
福岡県 KTC 中央高等学院　小倉キャンパス Ｉ・Ｍ アルドールテニスステージ株式会社 千葉県 テニス C 級審判・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 九州産業大学附属九州 Ｏ・Ｈ 株式会社ファッション須賀 東京都
PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・サービス接遇検定　３級・フィットネス
リーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 糸島農業 Ｔ・Ｈ 株式会社アイズスポーツ 福岡県
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・シナプソロジーインストラクター・SAQ インス
トラクターレベル１・キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３
級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 純真 Ｓ・Ｍ 有限会社いきいきリハビリケア 福岡県
シナプソロジーインストラクター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インス
トラクター・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーショ
ンマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 純真 Ｎ・Ｒ earth music&ecology イオンモール筑紫野 福岡県
PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・キッズリーダー・こども運動指導者２級・
サービス接遇検定　３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　
モチベーションマネージャー資格エントリー・水上安全法救助員・普通救命講習Ⅰ・専門士称
号

福岡県 太宰府 Ｔ・Ａ 有限会社いきいきリハビリケア 福岡県
健康運動実践指導者・シナプソロジーインストラクター・サービス接遇検定　３級・パソコ
ン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチ
ベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 大牟田 Ｏ・Ｅ 株式会社 MIKI・ファニット 福岡県
PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・サービス接遇検定　３
級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・水上安全法救助員・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 朝倉光陽 Ｋ・Ｄ ほうしゅうやまジム整体院 福岡県
PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・フィットネスリー
ダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 東鷹 Ｙ・Ｎ 健寿株式会社 福岡県 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通
救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 博多 Ｏ・Ｍ 株式会社ルネサンス 福岡県
健康運動実践指導者・エアロビックダンスエクササイズインストラクター（ＡＤＩ）・サービス
接遇検定　３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 博多青松 Ｍ・Ｎ 健寿株式会社 福岡県
健康運動実践指導者・こども運動指導者２級・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検
定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 柏陵 Ｉ・Ｋ 株式会社 STAYGOLD 東京都 サービス接遇検定　３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　
モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 福岡講倫館 Ｈ・Ｎ 株式会社レックススポーツ 福岡県
健康運動実践指導者・キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・フィットネスリーダー・モチ
ベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命
講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 福智 Ａ・Ｈ 株式会社ネクステージ　Dr.Drive ステージ長住 SS 福岡県 健康運動実践指導者・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 祐誠 Ｇ・Ｋ 大昌園 福岡県
PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・キッズリーダー・
フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・水上安全法救助員・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 祐誠 Ｎ・Ｔ コウフ・フィールド株式会社　福岡本社 福岡県 健康運動実践指導者・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モ
チベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

熊本県 開新 Ｄ・Ｙ 株式会社エービーシー・マート 福岡県
サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションインスト
ラクター・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

熊本県 熊本国府 Ｋ・Ｔ 株式会社FEEL　CONNECTION 福岡県 キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチ
ベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

熊本県 熊本商業 Ｔ・Ｒ Presonal Body Management 福岡県
健康運動実践指導者・シナプソロジーインストラクター・SAQ インストラクターレベル１・
サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・モチベーション・マネジメント協会公
認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

熊本県 北稜 Ｍ・Ｍ 介護老人保健施設　はなつくし 福岡県
シナプソロジーインストラクター・サービス接遇検定　３級・フィットネスリーダー・モチ
ベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命
講習Ⅰ・専門士称号

1

卒業生の就職先・取得資格一覧（2019年3月卒業生）
※掲載されている個人データにつきましては、承諾を得て掲載しております。 ※氏名に関しましては個人情報保護の観点より、イニシャルにて掲載しております。

県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

健康スポーツ科

福岡リゾート＆スポーツ専門学校　2019



大分県 国東 Ｙ・Ｔ テニスワークス Kei 株式会社 東京都 テニス教師・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エン
トリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

