
福岡県 稲築志耕館 Ｙ・Ｍ 有限会社エアル・ファ－スト 北海道
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・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・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・専門士

福岡県 稲築志耕館 Ｙ・Ｔ 株式会社ゴールドウイン 東京都
PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資
格エントリーコース修了書・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・専門士

福岡県 久留米筑水 Ｆ・Ｋ ゼビオ株式会社 福島県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファーストレス
ポンス・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・モチベーション・マネジメント協
会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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

福岡県 九州産業大学付属九州 Ｇ・Ｒ ブリヂストンスポーツアリーナ株式会社 福岡県

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・公益財団法人　日本水
泳連盟公認基礎水泳指導員・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・モチベー
ション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・ミズノ
株式会社MIZUNOアクアベーシック認定インストラクター・（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

福岡県 九州産業大学付属九州 Ｓ・Ｓ ＮＪテニスクラブ 茨城県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファーストレス
ポンス・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・モチベーション・マネジメント協
会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業
財団認定健康運動実践指導者・公益財団法人　日本テニス協会公認テニス教師・専門士

福岡県 九州産業大学付属九州産業 Ｋ・Ｈ ほうしゅやま整骨院 福岡県
PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース
修了書・専門士

福岡県 九州産業大学付属九州産業 Ｋ・Ｔ ゼビオ株式会社 福島県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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・専門士

福岡県 九州産業大学付属九州産業 Ｎ・Ｒ ゼビオ株式会社 福島県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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・専門士

福岡県 九州産業大学付属九州産業 Ｍ・Ｒ スポーツアクティベート株式会社 埼玉県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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・専門士

福岡県 九州産業大学付属九州産業 Ｔ・Ｒ 有限会社いきいきリハビリケア 福岡県

公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・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・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・
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・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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

福岡県 玄界 Ｍ・Ｍ コナミスポーツ株式会社 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファース
トレスポンス・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・PHI　
PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネ
ジャー資格エントリーコース修了書・公益財団法人　日本フィットネス協会認定エアロビックダンス
エクササイズインストラクター・（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

福岡県 光陵 Ｋ・Ｓ 株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファーストレス
ポンス・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・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・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチ
ベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・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・（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

福岡県 光陵 Ｋ・Ｔ 医療法人豊資会加野病院 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・東京都健康長寿医療センター認定介護
予防運動指導員・PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・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・
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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

福岡県 純真 Ｋ・Ｍ 株式会社レッツコンサルティング 福岡県
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・公益財団法人　日本フィットネス協会認定エアロビックダンスエクササイズインストラクター・
専門士

福岡県 筑紫台 Ｉ・Ａ 幼児活動研究会株式会社 東京都
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・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・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・専門士
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福岡県 筑紫台 Ｆ・Ｓ 有限会社日野体育あそび研究所 福岡県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・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・専門士

福岡県 筑豊 Ｋ・Ｋ コナミスポーツ株式会社 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファース
トレスポンス・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・PHI　
PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・モチベーション・マ
ネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・公益財団法人　
日本フィットネス協会認定エアロビックダンスエクササイズインストラクター・（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

福岡県 東福岡 Ｎ・Ｓ 医療法人順和長尾病院 福岡県

公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・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・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・
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・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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

福岡県 南筑 Ｕ・Ｎ 株式会社LAVA International 東京都
PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・モチベーション・マネジメント協会公
認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

福岡県 博多女子 Ｉ・Ｍ 株式会社東祥 愛知県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・モチベーション・マネジメ
ント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・公益財団法人　日本
フィットネス協会認定エアロビックダンスエクササイズインストラクター・（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

福岡県 柳川 Ｈ・Ｋ 株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン 東京都 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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・専門士

熊本県 熊本商業 Ｔ・Ｎ 株式会社ルネサンス 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファーストレス
ポンス・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・日本コンピュータ能力教育協議
会パソコン技能検定3級・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・モチベーション・マネジメント協会
公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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

熊本県 熊本商業 Ｓ・Ｔ リンクスポーツ株式会社 大分県
PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エント
リーコース修了書・公益財団法人　日本テニス協会公認テニス教師・専門士

熊本県 鹿本商工 Ｆ・Ｈ FCリーソル 熊本県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益財団法人　日本サッカー協会公認
キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エント
リーコース修了書・公益財団法人　日本サッカー協会公認C級コーチ・専門士

