01775                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0007.  70-89-32-0022  01776                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0008.  70-89-32-0023  01777                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0009.  70-89-32-0025  01778                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0010.  70-89-32-0031  01779                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0011.  70-89-32-0035  01780                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0012.  70-89-32-0040  01781                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0013.  70-89-32-0042  01782                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0014.  70-89-32-0044  01783                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0015.  70-89-32-0049  01784                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0016.  70-89-32-0050  01785                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0017.  70-89-32-0051  01786                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0018.  70-89-32-0081  01787                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0019.  70-89-32-0086  01788                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0020.  70-89-32-0089  01789                                                                                                                 
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沖縄地方委員会　    三級ジーゼル・エンジン登録試験合格者受験番号（その　１）      合格者数　　　２人 頁　　　６                                    
                                                                                                                                            
整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号
 0001.  70-89-33-0001  00184                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 0002.  70-89-33-0003  00185                                                                                                                 
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沖縄地方委員会　    自動車・車体登録試験合格者受験番号　　　　　（その　１）      合格者数　　　０人 頁　　　７                                    
                                                                                                                                            
整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号 整理番号 受験番号 合格番号
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            



                                                                                                                                            