大分県 昭和学園 Ｍ・Ｔ 株式会社そら 千葉県
健康運動実践指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・PADI エマージェンシー・ファー
スト・レスポンス・インストラクター・こども運動指導者２級・パソコン技能能力検定３級・
フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

大分県 大分工業 Ｎ・Ｙ アルドールテニスステージ株式会社 千葉県 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通
救命講習Ⅰ・専門士称号

鹿児島県 開陽 Ｈ・Ｒ アメリカンジム 福岡県
健康運動実践指導者・キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３
級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

鹿児島県 国分中央 Ｈ・Ｍ 株式会社ルネサンス 熊本県
健康運動実践指導者・MIZUNO アクアベーシック認定　BA 認定インストラクター・キッズ
リーダー・サービス接遇検定　３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協
会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・水上安全法救助員・普通救命講習Ⅰ・
専門士称号

鹿児島県 出水商業 Ｉ・Ｓ 株式会社ウィンゲート 東京都 シナプソロジーインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーション
マネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

佐賀県 鳥栖 Ｙ・Ｓ ILSC-Toronto（進学） カナダ サービス接遇検定　３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　
モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

宮崎県 都城東 Ｓ・Ｙ ゼビオ株式会社 福岡県
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションインストラクター・モチベーショ
ン・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・
専門士称号

沖縄県 読谷 Ｔ・Ｓ 健寿株式会社 福岡県
健康運動実践指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・SAQ インストラクターレベル
１・キッズリーダー・こども運動指導者２級・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検
定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・水上安全法救助員・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

山口県 宇部西 Ａ・Ｍ トータルワークアウトプレミアムマネジメント株式会社 福岡県
健康運動実践指導者・エアロビックダンスエクササイズインストラクター（ＡＤＩ）・パソコ
ン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチ
ベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

その他 既卒 Ｍ・Ｔ 株式会社トゥエンティーフォーセブン 東京都
健康運動実践指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・シナプソロジーインストラク
ター・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベー
ション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習
Ⅰ・専門士称号

その他 既卒 Ｈ・Ｇ エスタ株式会社 福岡県 サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・モチベーション・マネジメント協会公
認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号
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福岡県 玄界 Ｉ・Ｋ 学校法人宗学園　松崎幼稚園 福岡県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・介護予防運動指導員・サービス接遇
検定　３級・パソコン技能能力検定３級・こども運動指導者１級・こども運動指導者２級・自然
体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチ
ベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号・短期大学士

福岡県 玄界 Ｋ・Ｓ 株式会社オリーブスパ 福岡県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・チャイル
ドボディセラピスト 3 級・パソコン技能能力検定３級・こども運動指導者１級・こども運動指
導者２級・キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号・短期大学士

福岡県 須恵 Ｎ・Ｙ 幼児活動研究会株式会社コスモスポーツクラブ 鹿児島県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・健康運動実践指導者・サービス接遇検定　３
級・こども運動指導者１級・こども運動指導者２級・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・
インストラクター・キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・JCCA ベーシックインストラクター・普通救命講習Ⅰ・専門士称号・短期大学士

福岡県 飛鳥未来　福岡キャンパス Ｓ・Ａ 株式会社モード・プランニング・ジャパン　福岡比恵町雲母保育園 福岡県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・チャイルドボディセラピスト 3 級・
こども運動指導者２級・キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号・短期大学士

福岡県 飛鳥未来　福岡キャンパス Ｍ・Ｒ 社会福祉法人双葉会　児童養護施設　双葉学園 福岡県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・こども運動
指導者１級・こども運動指導者２級・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・モチベーション・マネ
ジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称
号・短期大学士

福岡県 武蔵台 Ｉ・Ｍ 株式会社　地球のこども舎　ひじり保育園 福岡県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・チャイルド
ボディセラピスト 3 級・パソコン技能能力検定３級・こども運動指導者１級・こども運動指導者
２級・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公
認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号・短期大学士

