
千葉県 わせがく　稲毛海岸学習センター　＜通信制＞ Ｔ・Ｙ （株）ティダ 東京都 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
スポーツボランティア・リーダー・日本スポーツ教育協議会こども運動指導者検定2級・専門士

千葉県 横芝敬愛 Ｕ・Ｅ 山武市蓮沼交流センター 千葉県
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・一般社団法人　日本フィットネス産業
協会フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・スポーツボ
ランティア・リーダー・専門士

千葉県 我孫子 Ａ・Ｍ スポーツコミュニティ（株） 神奈川県
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・一般社団法人　日本フィットネス産業
協会フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・シナプソロジー研究所シナプソロジーインスト
ラクター・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・スポーツボ
ランティア・リーダー・日本スポーツ教育協議会こども運動指導者検定2級・専門士

千葉県 京葉 Ａ・Ｔ （有）レインフィールド企画 千葉県 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
専門士

千葉県 四街道北 Ｓ・Ｋ （株）ファクトリージャパングループ 東京都 日本赤十字社赤十字救急法救急員・スポーツボランティア・リーダー・専門士

千葉県 若松（千葉県：県立） Ｓ・Ｋ （株）ティダ 東京都
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・シナプソロジー研究所シナプソロジー
インストラクター・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・日
本赤十字社赤十字救急法救急員・スポーツボランティア・リーダー・日本スポーツ教育協議会こど
も運動指導者検定2級・専門士

千葉県 千葉経済大学附属 Ｈ・Ｍ （株）ワイズフィットネス 千葉県 スポーツボランティア・リーダー・専門士

千葉県 船橋古和釜 Ｍ・Ｋ 千葉こども専門学校（進学） 千葉県 日本赤十字社赤十字救急法救急員・スポーツボランティア・リーダー・日本スポーツ教育協議会こ
ども運動指導者検定2級・専門士

千葉県 船橋法典 Ｏ・Ｓ （株）東京アスレティッククラブ 東京都 日本赤十字社赤十字救急法救急員・スポーツボランティア・リーダー・専門士

千葉県 東京学館船橋 Ｓ・Ｎ （株）SSC 千葉県
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・一般社団法人　日本こどもフィットネ
ス協会6H Play Fitness Certificate・日本赤十字社赤十字救急法救急員・スポーツボランティア・
リーダー・日本スポーツ教育協議会こども運動指導者検定2級・専門士

千葉県 柏井 Ｏ・Ｔ （株）キール 東京都 一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・スポーツ
ボランティア・リーダー・専門士

埼玉県 鹿島学園　所沢キャンパス＜通信制＞ Ｋ・Ｓ （有）エアル・ファースト 東京都 一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・日本赤十字社赤十字
救急法救急員・スポーツボランティア・リーダー・専門士
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千葉県 なりた翔洋学園 Ｈ・Ｙ （株）明昭 東京都 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
専門士

千葉県 一宮商業 Ｔ・Ｍ 医療法人社団鎮誠会／東金整形外科 千葉県
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO法人日本ストレッチング協会認定ストレッチングト
レーナーパートナー・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

千葉県 我孫子 Ｔ・Ｍ （株）フュービック 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO法人日本ストレッチング協会認定ストレッチングト
レーナーパートナー・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日本赤十字社赤十字救急法救急員・PHI　
PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・専門士

千葉県 九十九里 Ｓ・Ｒ （株）THINKフィットネス／ゴールドジム成田店 千葉県 ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本赤十字社赤十字
救急法救急員・日本ラグビーフットボール協会公認タグティーチャー研修会修了・専門士

千葉県 九十九里 Ｉ・Ｍ 中央工学校（進学） 東京都 専門士

千葉県 君津商業 Ｔ・Ｈ （株）ファクトリージャパングループ 東京都 日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

千葉県 敬愛学園 Ｋ・Ｓ （株）B-ST 東京都 ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本赤十字社赤十字
救急法救急員・専門士

千葉県 敬愛大学八日市場 Ｉ・Ｅ （株）つくもメディカル 千葉県 日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

