柏木学園高等学校グラウンドが拡張されました。
柏木学園高等学校グラウンドが平成23年11月１日（火）に3,283.90㎡（約1,000坪）拡張されました。
これにより教育環境の向上が一段と図られます。

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】
−実用英語技能検定−
（平成23年11月13日実施）
〈３級〉大戸久美 石原昂輝

−全経簿記検定−
（平成23年11月27日実施）
〈３級〉鳩間駿 向山和也 内田翔 鈴木智昭
近琢也 東方亮磨 阿部利紀

−全経電卓計算能力検定−
（平成23年12月３日実施）
〈３級〉齋藤介志 佐々木乙羽 畑中和則
高橋千夏 堀口裕哉 浅沼優希
野口真琴
〈２級〉川野夏美 畑中和則

−文書デザイン検定−
（平成23年12月４日実施）
〈１級〉富崎菜津子 引地健太
〈２級〉黒田健太 山田皓太 貝賀祐介
神戸牧人 久保田燎
〈３級〉青木元輝 川野夏美 小玉貴裕
佐々木乙羽 坂康太 青木健太
臼井美優 中山陽香 西岡将太
浅沼優希 岩永未来 根本千波
内田翔 大塚直也 大戸久美
菅原大地 鈴木智昭 綱島健也

−情報処理技能検定−
（平成23年12月11日実施）
〈初段〉引地健太
〈２級〉久保田燎 鈴木智昭 田澤光太郎
〈３級〉川野夏美 神戸凌 小関義人
田中孝一郎 山田皓太 青木健太
中山陽香 今田知冶 岩永未来
貝賀祐雨 内田翔 菅原大地
綱島健也 野口真琴

【柏木実業専門学校】
−文書デザイン検定−
（平成23年10月７日実施）
〈 １級〉野本由美 藤井由美子 持田由紀
高野朋子 木辺智子 鈴木美佳
清野さやか 櫻井梨枝 武野幸子
井下裕美 齋田千晶 三栖陽子
市毛ゆかり 林準子 江畑望 中島早苗
〈２級〉藤井由美子 高野朋子 木村智子
鈴木美佳 倉島あゆみ 長江美由紀
荒川絵里 井上統夫 林準子
市毛ゆかり 澤田悦子 江畑望
加戸智美 高橋裕枝 谷田由美
藤本陽子 松山ひろみ 中島早苗
川原和代
〈３級〉倉島あゆみ 木村智子 竹谷道子
小山由美子 鈴木幸江 谷田由美
塚本理津子 中根由美 藤本陽子
松山ひろみ 山京子 吉川重夫
吉村直人 濱谷雅斗 川原和代 林裕美

−情報処理技能検定−
（平成23年10月14日実施）
表計算
〈１級〉野本由美 木辺智子 鈴木美佳
持田由紀 高野朋子 清野さやか
櫻井梨枝 武野幸子 井下裕美
小林萌 三栖陽子 市毛ゆかり
熊谷美桜
〈２級〉藤井由美子 長江美由紀 鈴木美佳
木村智子 倉島あゆみ 荒川絵里
高野朋子 三栖陽子 平良光永
井上統夫 市毛ゆかり 澤田悦子
加戸智美 林準子 山田忍 江畑望
高橋裕枝 谷田由美 藤本陽子

七海明子 川原和代 林裕美 中島早苗
加々美政子 釜麻由子
〈３級〉藤井由美子 津村秀子 林準子
竹谷道子 山田忍 長江美由紀
倉島あゆみ 木村智子 川原和代
小山由美子 鈴木幸江 谷田由美
塚本理津子 藤本陽子 松山ひろみ
山京子 吉村直人 中島早苗
林裕美 釜麻由子 中塚さつき 濱谷雅斗
〈４級〉吉川重夫

−全経文書処理能力検定−
（平成23年11月５日実施）
ワープロ
〈２級〉木村智子
〈３級〉菅又健太
表計算
〈２級〉大木愛 市毛ゆかり 李
関水和雄
〈３級〉三宅沙季

石川真

−日商簿記検定−
（平成23年11月20日実施）
※大和商工会議所の指示により、
合格者の受験番号のみを記載します。
太字 は満点合格者

〈２級〉2 3 7 9 10 11 13 15 19 23
24 28 29 30 36 38 40 49 51
52 54 60 62 63 68 72 73 78
80 83 89 90 91 92 94 95 97
98 103 109 113 118 140 149
153 157 165 167 171 174 175
176 177 178 182
〈３級〉3 6 7 8 10 13 14 16 19 20
21 26 28 29 30 33 38 40 41
42 44 51 57 58 62 63 64 65
66 67 73 76 78 79 80 82 83
84 86 87 88 94 100 104 106
108 109 110 114 115 117 118
120 122 123 124 126 132 133
134 137 138 140 141 142 147
149 152 154 160 163 164 169
171 172 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 187
188 189 190 191 192 193 194
195 196 197 198 199 205 206
207 208 214 215 220 224 230
233 234 240 247 249 251 259
261 265 267 269 270 272 274
277 278 280 289 291 293 297
301 307 308 310 311 313 315
316 320 324 331 332 333 336
339 341 342 343 344 347 348
349 350 352 353 354 357 359
362 363 364 368 374 376 377
379 380 381 386 389 390 392