福岡県 福岡講倫館 Ｈ・Ｓ 社会福祉法人 協和会　信和保育園 福岡県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・こども運動指導者１級・こども運動指
導者２級・キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号・短期大学士

福岡県 福岡講倫館 Ｏ・Ａ 株式会社フェリシダージネット 福岡県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・介護予防運動指導員・サービス接遇
検定　３級・パソコン技能能力検定３級・こども運動指導者１級・こども運動指導者２級・自然
体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチ
ベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号・短期大学士

福岡県 福岡大学附属若葉 Ｆ・Ｎ 社会福祉法人満穂会　松原保育園 福岡県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・赤十字救急法救急員・サービス接遇検
定　３級・こども運動指導者１級・こども運動指導者２級・モチベーション・マネジメント協会
公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・JCCA ベーシックインストラクター・普
通救命講習Ⅰ・水上安全法救助員・専門士称号・短期大学士

福岡県 福翔 Ｋ・Ｋ 公認私立　筥松幼稚園 福岡県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・パソコン技能能力検定３級・こども運
動指導者２級・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポ
ンス・キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・JCCA ベーシックインストラクター・普通救命講習Ⅰ・専門士称号・短期大学士

宮崎県 宮崎日本大学 Ｓ・Ｓ BIGTOWN 株式会社　放課後等デイサービス暖母 福岡県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・チャイルドボディセラピスト 3 級・
こども運動指導者１級・こども運動指導者２級・キッズリーダー・モチベーション・マネジメン
ト協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号・短
期大学士

宮崎県 宮崎北 Ａ・Ｙ TBC グループ株式会社　エステティック TBC 宮崎県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・チャイル
ドボディセラピスト 3 級・パソコン技能能力検定３級・こども運動指導者１級・こども運動指
導者２級・キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号・短期大学士

宮崎県 日章学園 Ｋ・Ｓ 社会福祉法人　かしの木福祉会　どんぐり保育園 宮崎県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・こども運動指導者１級・こども運動指
導者２級・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・キッズリーダー・モチベーショ
ン・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・
専門士称号・短期大学士

鹿児島県 奄美 Ｍ・Ｒ 一般社団法人のあ　運動療育クラブのあ 大阪府
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・チャイルド
ボディセラピスト 3 級・パソコン技能能力検定３級・こども運動指導者１級・こども運動指導者
２級・キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・JCCA ベーシックインストラクター・普通救命講習Ⅰ・専門士称号・短期大学士

鹿児島県 国分中央 Ｓ・Ａ 学校法人三幸学園　チャイルドケア事業部 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・チャイルドボディセラピスト 3 級・
パソコン技能能力検定３級・こども運動指導者１級・こども運動指導者２級・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・PADI エ
マージェンシー・ファースト・レスポンス・キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーション
マネージャー資格エントリー・JCCA ベーシックインストラクター・普通救命講習Ⅰ・専門士称号・短期大学士

鹿児島県 神村学園高等部 Ｕ・Ｒ 社会福祉法人満穂会　松原保育園 福岡県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・パソコン技能
能力検定３級・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポン
ス・キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格
エントリー・JCCA ベーシックインストラクター・普通救命講習Ⅰ・専門士称号・短期大学士

長崎県 西陵 Ｍ・Ｍ 認定こども園　女の都幼稚園 長崎県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・健康運動実践指導者・サービス接遇
検定　３級・パソコン技能能力検定３級・こども運動指導者１級・こども運動指導者２級・自然
体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチ
ベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号・短期大学士

長崎県 鎮西学院 Ｈ・Ｋ スポーツコミュニティ株式会社 茨城県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・介護予防運動指導員・サービス接遇検
定　３級・こども運動指導者１級・こども運動指導者２級・キッズリーダー・モチベーション・
マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門
士称号・短期大学士