千葉県 桜林 Ｔ・Ｒ クルル（株） 東京都 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
専門士

千葉県 桜林 Ｃ・Ｊ （株）エーライツ 東京都 NPO法人日本ストレッチング協会認定ストレッチングトレーナーパートナー・日本赤十字社赤十字
救急法救急員・専門士

千葉県 四街道北 Ｓ・Ｈ ソフネットジャパン（株） 東京都 NPO法人日本ストレッチング協会認定ストレッチングトレーナーパートナー・日本赤十字社赤十字
救急法救急員・専門士

千葉県 市原 Ｏ・Ａ （株）MKプラント 千葉県 日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

千葉県 秀明八千代 Ａ・Ｓ オレンジ整骨院 千葉県 日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

千葉県 習志野 Ｏ・Ｔ ファイブリング（株） 東京都 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
日本ラグビーフットボール協会公認タグティーチャー研修会修了・専門士

千葉県 小見川 Ｓ・Ｋ （株）ボディベース 東京都 ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士
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千葉県 植草学園大学附属 Ｎ・Ｍ 医療法人社団共生会／高根町整形外科 千葉県 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
専門士

千葉県 植草学園大学附属 Ｙ・Ｍ （株）ファクトリージャパングループ 東京都 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO法人日本ストレッチング協会認
定ストレッチングトレーナーパートナー・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

千葉県 千城台 Ｎ・Ｙ （株）フュービック 東京都 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO法人日本ストレッチング協会認
定ストレッチングトレーナーパートナー・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

千葉県 千葉敬愛 Ｓ・Ｍ （株）ファクトリージャパングループ 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO法人日本ストレッチング協会認定ストレッチングト
レーナーパートナー・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日本赤十字社赤十字救急法救急員・PHI　
PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・専門士

千葉県 千葉敬愛 Ｔ・Ｋ クルル（株） 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO法人日本ストレッチング協会認定ストレッチングト
レーナーパートナー・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

千葉県 千葉敬愛 Ｓ・Ａ （株）そら 千葉県 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO法人日本ストレッチング協会認
定ストレッチングトレーナーパートナー・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

千葉県 千葉工業 Ｉ・Ｋ （株）Strong Bonds 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日本赤十字社赤十字
救急法救急員・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・日本スポーツ協会公認アスレティック
トレーナー・専門士

千葉県 千葉明徳 Ｔ・Ｈ （株）BestPerformanceLaboratry 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日本赤十字社赤十字
救急法救急員・専門士

千葉県 船橋古和釜 Ｓ・Ｎ ReXeR南青山Personal GYM & 24h GYM 東京都 日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

千葉県 船橋古和釜 Ｍ・Ｋ （株）メディロム 東京都 ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

千葉県 船橋古和釜 Ｓ・Ｋ （株）明昭 東京都 専門士

千葉県 船橋古和釜 Ｙ・Ｓ （株）ファクトリージャパングループ 東京都 NPO法人日本ストレッチング協会認定ストレッチングトレーナーパートナー・日本赤十字社赤十字
救急法救急員・日本ラグビーフットボール協会公認タグティーチャー研修会修了・専門士

千葉県 船橋二和 Ｓ・Ｒ クルル（株） 東京都 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO法人日本ストレッチング協会認
定ストレッチングトレーナーパートナー・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

千葉県 船橋北 Ｍ・Ｈ （株）エンブレム 千葉県 専門士

千葉県 大原 Ｏ・Ｔ セントラルスポーツ（株）／セントラルフィットネスクラブ 千葉みなと 千葉県 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士
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千葉県 拓殖大学紅陵 Ｉ・Ｙ （株）グッドウェーブ 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO法人日本ストレッチング協会認定ストレッチングト
レーナーパートナー・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日本赤十字社赤十字救急法救急員・PHI　
PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・専門士

千葉県 拓殖大学紅陵 Ｓ・Ｋ （株）明昭 東京都 日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

千葉県 拓殖大学紅陵 Ｓ・Ｋ （株）明昭 東京都 日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

千葉県 拓殖大学紅陵 Ｙ・Ｓ 社会福祉法人正心会 千葉県 日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