−全経簿記能力検定−
（平成23年11月27日実施）
〈１級会計〉齋田千晶 小久保直美
〈１級工業簿記〉齋田千晶
〈２級〉橋本民子 山本綾子 小幡大朗
市毛ゆかり 加戸智美 倉島あゆみ
小林萌 藤井由美子 川本賢 高橋久美
〈３級〉石木田好美 橋本民子 石川真
何蘭 BUDDHI BAHADUR GURUNG
BASHAL GURU PRASAD 陳維洪 林紅
SHRESTHA ROSHAN 佐藤駿 山正美
小林麻美 高橋久美 吉田直子 大頭絵理

【大和商業高等専修学校】
−日商簿記検定−
（平成23年11月20日実施）
※大和商工会議所の指示により、
合格者の受験番号のみを記載します。

〈３級〉155

156

158

−全経簿記能力検定−
（平成23年11月27日実施）
〈２級〉荒井優太 田中祐貴
〈３級〉飯島直樹 山本麗奈 佐藤豊樹
佐藤正和 佐久間翔平 小川大輔
徳光まなみ 中川將雄 平松大心
水井浩貴 安藤忠植 石塚翔 川崎翼
工藤樹 二神優 土屋遥香 吉永真大
鳩間駿 向山和也 内田翔 鈴木智昭
近琢也 東方亮磨 阿部利紀
〈４級〉遠藤美爽 大浦永耀 神山直輝
菊地優希 滝沢裕 竹内達哉
津谷和己 角折英臣 成田彩
平林一馬 真壁幸佑 森和貴 姉川楓
伊澤優維 木村祐太 熊本夏海
栗原光季 小林香菜 小林亮太
須将人 宝田あゆ美 二瓶美咲
平田敬太郎 松尾晃 依藤美紀
今出川栞奈 大野未南子 小野貴弘
吉良緩 グェンスアンコーイ 小山翔太
佐藤摩依 佐藤由菜 鈴木遙香
鈴木久信 堤早瑛 中村好晴
西山響太 安西純一 伊藤大機
上田祐也 内田洸人 大石佑太
工藤沙稀 古賀竜輝 佐藤龍
ソラニケビンアラン 高橋優鷹
田上悠太 戸塚和明 冨田直輔
永島悦樹 新倉将 保角漠椰
細川愛琳 三國諒一 吉田渚
渡辺絵里 石井寧 加藤敦也
土門輝尚 齋藤介志 谷井淳也
中村友亮 洲賀崎志郎 馬場聖之
大塚直也 大戸久美 草薙早紀

−全経電卓計算能力検定−
（平成23年12月３日実施）
〈１級〉工藤沙稀 岩見谷未稀 長岡悠奈
〈２級〉滝沢裕 神山直輝 遠藤美爽
緑川翔太 川裕人 花井郁也
〈３級〉菊地優希 小林亮太 松尾晃
富田直輔 佐藤由菜 今出川栞奈
大野未南子 グェンスアンコーイ
保角漠椰 川崎翼 高師亮 吉永真大
〈４級〉後藤侑輝

−文書デザイン検定−
（平成23年12月４日実施）
〈１級〉谷田由美
〈２級〉鈴木幸江
〈３級〉澁澤拓也
〈４級〉佐藤龍

−日本語ワープロ検定−
（平成23年12月４日実施）
〈２級〉吉田渚 橋本優大 小原幸弘
〈準２級〉森和貴 芝浩貴 赤尾龍啓
〈３級〉真壁幸佑 南部翔輝 夏目悠哉
滝沢裕 竹内達哉 小椋海斗
遠藤美爽 熊本夏海 二瓶美咲
鈴木遥香 大野未南子
〈４級〉津谷和巳 山口千笑 平林一馬
中村美里 杉浦佑理 野美里
神山直輝 菊地優希 齋藤翔太
井坂魁 依藤美紀 二瓶滉貴
姉川楓 渡辺絵里 保角漠椰
細川愛琳 三國諒一 新倉将
高橋優鷹 田上悠太 古賀竜輝
上田祐也 内田洸人 河田楓花

−パソコンスピード認定試験−
（平成23年12月11日実施）
〈１級〉小原幸弘
〈２級〉佐藤龍 永島悦樹
〈３級〉前田義幸 安西純一 工藤沙稀 吉田渚
〈４級〉深谷論人