佐賀県 佐賀女子短期大学付属佐賀女子 Ｋ・Ｙ 社会福祉法人　栄光会　呼子保育園 佐賀県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・チャイルドボディセラ
ピスト 3 級・こども運動指導者１級・こども運動指導者２級・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・PADI エマー
ジェンシー ･ ファースト・レスポンス・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・JCCA ベーシックインストラクター・普通救命講習Ⅰ・専門士称号・短期大学士

熊本県 千原台 Ｉ・Ｋ 社会福祉法人グリーンコープ　名島りすの森こども園 福岡県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・パソコン技能
能力検定３級・こども運動指導者１級・こども運動指導者２級・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・
PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・キッズリーダー・モチベーション・マネジメント
協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号・短期大学士
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大分県 大分南 Ｋ・Ｋ 学校法人三幸学園　チャイルドケア事業部 埼玉県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・赤十字救急法救急員・サービス接遇検定　
３級・パソコン技能能力検定３級・こども運動指導者１級・こども運動指導者２級・自然体験活動
指導者（ＮＥＡＬ）・キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーション
マネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・水上安全法救助員・専門士称号・短期大学士

沖縄県 コザ Ｍ・Ｍ 株式会社 BANKAN わものや（一般職） 福岡県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・パソコン技能能力検定３級・こども運
動指導者１級・こども運動指導者２級・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・キッズリーダー・モ
チベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・JCCA
ベーシックインストラクター・普通救命講習Ⅰ・専門士称号・短期大学士
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福岡県 沖学園 Ｈ・Ｒ 株式会社 fan's 京都府 スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 嘉穂東 Ｋ・Ｋ 株式会社グローバルスポーツ医学研究所 福岡県
ストレッチングトレーナーパートナー・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・サービス接
遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーショ
ンマネージャー資格エントリー・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・日本ス
ポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 九州産業大学付属九州産業 Ｏ・Ｈ ライフタイムズ株式会社 福岡県
PHI Pilates A.C.Ts・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・
スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 糸島農業 Ｆ・Ｔ 株式会社　リフレッシュ 福岡県
ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナー・キッズリーダー・スポー
ツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 青豊 Ｓ・Ｔ 株式会社　ABC Cooking Studio 東京都 スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 太宰府 Ｄ・Ｔ スポーツジム春日 福岡県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・
SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通
救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 大和青藍 Ｔ・Ｒ 有限会社　飯塚スイミングスクール 福岡県 健康運動実践指導者・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公
認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 大和青藍 Ｗ・Ａ 社会福祉法人 西日本至福会　ケアハウスゆうあい 福岡県
健康運動実践指導者・JCCA ベーシックインストラクター・サービス接遇検定　３級・スポー
ツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 東海大学付属福岡 Ｏ・Ｙ 学校法人滋慶学園　東洋医療専門学校（進学） 大阪府
健康運動実践指導者・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポー
ツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・普通救
命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 東海大学付属福岡 Ｏ・Ｒ 医療法人 大和　大和クリニック 熊本県
健康運動実践指導者・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポー
ツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 博多青松 Ｔ・Ｓ エニタイムフィットネス 福岡県
ストレッチングトレーナーパートナー・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・イ
ンストラクター・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・
マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門
士称号

福岡県 八幡中央 Ｔ・Ｙ 株式会社ファクトリージャパン 福岡県
健康運動実践指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA リラクゼーションセラピス
ト・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント
協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・普通救
命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 飯塚 Ｍ・Ｒ 株式会社フュービック 福岡県
健康運動実践指導者・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポー
ツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 浮羽究真館 Ｉ・Ｒ 株式会社ライフサロン 福岡県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA
リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 福岡魁誠 Ｋ・Ｎ 株式会社フュービック 福岡県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・
IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インス
トラクター・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネ
ジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 福岡魁誠 Ｓ・Ｈ まつもと整骨院 福岡県 スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 福岡講倫館 Ｙ・Ｙ 株式会社佐々木整骨院 長崎県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・サービス接遇検定　３級・スポーツト
レーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 門司大翔館 Ｙ・Ａ HUG FUKUOKA 福岡県
ストレッチングトレーナーパートナー・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベー
シック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 柳川 Ｙ・Ｒ Ocross 株式会社　柳川はりきゅう整骨院 福岡県
JCCA ベーシックインストラクター・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシッ
ク・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・
普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 柳川 Ｙ・Ｋ 吉田通信　株式会社 神奈川県
ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　
３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号
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長崎県 壱岐商業 Ｎ・Ｄ 株式会社アークアスリート 千葉県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・
IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシッ
ク・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・
普通救命講習Ⅰ・専門士称号