熊本県 小国 Ｋ・Ａ 医療法人三井会神代病院 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファーストレス
ポンス・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・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーショ
ン・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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

熊本県 北稜 Ｆ・Ｙ 株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン 東京都
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公認モチ
ベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・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・専門士

熊本県 北稜 Ｕ・Ｊ いだてん玉名（フリー） 熊本県
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・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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

佐賀県 高志館 Ｔ・Ｒ ゼビオ株式会社 福島県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・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・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・モチベーション・マネジメント協会公
認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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

佐賀県 三養基 Ｓ・Ｓ 陸上自衛隊 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益財団法人　日本サッカー協会公認
キッズリーダー・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・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・モチベーション・マネ
ジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

佐賀県 鳥栖 Ｓ・Ｈ リンクスポーツ株式会社 大分県
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・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定
健康運動実践指導者・公益財団法人　日本テニス協会公認テニス教師・専門士
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佐賀県 唐津西 Ｙ・Ｓ 株式会社リラックス 東京都 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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・専門士

佐賀県 唐津西 Ｕ・Ｒ 株式会社サガン・ドリームス 佐賀県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益財団法人　日本サッカー協会公認
キッズリーダー・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・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・公益財団法人　日
本サッカー協会公認C級コーチ・専門士

佐賀県 北陵 Ｆ・Ｔ 有限会社生涯スポーツ研究所　木下スポーツクラブ 福岡県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・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・専門士

鹿児島県 志布志 Ｆ・Ｎ 株式会社東祥 愛知県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファーストレス
ポンス・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・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーショ
ン・マネジャー資格エントリーコース修了書・公益財団法人　日本フィットネス協会認定エアロビッ
クダンスエクササイズインストラクター・（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

鹿児島県 鹿屋中央 Ｓ・Ｔ 株式会社KDDIエボルバ 福岡県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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・専門士

鹿児島県 鹿児島玉龍 Ｆ・Ｋ ブリヂストンスポーツアリーナ株式会社 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・公益財団法人　日本水泳連盟公認基礎水泳指導員・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチ
ベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・ミズノ株式会社MIZUNOアクアベーシック
認定インストラクター・（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

鹿児島県 鹿児島南 Ｍ・Ｈ 株式会社ABCマート 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファーストレス
ポンス・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・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーショ
ン・マネジャー資格エントリーコース修了書・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・専門士

鹿児島県 鹿児島南 Ｓ・Ｍ 株式会社河合楽器製作所 静岡県
公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・PADIエマージェンシー・ファーストレスポ
ンス・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・日本スポーツ教育
協議会主催こども運動指導者検定2級・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーショ
ン・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

山口県 宇部西 Ｍ・Ｈ ゼビオ株式会社 福島県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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・専門士

山口県 防府西 Ｋ・Ｒ 株式会社SSS 山口県
公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネ
ジャー資格エントリーコース修了書・専門士

山口県 防府西 Ｓ・Ａ 国際貿易株式会社 山口県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・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・モチ
ベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・
専門士

長崎県 創成館 Ｙ・Ｓ リーフラス株式会社 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益財団法人　日本サッカー協会公認
キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エント
リーコース修了書・公益財団法人　日本サッカー協会公認C級コーチ・専門士

長崎県 大村城南 Ｔ・Ｍ 株式会社ライフウェル 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファーストレスポン
ス・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・PHI　PilatesPHI　Pilates 
A.C.Ts・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・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネ
ジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・公益財
団法人　日本フィットネス協会認定エアロビックダンスエクササイズインストラクター・専門士

長崎県 諫早農業 Ｍ・Ｋ 株式会社スクールパートナー 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・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・専門士

大分県 国東 Ｍ・Ｒ ブルーポイント鍼灸整骨院 大分県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファーストレス
ポンス・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・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・
JCCAベーシックインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・（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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大分県 国東 Ｈ・Ｓ 株式会社MASUKO 大分県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・東京都健康長寿医療センター認定介護
予防運動指導員・PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・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・
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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

大分県 大分 Ｎ・Ｋ 株式会社MASUKO 大分県
PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・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・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーショ
ン・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

広島県 西条農業 Ｈ・Ｋ 一般社団法人東広島TFC 広島県
公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・PADIエマージェンシー・ファーストレスポ
ンス・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・モチベーション・マネジメント協会
公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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

