
福岡県 玄洋 Ｙ・Ｔ NPO法人　ゆめふうせん 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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレー
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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレ
ベル1・公益財団法人　日本フィットネス協会ウォーキングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネ
ス協会ストレッチングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズベー
シックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会エアロビックダンスエクササイズベーシックインストラクター・専門士

福岡県 玄洋 Ｄ・Ｙ リンクスポーツ株式会社 大分県

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・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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインス
トラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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・公益財団法人　日本テニス協会公認C級審判員・専門士

福岡県 城南 Ｔ・Ａ ミズノスポーツサービス株式会社 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　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴ
Ｉ認定トレーニング指導者・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・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
会公認公認モチベーション・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアド
バンストトレーナー・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・専門士

福岡県 常磐 Ｋ・Ｙ カホスイミングスクール 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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエ
クササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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・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・公益財団法人　日本水泳連盟公認基礎水泳指導員・公
益財団法人　日本フィットネス協会ウォーキングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会
ストレッチングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズベーシッ
クインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会エアロビックダンスエクササイズベーシックインストラクター・専門士

福岡県 西日本短期大学附属 Ｙ・Ｍ 株式会社ファインステップ 大阪府

一般社団法人　スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・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公認モチベーション・
マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・
JCCAアドバンストトレーナー・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・専門士

福岡県 青豊 Ｎ・Ｒ 株式会社THINKフィットネス 山口県

（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・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
ネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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・
NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・公益財団法人　日本フィットネス協会ウォーキングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会ウォーキ
ングエクササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会ストレッチングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会ストレッチングエクササイズイン
ストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズインストラクター・公益財団
法人　日本フィットネス協会エアロビックダンスエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会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 太宰府 Ｋ・Ｋ 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアド
バンストトレーナー・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・公益財団法人　日本フィッ
トネス協会ウォーキングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会ストレッチングエ
クササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズベーシックインス
トラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会エアロビックダンスエクササイズベーシックインストラクター・専門士

福岡県 太宰府 Ｙ・Ｎ 福岡体操クラブ 福岡県

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・
マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストト
レーナー・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・公益財団法人　日本フィットネス協
会ウォーキングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会ストレッチングエクササ
イズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズベーシックインストラ
クター・公益財団法人　日本フィットネス協会エアロビックダンスエクササイズベーシックインストラクター・専門士

福岡県 大牟田北 Ｓ・Ａ 株式会社アイライフ 埼玉県

一般社団法人　スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・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公認モチベーション・マネー
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
ティアリーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストト
レーナー・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・専門士

福岡県 大和青藍 Ｓ・Ｓ 幼児活動研究会株式会社 福岡県

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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンストトレーナー・公
益財団法人　日本フィットネス協会ウォーキングエクササイズベーシックインストラクター・公益財
団法人　日本フィットネス協会ストレッチングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団
法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　
日本フィットネス協会エアロビックダンスエクササイズベーシックインストラクター・専門士

福岡県 筑紫台 Ｔ・Ａ 株式会社ファインステップ 大阪府

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
公認公認モチベーション・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインス
トラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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・専門士

福岡県 筑紫台 Ｙ・Ｙ 株式会社エスグルーヴ 福岡県

一般社団法人　スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・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公認モチベーション・
マネー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
ランティアリーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバン
ストトレーナー・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・専門士

福岡県 東海大学付属福岡 Ｈ・Ａ 株式会社メディカルスポーツライフ研究所 福岡県

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズイ
ンストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・公益財団法人　日本フィットネス協会ウォーキングエ
クササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会ストレッチングエクササイズイン
ストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズインストラクター・公益
財団法人　日本フィットネス協会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 博多 Ｈ・Ｋ はるおかスイミングスクール 福岡県

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササ
イズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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・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・
公益財団法人　日本水泳連盟公認基礎水泳指導員・専門士

福岡県 柏陵 Ｏ・Ｇ 有限会社エアルファースト 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・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・マネー
ジャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCA
アドバンストトレーナー・専門士
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福岡県 飯塚 Ｋ・Ｍ スポーツクラブNAS株式会社 福岡県

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilates
ベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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・公益財団法人　日本フィット
ネス協会ウォーキングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会ウォーキングエクササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィッ
トネス協会ストレッチングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会ストレッチングエクササイズインストラクター・公益財団法人　日本
フィットネス協会レジスタンスエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズインストラクター・公益財団法人　日本
フィットネス協会エアロビックダンスエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会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 福岡工業大学附属城東 Ｔ・Ｃ 医療法人　吉本整形外科クリニック 福岡県

（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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイ
ズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・公益財団法人　
日本フィットネス協会ウォーキングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会ストレッチン
グエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズベーシックインスト
ラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会エアロビックダンスエクササイズベーシックインストラクター・専門士