長崎県 壱岐商業 Ｏ・Ｋ ニューエラジャパン合同会社 福岡県
健康運動実践指導者・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポー
ツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

長崎県 佐世保東翔 Ｓ・Ｋ 株式会社アイズスポーツ 福岡県
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベー
シック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

長崎県 松浦 Ｗ・Ｋ 株式会社そら 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・
JCCA ベーシックインストラクター・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシッ
ク・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・
普通救命講習Ⅰ・専門士称号

長崎県 松浦 Ｋ・Ｓ 株式会社 KTAJ 大阪府
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts　ADVANCE・PHI Pilates A.C.Ts・スト
レッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナー・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・
インストラクター・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モ
チベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

長崎県 西海学園 Ｏ・Ａ ストレッチ＆トレーニングトリム佐賀店 佐賀県
健康運動実践指導者・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポー
ツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

長崎県 川棚 Ｋ・Ｍ 株式会社ボディワークホールディングス 長崎県
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・IHTAリラクゼーションセラピスト・サー
ビス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公
認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習
Ⅰ・専門士称号

長崎県 創成館 Ｉ・Ｈ 株式会社リラックス 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA リラクゼーションセラピ
スト・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・こども運動指導者２級・サービス接遇検定　３級・スポーツトレー
ナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力
検定３級・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

長崎県 対馬 Ｋ・Ｈ 株式会社ボディワーク 東京都
健康運動実践指導者・IHTA リラクゼーションセラピスト・スポーツトレーナーベーシック・モ
チベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救
命講習Ⅰ・専門士称号

長崎県 鎮西学院 Ｍ・Ｊ VANS（キャナルシティ博多店） 福岡県
JCCA ベーシックインストラクター・IHTA リラクゼーションセラピスト・スポーツトレーナー
ベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エン
トリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

長崎県 鎮西学院 Ｎ・Ｒ 株式会社佐々木整骨院 福岡県
健康運動実践指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA リラクゼーションセラピス
ト・キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーショ
ン・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力
検定３級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

鹿児島県 指宿商業 Ｋ・Ｓ Body Care MAX 福岡県
IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシッ
ク・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・
普通救命講習Ⅰ・専門士称号

鹿児島県 鹿児島 Ｋ・Ｓ ブリヂストンスポーツアリーナ株式会社 福岡県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・
スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・水上安全法救助員・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習Ⅰ・
専門士称号

鹿児島県 鹿児島女子 Ｔ・Ｅ RIZAP 株式会社 鹿児島県
健康運動実践指導者・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベー
ション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習
Ⅰ・専門士称号

鹿児島県 鹿児島商業 Ｋ・Ｈ 学校法人　国際学園（進学） 福岡県 スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

鹿児島県 尚志館 Ｍ・Ｍ 株式会社グローバルスポーツ医学研究所 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・サービス接遇検定　３級・スポーツト
レーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

鹿児島県 樟南第二 Ｎ・Ｒ 有限会社ヒューマンケアドリーム 鹿児島県
健康運動実践指導者・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベー
ション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能
能力検定３級・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・
普通救命講習Ⅰ・専門士称号

鹿児島県 樟南第二 Ｈ・Ｗ 天城町役場 鹿児島県
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・IHTAリラクゼーションセラピスト・サー
ビス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公
認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習
Ⅰ・専門士称号