宮崎県 宮崎北 Ｙ・Ｓ 株式会社名古屋グランパスエイト 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファーストレス
ポンス・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・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネ
ジャー資格エントリーコース修了書・公益財団法人　日本サッカー協会公認C級コーチ・専門士

4

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（現：スポーツインストラクター科）

福岡リゾート＆スポーツ専門学校　2020



福岡県 筑紫台 Ｍ・Ｍ 株式会社BUDDY　認定こども園バディスポーツ幼育園 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本スポーツ教育協議会主催こども運
動指導者検定2級・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エ
ントリーコース修了書・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・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・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教
諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・専門士

福岡県 筑紫中央 Ｏ・Ｈ 学校法人森山学園　正進幼稚園 福岡県

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定3級・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・モチベーション・マネジメント
協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ教育協議会
主催こども運動指導者検定1級・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・文部科
学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用
資格・厚生労働省認定保育士資格・専門士

福岡県 福岡海星女子学院 Ａ・Ｃ 社会福祉法人光永会　デュランタ保育園 福岡県
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・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・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労
働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・専門士

福岡県 福岡海星女子学院 Ｓ・Ｍ 社会福祉法人相和会　なかがわ保育園 福岡県

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定3級・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・モチベーション・マネジメント
協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ教育協議会
主催こども運動指導者検定1級・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・文部科
学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用
資格・厚生労働省認定保育士資格・専門士

福岡県 福岡講倫館 Ｈ・Ｋ 学校法人三幸学園　チャイルドケア事業本部 東京都

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリー
コース修了書・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・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・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免
許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・専門士

福岡県 北九州市立 Ｎ・Ｈ BIG TOWN株式会社　放課後等デイサービス　暖母 福岡県

自然体験活動指導者（野外コーチ）・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・
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・文部科学省認定短期大学士・文部科学
省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資
格・専門士

熊本県 専修大学玉名 Ｏ・Ｈ 株式会社BUDDY　認定こども園バディスポーツ幼育園 福岡県

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検
定2級・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコー
ス修了書・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・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・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・
厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・専門士

熊本県 北稜 Ｔ・Ｃ 社会福祉法人未来福祉会　恵あおぞら保育園 福岡県

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定3級・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・モチベーション・マネジメント
協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ教育協議会
主催こども運動指導者検定1級・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・文部科
学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用
資格・厚生労働省認定保育士資格・専門士

鹿児島県 国分中央 Ｏ・Ｓ 社会福祉法人鹿児島県社会福祉事業団　児童養護施設　若葉学園 鹿児島県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本スポーツ教育協議会主催こども運
動指導者検定2級・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エ
ントリーコース修了書・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・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・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教
諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・専門士

鹿児島県 樟南第二 Ｎ・Ｙ 社会福祉法人清風会　香住ケ丘保育園 福岡県

社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・PHI　PilatesPHI　
Pilates A.C.Ts・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本スポーツ教育協議
会主催こども運動指導者検定2級・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネ
ジャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・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・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定
幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・専門士

山口県 西京 Ｈ・Ｍ 学校法人三幸学園　チャイルドケア事業本部 東京都

社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・PADIエマージェンシー・
ファーストレスポンス・自然体験活動指導者（野外コーチ）・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定3級・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者
検定1級・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・文部科学省認定短期大学士・文部科学省
認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・専門士

大分県 大分西 Ｉ・Ｍ 特定非営利法人スマイスセレソン　スマイスセレソンスポーツ幼児園 大分県

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定3級・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・モチベーション・マネジメント
協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ教育協議会
主催こども運動指導者検定1級・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・文部科
学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用
資格・厚生労働省認定保育士資格・専門士

宮崎県 小林秀峰 Ｋ・Ｓ 社会福祉法人大谷　朋こども園 宮崎県

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定3級・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・モチベーション・マネジメント
協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ教育協議会
主催こども運動指導者検定1級・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・文部科
学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用
資格・厚生労働省認定保育士資格・専門士
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県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

スポーツ保育科
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福岡県 ありあけ新世 Ｔ・Ｔ 株式会社フィジオ 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチ
ベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・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・専門士

福岡県 クラーク記念国際　久留米キャンパス Ｉ・Ｍ 株式会社THINKフィットネス 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・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・モチ
ベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・Ｎ
ＰＯ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・専門士

福岡県 宇美商業 Ｗ・Ｍ スポーツコミュニティ株式会社 神奈川県

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・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・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導
者検定2級・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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーション
セラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリー
コース修了書・専門士