千葉県 銚子商業 Ｎ・Ｔ 鹿島医師会付属准看護学院（進学）
NPO法人日本ストレッチング協会認定ストレッチングトレーナーパートナー・シナプソロジー研究
所シナプソロジーインストラクター・日本赤十字社赤十字救急法救急員・日本ラグビーフットボー
ル協会公認タグティーチャー研修会修了・専門士

千葉県 鶴舞桜が丘 Ｋ・Ｎ （株）ミナミ・エンタープライズ 千葉県 シナプソロジー研究所シナプソロジーインストラクター・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門
士

千葉県 土気 Ｉ・Ｋ 学校法人三幸学園 千葉県
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO法人日本ストレッチング協会認定ストレッチングト
レーナーパートナー・日本赤十字社赤十字救急法救急員・日本ラグビーフットボール協会公認タグ
ティーチャー研修会修了・専門士

千葉県 東金商業 Ｋ・Ｍ （株）ルネサンス 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO法人日本ストレッチング協会認定ストレッチングト
レーナーパートナー・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

千葉県 東総工業 Ｗ・Ｙ （株）B-ST 東京都 ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本赤十字社赤十字
救急法救急員・専門士

千葉県 八千代西 Ｈ・Ｒ マルキン本舗　宮野木店 千葉県 日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

千葉県 飛鳥未来　千葉キャンパス　＜通信制＞ Ｈ・Ｙ （株）メディロム 東京都
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO法人日本ストレッチング協会認
定ストレッチングトレーナーパートナー・日本赤十字社赤十字救急法救急員・日本ラグビーフット
ボール協会公認タグティーチャー研修会修了・専門士

千葉県 茂原樟陽 Ｔ・Ｙ パーソナルトレーニングスタジオ　ボディーインプルーブ 千葉県

ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力
づくり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO法人日本ストレッチング協会認定ストレッチング
トレーナーパートナー・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・シナプソロジー研究所シナプソロ
ジーインストラクター・日本赤十字社赤十字救急法救急員・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts 
advance・専門士

千葉県 茂原北陵 Ｔ・Ｍ （株）グッドウェーブ 東京都 日本赤十字社赤十字救急法救急員・日本ラグビーフットボール協会公認タグティーチャー研修会
修了・専門士

千葉県 茂原北陵 Ｔ・Ｒ （株）明昭 東京都 NPO法人日本ストレッチング協会認定ストレッチングトレーナーパートナー・日本赤十字社赤十字
救急法救急員・専門士

千葉県 木更津総合 Ｎ・Ｗ クルル（株） 東京都 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
専門士
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千葉県 犢橋 Ｙ・Ｇ （株）田中ENG 千葉県 日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

茨城県 常磐大学 Ｏ・Ｎ 野村不動産ライフ＆スポーツ（株） 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO法人日本ストレッチング協会認定ストレッチングト
レーナーパートナー・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

茨城県 中央 Ｓ・Ｓ （株）メディロム 東京都 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO法人日本ストレッチング協会認
定ストレッチングトレーナーパートナー・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

茨城県 日立第二 Ｙ・Ｓ （株）ダンロップスポーツウェルネス 千葉県 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
専門士

茨城県 波崎 Ｍ・Ｈ 千葉県総合スポーツセンター 千葉県
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・シナプソロジー研究
所シナプソロジーインストラクター・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

茨城県 波崎 Ｗ・Ｋ SDフィットネス銚子店 千葉県 ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本赤十字社赤十字
救急法救急員・専門士

茨城県 麻生 Ｋ・Ｍ （株）グッドウェーブ 東京都 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO法人日本ストレッチング協会認
定ストレッチングトレーナーパートナー・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

秋田県 由利 Ｓ・Ｍ STLASSH（株） 東京都 NPO法人日本ストレッチング協会認定ストレッチングトレーナーパートナー・専門士

山形県 庄内総合 Ｏ・Ｋ （有）高岡（スポーツジムコスモス） 神奈川県
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日本赤十字社赤十字
救急法救急員・専門士

東京都 二松學舍大学附属 Ｔ・Ｋ （株）明昭 東京都 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
専門士

新潟県 帝京長岡 Ｍ・Ｒ （株）サーズ 東京都 日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

沖縄県 北山 Ａ・Ｔ 健康増進サポート施設　AVANTI 沖縄県 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
専門士
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