鹿児島県 川内 Ｍ・Ｍ 株式会社 R-body project 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts　ADVANCE・PHI 
Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・SAQ インストラクターレベル１・サービ
ス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチ
ベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

宮崎県 宮崎工業 Ｈ・Ｒ 株式会社チュウマンエンタプライズ 宮﨑県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・JCCA ベーシックインストラクター・
IHTA リラクゼーションセラピスト・キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・スポーツト
レーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号
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宮崎県 宮崎農業 Ｆ・Ｔ 株式会社フュービック 福岡県
健康運動実践指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・
IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラ
クター・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーション
マネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

宮崎県 聖心ウルスラ学園 Ｋ・Ａ 菊田木材合同会社 宮﨑県 スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

宮崎県 聖心ウルスラ学園 Ｊ・Ｋ ゼビオ株式会社 福岡県
ストレッチングトレーナーパートナー・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベー
シック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

宮崎県 都城東 Ｍ・Ｅ FAVORIX 株式会社 東京都
健康運動実践指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA リラクゼーションセラピス
ト・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーショ
ンマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

宮崎県 日章学園 Ｏ・Ａ 株式会社佐々木整骨院 長崎県
健康運動実践指導者・IHTA リラクゼーションセラピスト・スポーツトレーナーベーシック・モ
チベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコ
ン技能能力検定３級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

大分県 佐伯豊南 Ｈ・Ｒ 株式会社　リフレッシュ 福岡県
健康運動実践指導者・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA リラクゼーションセラピスト・
サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会
公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・日本スポーツ
ボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

大分県 大分 Ｋ・Ｔ 株式会社わ　とくなが整骨院 大分県
ストレッチングトレーナーパートナー・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベー
シック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

大分県 大分西 Ｓ・Ｈ 社会医療法人財団天心堂へつぎ病院健診健康増進センターフレスコ 大分県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・
JCCA ベーシックインストラクター・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　
３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

大分県 竹田 Ｗ・Ｍ RIZAP 株式会社 福岡県
健康運動実践指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・サービス接遇検定　３級・ス
ポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

大分県 別府青山 Ｕ・Ｋ リンクスポーツ株式会社 大分県 スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

大分県 楊志館 Ｋ・Ｋ 株式会社フュービック 福岡県
健康運動実践指導者・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公
認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習
Ⅰ・専門士称号

熊本県 阿蘇中央　阿蘇清峰校舎 Ｎ・Ｈ 株式会社ジェイ・スポーツコミュニケーション 福岡県 スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

熊本県 牛深 Ｍ・Ｙ 株式会社グローバルスポーツ医学研究所 東京都
健康運動実践指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・キッズリーダー・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチ
ベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

熊本県 熊本農業 Ｈ・Ａ 株式会社　RITA-STYLE 福岡県
健康運動実践指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・サービス接遇検定　３級・ス
ポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

熊本県 八代工業 Ｕ・Ｄ 株式会社　RITA-STYLE 熊本県
ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA リラクゼー
ションセラピスト・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　
モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

山口県 宇部中央 Ｙ・Ｋ 学校法人梅光学院　梅光学院大学（進学） 山口県
健康運動実践指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・サービス接遇検定　３級・ス
ポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・日本スポーツボランティアネット
ワーク認定　スポーツボランティア研修会・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

山口県 下関商業 Ｆ・Ｈ 株式会社佐々木整骨院 長崎県
健康運動実践指導者・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポー
ツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

沖縄県 前原 Ｋ・Ｔ 株式会社　フィットネスプロモーション 沖縄県 健康運動実践指導者・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公
認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

島根県 明誠 Ｋ・Ｋ 株式会社 03 studio03 福岡県 スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