福岡県 九州産業大学付属九州産業 Ｕ・Ｋ 株式会社ボディワークホールディングス 東京都

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリー
ダー・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・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・NPO法人日本SAQ協会認定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公認モチベーション・マネジャー資格エ
ントリーコース修了書・専門士

福岡県 玄界 Ｃ・Ｔ 有限会社ひかり 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養
コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・ＮＰ
Ｏ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・専門士

福岡県 光陵 Ｙ・Ｓ 株式会社レッツコンサルティング 福岡県

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・NPO法人日本SAQ協会認定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公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・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・専門士

福岡県 三潴 Ｆ・Ｙ くるめ接骨院・整体院 東京都
PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・ＩＨＴＡ認定リラクゼーション
セラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリー
コース修了書・（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

福岡県 糸島 Ｉ・Ｎ 医療法人豊資会　加野病院 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・東京都健康長寿医療センター認定介護予防
運動指導員・PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・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・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・NPO法人日本SAQ協会認定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公認モチベーション・マネジャー資格
エントリーコース修了書・（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

福岡県 常磐 Ｎ・Ｒ 株式会社アレフ 福岡県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

福岡県 須恵 Ｕ・Ｒ 有限会社サポート 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益財団法人　日本サッカー協会公認キッ
ズリーダー・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・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン
技能検定3級・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネ
ジャー資格エントリーコース修了書・（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

福岡県 星琳 Ｍ・Ｓ 株式会社ホテル日航福岡 福岡県
PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エント
リーコース修了書・（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

福岡県 西日本短期大学附属 Ｕ・Ｋ 児童発達ステーションさら 福岡県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

福岡県 折尾 Ｅ・Ｆ 戸畑共立病院 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファース
トレスポンス・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・PHI　
PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・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リーダー研修会・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

福岡県 太宰府 Ｙ・Ｈ 株式会社コード 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・モチベーション・マネジメ
ント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日本
栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協
会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

福岡県 大川樟風 Ｅ・Ｔ 株式会社Re.ファイン 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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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県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

スポーツトレーナー科
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福岡県 第一薬科大学付属 Ｔ・Ｔ つぼみ整骨院 福岡県
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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・モチベーショ
ン・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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

福岡県 第一薬科大学付属 Ｈ・Ｈ 株式会社さんくふる 福岡県
PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資
格エントリーコース修了書・専門士

福岡県 第一薬科大学付属 Ｄ・Ｒ 株式会社ベンチャーバンク 東京都

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・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーショ
ン・マネジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ
星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイ
ザー・専門士

福岡県 筑紫台 Ｉ・Ｍ 株式会社ボディワークホールディングス 福岡県

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピス
ト・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格
エントリーコース修了書・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践ア
ドバイザー・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・専門士

福岡県 筑紫中央 Ｍ・Ｒ 株式会社ライフネス 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・ＩＨ
ＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー
資格エントリーコース修了書・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・専門士

福岡県 筑前 Ａ・Ｒ 株式会社Fast Fitness Japan（エニタイムフィットネス） 福岡県

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・モチベーション・マネジメント協会
公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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

福岡県 中村学園女子 Ｋ・Ｍ ボディケアマックス 福岡県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリー
コース修了書・専門士

福岡県 東海大学付属福岡 Ｓ・Ｍ 馬場整骨院 熊本県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・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・NPO法人日本SAQ協会認定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
協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

福岡県 博多 Ｓ・Ｋ 株式会社ライフネス 福岡県
公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・ＩＨＴＡ認定リラクゼーション
セラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリー
コース修了書・専門士

福岡県 浮羽究真館 Ｏ・Ｍ 株式会社THINKフィットネス 東京都
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・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モ
チベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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

福岡県 福岡魁誠 Ａ・Ｍ 株式会社GYM FIELD 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネ
ジャー資格エントリーコース修了書・（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

福岡県 福岡工業大学附属城東 Ｗ・Ｍ リーフラス株式会社 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・
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・NPO法人日本SAQ
協会認定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公認モチベーショ
ン・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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

福岡県 福岡常葉 Ｋ・Ｒ 社会福祉法人宮田親和会　身体障害者療護施設みやた苑 福岡県
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・NPO法人日本SAQ協会
認定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公認モチベーション・
マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

