各種検定合格者
【柏木学園高等学校】

【大和商業高等専修学校】

− 全経計算実務能力検定 −

− 全経計算実務能力検定 −

（平成24年10月６日実施）

〈３級〉齋藤介志

（平成24年10月６日実施）

〈３級〉荒川楓 安藤忠植

− 全経電卓計算能力検定 −

− 情報処理技能検定試験（表計算）検定 −

（平成24年10月20日実施）

（平成24年10月14日実施）

〈２級〉向山和也

【柏木実業専門学校】
− 全経電卓計算能力検定 −
（平成24年７月14日実施）

〈２級〉小熊すず
〈３級〉安西佳乃

− 日本医療報酬調査会調剤事務検定 −
（平成24年８月24日実施）

青木亜図架 渥美紀子 石黒智美
伊藤有美 今泉真衣子 海野まりや
神]詩野 清水牧子 下田文子
鈴木弘子 鈴木美佐枝 立桶祐紀
中野光子 西村晶子 野村麻好
切羽しのぶ 平田伴子 三杉茂子
村尾洋子 山崎霞 山崎志保
山田景子 山田正代 吉田裕紀子

− 日本医療報酬調査会医科医療事務検定 −
（平成24年８月29日実施）

〈２級〉西村晶子
〈３級〉青木亜図架 渥美紀子
石黒智美 伊藤有美
今泉真衣子 海野まりや
笠井明日香 神]詩野
清水牧子 下田文子
鈴木弘子 鈴木美佐枝
鈴木保子 立桶祐紀 中野光子
野村麻好 切羽しのぶ
平田伴子 三杉茂子
村尾洋子 山崎霞 山崎志保
山田景子 山田正代
吉田裕紀子

− 全経社会常識能力検定 −
（平成24年９月22日実施）

〈３級〉佐藤豊樹 佐藤稜
渋谷慶汰 川原栞

〈２級〉新倉将
〈３級〉中村好晴 内田洸人 神山直輝
古賀竜輝 戸塚和明 冨田直輔
斉藤翔太 野美里 立澤大地
成田彩 平林一馬 三國諒一
籾山凌
〈４級〉有賀友哉 池田若菜 内海純弥
家政翔 神山里奈 菊地智哉
斎藤一樹 佐藤裕一 渋井将司
治成 長谷川祐二 本田愛
松涼太 松田涼 莫艇
山田誠 安達美輝 伊集院誠
伊藤拓也 小村彩夏 木本絢矢
久保優希 齋田柚梨 齋藤勇貴
佐藤颯 佐藤康英 鈴木優一
橋萌 高橋礼実 長田愛夢
中村帆波 奈良怜奈 星南帆
本多一真 松藤玲夏 森匠人
山口信介 吉田陸 相田海斗
安藤和崇 内海渉辰
江良安紗美 小野奈緒
柏田真輝人 加藤梨奈
工藤京介 小林直斗 坂本亮太
菅原勘太 鈴木しおり 孫
高見澤蓮 田中直人 奈良優希
橋本椎菜 濱田レイ 宮崎佳祐
宮村遼太郎 室屋令磨
本川直樹 安藤忠泰 飯島義生
伊従恭 岩井智 柿沼聖也
川島輝哉 小林光瑠 斉田智則
佐々木直哉 下山佳代子
野上星輝 濱あかね
ファンティエンフィロン 藤崎蓮
武藤直輝 山田竜司 山野朱音
吉見北斗

− プレゼンテーション作成検定 −
（平成24年10月14日施行）

〈２級〉荒川楓 工藤樹
〈３級〉小金澤雅弘

− 日本語ワープロ検定 −
− 全経電卓計算能力検定−
（平成24年10月20日実施）

（平成24年10月14日施行）

〈２級〉永島悦樹
〈準２級〉真壁幸佑 酒井佑梨
〈１級〉余暁鴻
山美緒
〈３級〉余暁鴻 コイラララム
〈３級〉
渋井将司 本田愛 安達美輝
シランタピーリス 陳文
久保優希 齋田柚梨 高橋礼実
中村帆波 奈良怜奈 星南帆
−Microsoft −
（平成24年10月30日実施）
本多一真 森匠人 山口信介
Microsoft Office Specialist Word 2010（一般）
柏田真輝人 小林直人
高橋国孝
鈴木しおり 孫
宮崎佳祐



岩井智 柿沼聖也 川島輝哉
濱あかね 佐藤由菜 山口千笑
土門輝尚
〈４級〉宮川隆仁 安部祥一郎
有賀友哉 池田若菜 内海純弥
神山里奈 菊地智哉 斎藤一樹
佐藤裕一 高橋聖也
長谷川祐二 松田涼 莫艇
伊集院誠 小村彩夏
嘉津山直亜 佐藤颯 佐藤康英
橋萌 長田愛夢 松藤玲夏
山本悠介 吉田陸 奈良優希
相田海斗 安藤和崇 内海渉辰
江良安紗美 加藤梨奈
工藤京介 坂本亮太 西條雅人
高見澤蓮 田中直人 濱田レイ
宮村遼太郎 室屋令磨
本川直樹 安藤忠泰 飯島義生
伊従恭 小林光瑠 斉田智則
下山佳代子 野上星輝
佐々木直哉
ファンティエンフィロン 藤崎蓮
吉見北斗 山野朱音 山田竜司
武藤直輝 岩苔一樹

− パソコンスピード認定試験 −
（平成24年10月14日施行）

〈２級〉宮崎佳祐 鈴木しおり
柿沼聖也
〈３級〉本多一真 孫
柏田真輝人 岩井智
〈４級〉星南帆 工藤京介
濱あかね 川島輝哉

− 全経電卓計算能力検定 −
（平成24年10月20日実施）

〈１級〉松尾晃 宝田あゆ美 小林亮太
神山直輝 細川愛琳 永島悦樹
〈２級〉齋藤勇貴 孫
堤早瑛
齋藤翔太 山口千笑
〈３級〉神山里奈 山岸英之 安達美輝
久保優希 齋田柚梨 橋萌
長田愛夢 奈良怜奈 福原広輝
山口信介 江良安紗美
加藤梨奈 坂本亮太
鈴木しおり 高見澤蓮
田中直人 本川直樹 柿沼聖也
斉田智則 佐々木直哉
下山桂代子 野上星輝
ファンティエンフィロン 藤崎蓮
熊本夏海 中村好春 鈴木遥香
依藤美紀 大浦永耀 真壁幸佑
〈４級〉安部祥一郎 有賀友哉
大胡智則 斎藤一樹 吉田一斗
伊集院誠 中村帆波 森匠人
吉田陸 内海渉辰 柏田真輝人
小野奈緒 奈良優希 工藤京介
室屋令磨 安藤忠泰 岩井智
下山桂代子 野上星輝
山田竜司 山野朱音