その他 既卒 Ｔ・Ｈ シダックス　株式会社 福岡県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA
リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・サービス接遇検
定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーショ
ンマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号
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福岡県 屋久島おおぞら　福岡キャンパス Ｓ・Ｔ 星槎大学　福岡中央学習センター 福岡県
健康運動実践指導者・赤十字救急法救急員・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポン
ス・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシッ
ク・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・
普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 嘉穂東 Ａ・Ｎ 社会福祉法人　宮田親和会 福岡県
キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・
マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門
士称号

福岡県 香椎工業 Ｔ・Ｒ スポーツコンディショニングプロモーション JIN 福岡県 サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 三池 Ｋ・Ａ 株式会社グリーンカード 福岡県
アスレティックトレーナー・健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・JATI 認定トレーニン
グ指導者・赤十字救急法救急員・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３
級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーショ
ンマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 自由ケ丘 Ｙ・Ｔ よう整形外科クリニック 福岡県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・サービス接遇検
定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 誠修 Ｈ・Ｙ 株式会社グリーンカード 福岡県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・IHTA リラクゼー
ションセラピスト・SAQ インストラクターレベル１・キッズリーダー・サービス接遇検定　３
級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーショ
ンマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 太宰府 Ｙ・Ａ mont-bell 福岡天神店 福岡県
健康運動実践指導者・赤十字救急法救急員・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナー
ベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エン
トリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 筑紫中央 Ｓ・Ｙ ミズノスポーツサービス株式会社 茨城県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・JATI 認定トレーニング指導者・フィットネスクラ
ブ・マネジメント技能検定 3 級・赤十字救急法救急員・SAQ インストラクターレベル１・サー
ビス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公
認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 筑前 Ｏ・Ｋ 株式会社そら 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急
員・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシッ
ク・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・
パソコン技能能力検定３級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 朝倉光陽 Ｓ・Ｋ うきは市役所 福岡県
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・IHTAリラクゼーションセラピスト・キッ
ズリーダー・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 東福岡 Ｈ・Ｒ ブラボークライミング長崎 長崎県
健康運動実践指導者・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・普通救命講習
Ⅰ・専門士称号

福岡県 東福岡 Ｉ・Ｒ 株式会社フュービック 愛知県
健康運動実践指導者・赤十字救急法救急員・キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・スポー
ツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 柏陵 Ｙ・Ｍ 学校法人花田学園日本鍼灸理療専門学校（進学） 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・SAQ インストラ
クターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・
マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門
士称号

福岡県 福岡西陵 Ｉ・Ｗ スポーツコミュニティ株式会社 福岡県
健康運動実践指導者・赤十字救急法救急員・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチ
ベーションマネージャー資格エントリー・パソコン検定　３級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 福岡中央 Ｍ・Ｕ 埼玉県民球団　武蔵ヒートベアーズ 埼玉県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急
員・IHTA リラクゼーションセラピスト・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　
３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーショ
ンマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

鹿児島県 鹿屋工業 Ｂ・Ｔ 本格炭火焼神風 福岡県 スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

鹿児島県 鹿屋中央 Ｏ・Ｔ 株式会社　ミカサ 福岡県 JATI 認定トレーニング指導者・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

鹿児島県 鹿児島南 Ｙ・Ｙ ふるかわ整骨院 佐賀県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・IHTA リラクゼー
ションセラピスト・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツト
レーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

鹿児島県 神村学園高等部 Ｓ・Ｔ 株式会社ギラヴァンツ北九州 福岡県
PHI Pilates A.C.Ts・赤十字救急法救急員・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検
定　３級・サッカー C 級コーチ・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメン
ト協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

鹿児島県 大口 Ｓ・Ｙ 福岡市民体育館 福岡県
アスレティックトレーナー・健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急
法救急員・IHTA リラクゼーションセラピスト・JCCA ベーシックインストラクター・SAQ インストラクターレベル
１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・水上安全法救助員・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号
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鹿児島県 武岡台 Ｎ・Ｎ NPO 法人 SCC 鹿児島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・IHTA リラクゼー
ションセラピスト・JCCA ベーシックインストラクター・SAQ インストラクターレベル１・
サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協
会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