福岡県 福岡大学附属若葉 Ｈ・Ｍ 株式会社INSPA 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファーストレスポ
ンス・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・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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・PHI　PilatesPHI 
Pilates A.C.Ts advance・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・ＩＨＴＡ認定リラ
クゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格
エントリーコース修了書・（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

鹿児島県 奄美 Ｓ・Ｄ しばた整骨院 福岡県
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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーショ
ンセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エント
リーコース修了書・（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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鹿児島県 市来農芸 Ｍ・Ｔ 医療法人豊資会　加野病院 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファーストレス
ポンス・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・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・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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・ＩＨＴＡ認定リ
ラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー
資格エントリーコース修了書・（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

鹿児島県 鹿児島城西 Ｉ・Ｓ 有限会社サポート 福岡県
公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネ
ジャー資格エントリーコース修了書・専門士

鹿児島県 鹿島学園　薩摩川内キャンパス Ｉ・Ｔ 株式会社ルネサンス 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養
コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・ＮＰ
Ｏ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・専門士

鹿児島県 鹿島学園　鹿屋キャンパス Ｔ・Ｙ ストレッチ専門店ROM UP 鹿児島県
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・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モ
チベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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

鹿児島県 樟南 Ｓ・Ｃ 株式会社ファイブフォックス 鹿児島県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・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・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネ
ジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一
般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・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・専門士

鹿児島県 大口 Ｕ・Ｋ フリーランス（スポーツトレーナー） 鹿児島県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・東京都健康長寿医療センター認定介
護予防運動指導員・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エ
ントリーコース修了書・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・専門士

鹿児島県 隼人工業 Ｎ・Ｒ 株式会社ボディワークホールディングス 東京都

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・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・ＩＨＴＡ認定リラク
ゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格
エントリーコース修了書・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・専門士

鹿児島県 枕崎 Ｈ・Ｓ 株式会社エスアンドエフ 神奈川県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリー
コース修了書・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・専門士

大分県 宇佐 Ｓ・Ｋ 株式会社ReBone 大分県
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・NPO法人日本SAQ協会
認定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公認モチベーション・
マネジャー資格エントリーコース修了書・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・専門士

大分県 高田 Ｓ・Ｒ 株式会社ボディワークホールディングス 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・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
アリーダー研修会・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エ
ントリーコース修了書・専門士

大分県 高田 Ｒ・Ｈ リーフラス株式会社 東京都
公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・モ
チベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

大分県 佐伯鶴城 Ｋ・Ｈ 株式会社ファクトリージャパングループ 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQ
インストラクターレベル1・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リーダー研修会・ＩＨＴＡ認定リラ
クゼーションセラピスト・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・モチベー
ション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・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・専門士

大分県 佐伯豊南 Ｙ・Ｒ 株式会社ホテルオークラ福岡 福岡県

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・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モ
チベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協
会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践ア
ドバイザー・専門士

大分県 三重総合 Ｎ・Ｎ 株式会社ボディセラピストエージェンジー 東京都
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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーショ
ンセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エント
リーコース修了書・専門士

大分県 大分鶴崎 Ｍ・Ｓ ミズノスポーツサービス株式会社 大阪府

東京都健康長寿医療センター認定介護予防運動指導員・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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピス
ト・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・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・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・専門士
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長崎県 壱岐商業 Ｋ・Ｎ 株式会社チャイルド 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファーストレス
ポンス・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・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・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・ＩＨＴＡ認定リラ
クゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資
格エントリーコース修了書・専門士

長崎県 壱岐商業 Ｔ・Ｎ 株式会社グローバルスポーツ医学研究所 東京都

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・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技
能検定3級・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モ
チベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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

長崎県 佐世保商業 Ｋ・Ｈ 株式会社フュービック 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・ＩＨＴＡ認定リラクゼーション
セラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリー
コース修了書・（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

長崎県 創成館 Ｓ・Ｋ ゼビオ株式会社 福岡県
PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・
マネジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄
養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・
専門士

長崎県 鎮西学院 Ｔ・Ａ 吉本整形外科クリニック 福岡県

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・PHI　PilatesPHI　
Pilates A.C.Ts・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・モチベーション・マネジメント協会
公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日本栄養コン
シェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポー
ツ栄養実践アドバイザー・専門士

佐賀県 嬉野 Ｍ・Ｒ ミズノスポーツサービス株式会社 大阪府

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・PHI　
PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・NPO法人日本SAQ
協会認定SAQインストラクターレベル1・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リーダー研修会・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　
日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・（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

