各 種 検 定 合 格 者 （太字は満点合格者です。）
【柏木学園高等学校】

澤田悦子 島田浩美 鈴木美佳

熊本夏海 前田義幸 二瓶滉貴

清野さやか 平良光永 高野朋子

吉良緩 今出川栞奈 佐藤由菜

武野幸子 竹谷道子 津村秀子

堀龍太 澤田拓弥 大野未南子

長江美由紀 藤井由美子

鈴木久信 グェンスアンコーイ

〈２級〉内田翔

三栖陽子 持田由紀 落合久美子

青木龍一 小山翔太 小野貴弘

〈３級〉綱島健也

大木愛 植田孝 橋本進一郎

西山響太 富山歩美 中村好晴

内田知希 片岡一宏 中島早苗

吉田渚 渡辺絵里 三國諒一

−全経計算実務能力検定−
（平成23年10月１日実施）

−文書デザイン検定−
（平成23年10月９日実施）
〈２級〉荒田萌絵 細田直也

消費税

細川愛琳 保角漠椰 橋本優大

〈１級〉小久保直美 長司寿 原誠司

新倉将 永島悦樹 富田直輔

〈２級〉荒川絵里 市毛ゆかり 井上統夫

田上悠太 高橋優鷹

江畑望 加戸智美 賀谷美佐子

ソラニケビンアラン 佐藤龍

茶畑静也 松田寛武 波多野有希

木辺智子 木村智子 倉島あゆみ

小原幸弘 古賀竜輝 工藤沙稀

佐藤涼 渡邊健太 榎本萌香

齋田千晶 櫻井梨枝 島田浩美

河田楓香 大石佑太 伊藤大機

鈴木美佳 清野さやか 平良光永

安西純一

〈３級〉道下和栄 吉田真里奈 岸田麗夫

−情報処理技能検定試験−

高野朋子 武野幸子 竹谷道子

（平成23年10月９日実施）

林準子 藤井由美子 三栖陽子

〈２級〉森崚

持田由紀 加瀬里志 川合与志男

〈３級〉荒田萌絵 佐藤涼 落合友華
細田直也

松崎亜希子
〈３級〉杉原智幸 木村智子 倉島あゆみ

−文書デザイン検定−
（平成23年10月12日実施）
〈３級〉溝口颯大 岩見谷未稀 大川まい
佐々木千咲 緑川翔太

小林萌 齋田千晶 澤田悦子

−全経電卓計算能力検定−

鈴木美佳 平良光永 高野朋子

（平成23年10月15日実施）

武野幸子 竹谷道子 津村秀子

−日本語ワープロ検定−
（平成23年10月12日実施）

長江美由紀 林準子 藤井由美子

〈１級〉荒井優太

細田直也 岩永未来 須藤瞳

山田忍 荒井明日美 安藤壮洋

〈凖２級〉鈴木久信 水井浩貴 今川隆

草薙早紀

石塚美知子 磯部ひとみ

〈３級〉園部将平 船橋佳奈 中山陽香

【柏木実業専門学校】
−Microsoft−

花井郁也

大熊あゆみ 門倉桃子 金井歩

〈３級〉前田義幸 栗原光季 小林香菜

金井成信 川本賢 神戸美穂子

赤尾龍啓 水野大輝 平松大心

北村詩乃 橘田智沙 小林麻美

川崎翼 川平奈月 砂押浩介

五味里美 志摩麻利江 下田麗子

富山歩美 堤早瑛 今出川栞奈

白井奈緒 白毛美佳 杉本恵梨子

〈４級〉伊澤優維 木村祐太 小林亮太

（平成23年８月31日実施）
Using Microsoft Office Excel 2007

鈴木彩代 関未和 田中詩保

寺松慎記 二瓶美咲 野呂有紀

富田優子 中村幸代 前川恵美

松尾晃 加藤敦也 鷹野浩之

インタチャックユキオ 崔川 柴武史

松尾治男 村松映里 横井久子

土門輝尚 吉永真大 慶徳和磨

大木愛 矢島浪子

吉良緩 佐藤由菜 鈴木遥香

−全経社会常識能力検定−

大野未南子 村田哉太

（平成23年９月24日実施）
〈１級〉関水和雄

グェンスアンコーイ 小山翔太

【大和商業高等専修学校】

西山響太 堀龍太

〈２級〉飯島周作
〈３級〉高野桂輔 橋国孝 高山美咲
服部俊也 細谷優汰 山正美
石川真 川合里緒 須賀拓人
高橋秀司

−情報処理技能検定試験−
（平成23年10月７日実施）
表計算

（平成23年10月30日実施）
所得税
〈２級〉安藤豊 井口次郎 関水和雄
武藤知明 野善政
〈３級〉陳恵堅 川合里緒 武藤知明
矢島浪子

〈２級〉春井一哉 長谷川実利
栗原塁 児玉直樹 吉田蓮也
〈３級〉菊地明香理 中川將雄

山口あす香
〈２級〉前田義幸 工藤沙稀 小原幸弘
永島悦樹 吉田渚 田中祐貴
〈３級〉齋藤翔太 森和貴 二瓶美咲

大久保美紅 溝口颯大 水野大輝

小山翔太 伊藤大機 佐藤龍

田邉大樹 田中祐貴 椿啓太

大石佑太 橋本優大 舘下愛美

土門輝尚 小浦千鶴 慶徳和磨

水野大輝 二神優 今川隆

野上彗佑 加藤敦也

橋本民子 山本綾子

〈４級〉井坂魁 大浦永耀 小椋海斗

〈４級〉井坂魁 小椋海斗 菊地優希

菊地優希 菅野猛 野美里

成田彩 南部翔輝 松尾時生

〈１級〉小石倉弘美

滝沢裕 竹内達哉 立澤大地

伊澤優維 小林香菜 小林亮太

〈２級〉石原博信 川合与志男 加瀬里志

津谷和己 角折英臣 中村美里

松尾晃 吉良緩 鈴木遥香

〈３級〉荒川絵里 市毛ゆかり 井上統夫

夏目悠哉 成田彩 南部翔輝

中村好晴 内田洸人 河田楓花

江畑望 加戸智美 賀谷美佐子

平林一馬 真壁幸佑 松岡時生

古賀竜輝 田上悠太 戸塚和明

木辺智子 木村智子 倉島あゆみ

森和貴 山口千笑 山本真広

小林萌 齋田千晶 櫻井梨枝

寺松慎記 赤尾龍啓 伊澤優維

法人税



（平成23年10月15日実施）
〈１級〉田邉大樹 植草泰将 人見愛美

木村ケビンユウスケ 渋谷慶汰

−全経税務会計能力検定試験−

−全経電卓計算能力検定−