鹿児島県 枕崎 Ｎ・Ｍ パーソナルトレーニングジム　リバティ 福岡県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・IHTA リラクゼー
ションセラピスト・JCCA ベーシックインストラクター・SAQ インストラクターレベル１・サー
ビス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資
格エントリー・水上安全法救助員・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

熊本県 ルーテル学院 Ｉ・Ｓ GOLD'S GYM　熊本 East 熊本県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・モチベーション・
マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門
士称号

熊本県 九州学院 Ｍ・Ｒ 本格炭火焼神風 福岡県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・サービス接遇検定　３級・モチベーショ
ン・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本コンピュータ
能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

熊本県 熊本工業 Ｃ・Ｍ エスタ株式会社 福岡県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・IHTA リラクゼーションセラピスト・SAQ インス
トラクターレベル１・キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメン
ト協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・普通
救命講習Ⅰ・専門士称号

熊本県 熊本国府 Ｙ・Ｔ 熊本スポーツクラブ 熊本県 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通
救命講習Ⅰ・専門士称号

熊本県 水俣 Ｍ・Ｔ 医療法人飛翔会　寛田クリニック 広島県
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts　ADVANCE・PHI Pilates A.C.Ts・赤十字救急法
救急員・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベー
シック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

沖縄県 読谷 Ｈ・Ｔ 株式会社 ReBone 大分県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・SAQ インストラ
クターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・
マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門
士称号

沖縄県 名護 Ｈ・Ｎ 医療法人原三信病院　香椎原病院 福岡県
健康運動実践指導者・IHTA リラクゼーションセラピスト・JCCA ベーシックインストラク
ター・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメン
ト協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・普通
救命講習Ⅰ・専門士称号

沖縄県 名護 Ｍ・Ｓ ブラボークライミング長崎 長崎県 サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協
会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

大分県 情報科学 Ｋ・Ａ 株式会社ファクトリージャパングループ 福岡県 赤十字救急法救急員・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モ
チベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

大分県 別府青山 Ｉ・Ｒ アスリート株式会社 大阪府
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・JCCA ベーシック
インストラクター・SAQ インストラクターレベル１・モチベーション・マネジメント協会公認　
モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

宮崎県 都城 Ｍ・Ｋ 水口建設株式会社 鹿児島県 赤十字救急法救急員・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モ
チベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

宮崎県 本庄 Ｓ・Ｎ 社会福祉法人　慶明会 宮崎県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・赤十字救急法救急員・SAQ インストラクターレベ
ル１・キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベー
ション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習
Ⅰ・専門士称号

長崎県 西海学園 Ｋ・Ｒ キューデンヴォルテクス 福岡県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・IHTA リラクゼー
ションセラピスト・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　
モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

長野県 軽井沢 Ｓ・Ｊ 久留米大学　アイスホッケー部 福岡県
健康運動実践指導者・赤十字救急法救急員・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチ
ベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

山口県 徳山商工 Ｕ・Ｍ エスタ株式会社 長崎県
アスレティックトレーナー・健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・JATI 認定トレーニング指
導者・赤十字救急法救急員・JCCA ベーシックインストラクター・SAQ インストラクターレベル１・
キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーショ
ンマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

その他 既卒 Ｍ・Ｋ 株式会社スポーツプログラムス 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts　ADVANCE・PHI Pilates A.C.Ts・赤十字救急法救
急員・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメン
ト協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

その他 既卒 Ｈ・Ｔ 株式会社アイズスポーツ 福岡県
アスレティックトレーナー・PHI Pilates A.C.Ts　ADVANCE・PHI Pilates A.C.Ts・赤十字救
急法救急員・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチ
ベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・普通救命講習Ⅰ・専門
士称号

9

県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

アスレティックトレーナー科
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