佐賀県 佐賀学園 Ｆ・Ｙ 株式会社マウナ・ケア 佐賀県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

佐賀県 佐賀学園 Ｎ・Ｙ 株式会社アライバル 東京都

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・NPO法人日本SAQ協会認
定SAQインストラクターレベル1・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメ
ント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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

佐賀県 鳥栖 Ｍ・Ａ 株式会社リラックス 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・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・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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインス
トラクターレベル1・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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・モチ
ベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・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・専門士

熊本県 菊池 Ｉ・Ｋ セブンエー美容株式会社 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モ
チベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協
会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践ア
ドバイザー・専門士

熊本県 球磨商業 Ｋ・Ｔ 株式会社ボディワークホールディングス 東京都 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・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

熊本県 熊本中央 Ｓ・Ｓ スポーツクラブNAS株式会社 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・NPO法人日本SAQ協会認定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公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・

（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

熊本県 千原台 Ｎ・Ａ 株式会社エリートフィットネス 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリー
コース修了書・専門士

宮崎県 延岡工業 Ｙ・Ｍ ブルーポイント鍼灸整骨院 大分県

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・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養
コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・（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

宮崎県 延岡商業 Ｍ・Ｒ 株式会社ケイメイ 宮崎県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファーストレス
ポンス・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・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチ
ベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士
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宮崎県 宮崎学園 Ｎ・Ｓ 株式会社ケイメイ 宮崎県
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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーショ
ンセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エント
リーコース修了書・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・
専門士

沖縄県 前原 Ｔ・Ｋ 株式会社ボディワークホールディングス 東京都

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・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・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リーダー研修会・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチ
ベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

沖縄県 豊見城南 Ｔ・Ｍ 株式会社佐々木整骨院 長崎県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（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

沖縄県 名護 Ｎ・Ｍ 株式会社Fast Fitness Japan（エニタイムフィットネス） 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリー
コース修了書・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・専門士

山口県 宇部西 Ｍ・Ｎ ボディケアマックス 福岡県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファーストレス
ポンス・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・モチベーション・マネジメ
ント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

山口県 誠英 Ｔ・Ｒ 株式会社ルネサンス 東京都

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・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・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベー
ション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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

広島県 御調 Ｍ・Ｒ 社会福祉法人静和会 広島県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士
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福岡県 稲築志耕館 Ｓ・Ｒ 医療法人社団鎮誠会 千葉県 JCCAベーシックインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

福岡県 玄界 Ｏ・Ｍ 株式会社エーガールズ 福岡県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコー
ス修了書・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

福岡県 山門 Ｆ・Ｈ 株式会社ファクトリージャパングループ 福岡県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・JCCAベーシックインストラクター・モ
チベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・

（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

福岡県 精華女子 Ｓ・Ｍ 株式会社ウエスト 福岡県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・NPO法人日本SAQ協会認定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公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

福岡県 青豊 Ｕ・Ｙ 有限会社エイコーウェル 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・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・JCCAベーシックインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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リーダー研修会・専門士

福岡県 太宰府 Ｓ・Ｔ ボディマジック 福岡県
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（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・専門士

福岡県 筑紫台 Ｋ・Ｍ 株式会社ヘルスケアグループファルコン 沖縄県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・
マネジャー資格エントリーコース修了書・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・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・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リーダー研修会・専門士

福岡県 東福岡 Ｔ・Ｋ 学校法人三幸学園　福岡リゾート＆スポーツ専門学校 福岡県

公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・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・JCCAベーシックインストラクター・
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（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リーダー研修会・専門士

福岡県 東福岡 Ｙ・Ｍ 株式会社トゥエンティーフォーセブン 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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・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リーダー研修
会・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

福岡県 武蔵台 Ｆ・Ｓ 株式会社ワイズケア 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・
マネジャー資格エントリーコース修了書・（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・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・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リーダー研修会・専門士

福岡県 福岡魁誠 Ｓ・Ｓ 株式会社エム・コーポレーション 福岡県

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチ
ベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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

福岡県 福岡魁誠 Ｈ・Ｎ 株式会社ライフネス 福岡県

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・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・NPO法人
日本SAQ協会認定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公認モ
チベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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

