
取得級 学年 小中学校 取得級 学年 小中学校 取得級 学年 小中学校
２級２級２級２級 小６ 武蔵台 準２級準２級準２級準２級 中１ 鶴ヶ島南 準２級準２級準２級準２級 中３ 星野
２級２級２級２級 中２ 武蔵台 準２級準２級準２級準２級 中２ 鶴ヶ島南 準２ １次準２ １次準２ １次準２ １次 中３ 星野
２級２級２級２級 中３ 鶴ヶ島南 準２級準２級準２級準２級 中３ 鶴ヶ島南 準２ １次準２ １次準２ １次準２ １次 中３ 鶴ヶ島南

準2級準2級準2級準2級 中１ 杉下 準２級準２級準２級準２級 中３ 川越西 3級3級3級3級 中１ 鶴ヶ島南
準2級準2級準2級準2級 中１ 鶴ヶ島南 3級3級3級3級 中１ 川越名細 3級3級3級3級 中３ 鶴ヶ島南
準2級準2級準2級準2級 中１ 鶴ヶ島南 3級3級3級3級 中２ 鶴ヶ島南 3級3級3級3級 中３ 鶴ヶ島南
準2級準2級準2級準2級 中１ 川越名細 3級3級3級3級 中３ 霞ヶ関西 ３級３級３級３級 中３ 霞ヶ関西
準2級準2級準2級準2級 中１ 鶴ヶ島南 3級3級3級3級 中３ 鶴ヶ島南 3級1次3級1次3級1次3級1次 中１ 川越名細
準2級準2級準2級準2級 中３ 星野 3級3級3級3級 中３ 鶴ヶ島南 3級1次3級1次3級1次3級1次 中３ 鶴ヶ島南
準2級準2級準2級準2級 中３ 鶴ヶ島南 3級3級3級3級 中３ 鶴ヶ島南 3級１次3級１次3級１次3級１次 中３ 鶴ヶ島南
準2級準2級準2級準2級 中３ 大井西 ３級３級３級３級 中３ 霞ヶ関西 3級2次3級2次3級2次3級2次 中２ 霞ヶ関西
準２級準２級準２級準２級 中３ 星野 ３級３級３級３級 中３ 富士見 3級2次3級2次3級2次3級2次 中３ 霞ヶ関西
準２級準２級準２級準２級 中３ 鶴ヶ島南 4級4級4級4級 中１ 富士見 4級4級4級4級 中２ 川越名細
準２級準２級準２級準２級 中３ 霞ヶ関西 4級4級4級4級 中１ 川越名細 ４級４級４級４級 中２ 鶴ヶ島南
3級3級3級3級 小５ 川越名細 4級4級4級4級 中１ 川越名細 4級１次4級１次4級１次4級１次 中２ 川越西
3級3級3級3級 中１ 川越名細 4級4級4級4級 中１ 鶴ヶ島南 ４級１次４級１次４級１次４級１次 中２ 鶴ヶ島南
3級3級3級3級 中１ 川越西 4級4級4級4級 中２ ルーテル ４級４級４級４級 小6 名細
3級3級3級3級 中１ 霞ヶ関西 4級4級4級4級 中２ 川越名細 5級5級5級5級 中１ 川越西
3級3級3級3級 中１ 鶴ヶ島南 5級5級5級5級 小５ 霞ヶ関西 6級6級6級6級 小６ 鶴ヶ島第二
3級3級3級3級 中１ 川越名細 5級5級5級5級 中１ 霞ヶ関西 ７級７級７級７級 小５ 霞ヶ関西
3級3級3級3級 中１ 川越名細 5級5級5級5級 中１ 川越名細 ７級７級７級７級 小５ 川越西
3級3級3級3級 中１ 川越名細 5級5級5級5級 中１ 川越西
3級3級3級3級 中１ 星野 ５級５級５級５級 中１ 川越西
3級3級3級3級 中２ ルーテル 7級7級7級7級 小４ 川越西
3級3級3級3級 中２ 鶴ヶ島南 ７級７級７級７級 小５ 杉下
3級3級3級3級 中２ 川越名細 ７級７級７級７級 小５ 川越西
3級3級3級3級 中２ 川越名細 ７級７級７級７級 小５ 霞ヶ関
3級3級3級3級 中２ 川越名細
3級3級3級3級 中２ 霞ヶ関
3級3級3級3級 中２ 鶴ヶ島南
3級3級3級3級 中３ 鶴ヶ島南 ４級４級４級４級 中２ 霞ヶ関西
3級3級3級3級 中３ 富士見 ４級４級４級４級 中２ 鶴ヶ島南
3級3級3級3級 中３ 霞ヶ関西 5級5級5級5級 小５ 杉下
３級３級３級３級 中３ 鶴ヶ島藤 5級5級5級5級 小６ 霞ヶ関西
３級３級３級３級 中３ 鶴ヶ島南 5級5級5級5級 小６ 鶴ヶ島第二
4級4級4級4級 中１ 鶴ヶ島藤 5級5級5級5級 中１ 鶴ヶ島南
４級４級４級４級 中２ 鶴ヶ島藤 5級5級5級5級 中１ 鶴ヶ島藤

英語検定：1月21日実施
数学検定：2月18日実施
漢字検定：1月28日実施

英語検定　合格者　続き英語検定　合格者　続き英語検定　合格者　続き英語検定　合格者　続き

2022年度第2回　英検・漢検・数検  飛び級優秀者

英語検定 漢字検定 数学検定

その他、対象学年の検定級でもその他、対象学年の検定級でもその他、対象学年の検定級でもその他、対象学年の検定級でも
合格者多数。合格者多数。合格者多数。合格者多数。

2022年度3回検定
実施日一覧


