
2016/7/26 広島大学  平成１８年度広島大学個別学力検査（前期日程）の合格者数等について

http://www.hiroshimau.ac.jp/top/koho_press/press/h180112/p_6baea9.html 1/1

>広島大学公式ウェブサイトについて（サイトポリシー）　　>プライバシーポリシー Copyright(C) 2003-2014 広島大学 
＊電話番号・所在地

<編集>：広島大学広報グループ
お問い合わせはこちら

 

 

 

 

 

 

 

 

      

大学案内

入試情報

教育・学生生活

研究

社会連携

留学・国際交流

学部・大学院等

研究所・施設等

広報・報道

採用情報

校友会・同窓会

支援財団・基金

図書館・博物館等

大学病院

附属学校

トップページ > 広報・報道 > 報道発表・報道された広島大学 > 平成１８年１月−１２月 > 平成１８年度広島大学個別学力検査（前期日程）の合格
者数等について

平成１８年度広島大学個別学力検査（前期日程）の合格者数等について

  報道機関各位

平成１８年３月８日 

国立大学法人 広島大学 

情報化推進部広報課長 

平成１８年度広島大学個別学力検査（前期日程）の合格者数等につい

て

 
　本日行いました広島大学個別学食検査（前期日程）の合格発表について、合格者数

等を別紙のとおりお知らせいたします。

実施状況 合格者数など 合格者内訳

【お問い合わせ先】 

広島大学入学センター　入試課長　細木 

TEL：０８２−４２４−６１７１
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