福岡県 福岡魁誠 Ｙ・Ｄ スポーツコミュニティ株式会社 神奈川県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益財団法人　日本サッカー協会公認
キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エント
リーコース修了書・（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・専門士

福岡県 福岡講倫館 Ｎ・Ｋ 株式会社ABCマート 福岡県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・JCCAベーシックインストラクター・モ
チベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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

福岡県 福岡女子 Ｓ・Ｍ リーフラス株式会社 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・PADIエマージェンシー・ファーストレスポ
ンス・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチ
ベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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・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リーダー研修会・専門士
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長崎県 佐世保東翔 Ｈ・Ａ 医療法人慧明会　貞松病院 長崎県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチ
ベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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・NPO法人日本SAQ
協会認定SAQインストラクターレベル1・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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・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リーダー研修会・専門士

長崎県 佐世保東翔 Ｔ・Ｓ リーフラス株式会社 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネ
ジャー資格エントリーコース修了書・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

長崎県 創成館 Ｉ・Ｔ 株式会社システムステーション 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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・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

長崎県 長崎北陽台 Ｕ・Ｙ 医療法人大場整形外科 大分県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラ
クターレベル1・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・モチベーショ
ン・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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・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リーダー研修会・専門士

長崎県 島原 Ｋ・Ｋ スタジオボディデザイン 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・JCCAベーシックインストラクター・モ
チベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・
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

佐賀県 佐賀清和 Ｎ・Ａ 株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム 兵庫県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・NPO法人日本SAQ協会認定SAQイ
ンストラクターレベル1・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・
JCCAベーシックインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・（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・（公財）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

佐賀県 佐賀東 Ｉ・Ａ 有限会社サポート 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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・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

佐賀県 多久 Ｍ・Ｔ 株式会社フュービック 東京都

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・JCCAベーシックインス
トラクター・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリー
コース修了書・（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・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リーダー研修会・専門士

佐賀県 鳥栖商業 Ｎ・Ｙ 株式会社トリプルクラウン 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格
エントリーコース修了書・（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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・日本赤十字社赤十字
救急法救急員・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・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リーダー研修会・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

熊本県 玉名 Ｙ・Ｎ 株式会社トリプルクラウン 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PADIエマージェンシー・ファーストレス
ポンス・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・公益財団法人　日本サッ
カー協会公認キッズリーダー・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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコー
ス修了書・（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

熊本県 千原台 Ｕ・Ｋ 株式会社ライフタイムズ 福岡県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

熊本県 大津 Ｋ・Ｒ 社会医療法人寿量会　熊本機能病院　指定運動療法施設　熊本健康・体力づくりセンター 熊本県
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（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

大分県 玖珠美山 Ａ・Ｙ 有限会社サポート 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益財団法人　日本サッカー協会公認
キッズリーダー・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・NPO法人日本
SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・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・JCCAベーシックインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公
認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本赤十字社赤十字救急法救急
員・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リーダー研修会・専門士

大分県 三重総合 Ｓ・Ｔ ファイテン株式会社 大分県
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・NPO法人日本SAQ協
会認定SAQインストラクターレベル1・JCCAベーシックインストラクター・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・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

大分県 中津北 Ｎ・Ｎ 株式会社ABCマート 福岡県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公
認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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・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・専門士
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沖縄県 興南 Ｈ・Ｍ フサトコーチングアカデミー 沖縄県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公
認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本赤十字社赤十字救急法救急
員・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・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・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポー
ツボランティアリーダー研修会・専門士

沖縄県 名護 Ｙ・Ａ 株式会社六人会　ロクト整形外科クリニック 沖縄県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・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・PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・JCCAベーシックインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリー
コース修了書・（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・（公財）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

宮崎県 日南 Ｙ・Ａ 日南スポーツ鍼灸整骨院 宮崎県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・NPO法人日本SAQ協会認定SAQイ
ンストラクターレベル1・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・
JCCAベーシックインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・（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

宮崎県 日南 Ｔ・Ｋ 株式会社システムステーション 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラ
クターレベル1・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・モチベーショ
ン・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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・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リーダー研修会・専門士

島根県 明誠 Ｈ・Ａ 医療法人原三信病院　香椎原病院 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益財団法人　日本サッカー協会公認
キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エント
リーコース修了書・（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・（公
財）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

鹿児島県 鹿児島情報 Ｙ・Ｋ 株式会社タスク・フォース 埼玉県

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・JCCAベーシックインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公
認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（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・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
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