福岡県 福岡第一 Ｋ・Ｔ 株式会社グローバルアリーナ 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・JCCAアドバンストトレーナー・公益財団法人　日本フィットネス協会ウォーキングエクササ
イズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会ストレッチングエクササイ
ズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズ
ベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会エアロビックダンスエクササイ
ズベーシックインストラクター・専門士

福岡県 福岡農業 Ｆ・Ｒ 西表島ダイビングベース　ホットマングローブ 沖縄県

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・マネー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・PADIオープ
ンウォーターダイバー・PADIエマージェンシー・オキシジェン・プロバイダー・PADIダイブマス
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・PADIオープンウォータース
クーバインストラクター・専門士

大分県 高田 Ｋ・Ｒ 城南体操教室 福岡県

（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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・
JCCAアドバンストトレーナー・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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQ
インストラクターレベル1・公益財団法人　日本フィットネス協会ウォーキングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日
本フィットネス協会ストレッチングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズ
ベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会エアロビックダンスエクササイズベーシックインストラクター・専門士

大分県 情報科学 Ｍ・Ｒ 健寿株式会社 福岡県

（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・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公認モチベーション・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシッ
クエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・専門士

大分県 日田 Ａ・Ｓ 星槎大学（進学） 福岡県

（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・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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラク
ター・JCCAアドバンストトレーナー・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・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・公益財団法人　日本フィットネス協会ウォーキングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会ストレッチングエクササイズベーシックインストラ
クター・公益財団法人　日本フィットネス協会ストレッチングエクササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズベーシックインストラクター・公
益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会エアロビックダンスエクササイズベーシックインストラクター・専門士

大分県 福徳学院 Ｓ・Ｔ アサヒ緑健　久山テニス倶楽部 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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・専門士

大分県 福徳学院 Ｎ・Ｈ 株式会社ユニコーン 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・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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベー
シックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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・公益財団法人　日本テニス協会公認C級審判員・
公益財団法人　日本テニス協会公認テニス教師・専門士

長崎県 清峰 Ｋ・Ｓ シンコースポーツ株式会社 福岡県

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・マネージャー
資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・公益財団法
人　日本フィットネス協会ウォーキングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会ストレッチン
グエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズベーシックインストラ
クター・公益財団法人　日本フィットネス協会エアロビックダンスエクササイズベーシックインストラクター・専門士

長崎県 創成館 Ｈ・Ｋ 特定非営利活動法人　エクセデール長崎 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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・専門士

長崎県 鎮西学院 Ｕ・Ｉ シンコースポーツ株式会社 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・マネージャー資格エントリーコース修了書・
PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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・公益財団法人　日本フィットネス協会ウォーキングエ
クササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会ストレッチングエクササイズ
インストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会ストレッチングエクササイズベーシックインストラク
ター・公益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズベーシックインストラクター・専門士

長崎県 猶興館 Ｍ・Ｒ ストレッチ＆トレーニング　トリム 佐賀県

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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストト
レーナー・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・公益財団法人　日本フィットネス協会エアロビックダンスエクササイズインストラクター・
NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・公益財団法人　日本フィットネス協会ウォーキングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日
本フィットネス協会ストレッチングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会ストレッチングエクササイズインストラクター・公益財団法人　
日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズインストラクター・専門士

佐賀県 伊万里農林 Ｋ・Ｋ 株式会社ファインステップ 大阪府
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
ント協会公認公認モチベーション・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシッ
クエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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・専門士

佐賀県 高志館 Ｕ・Ｓ TTCテニススクール　吉田記念テニス研修センター 千葉県
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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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・公益財団法人　日本テニス協
会公認C級審判員・専門士
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佐賀県 龍谷 Ｍ・Ｋ リンクスポーツ株式会社 大分県
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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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・専門士

鹿児島県 鹿児島 Ｆ・Ｋ エポックスポーツクラブ 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシッ
クエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラク
ターレベル1・公益財団法人　日本フィットネス協会ウォーキングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会ウォーキングエクササイズインストラク
ター・公益財団法人　日本フィットネス協会ストレッチングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会ストレッチングエクササイズインストラクター・
公益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズインストラクター・公益財団
法人　日本フィットネス協会エアロビックダンスエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会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

鹿児島県 鹿児島水産 Ｔ・Ｒ 有限会社NEWS 沖縄県

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・マネー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・PADIオープ
ンウォーターダイバー・PADIエマージェンシー・オキシジェン・プロバイダー・PADIダイブマス
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・PADIオープンウォータース
クーバインストラクター・専門士

鹿児島県 大島 Ｓ・Ｍ 学校法人森山学園　正進幼稚園 福岡県

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・
PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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・公益財団法人　日本フィットネス協会ウォーキングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィット
ネス協会ストレッチングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズベーシック
インストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会エアロビックダンスエクササイズベーシックインストラクター・専門士

山口県 早鞆 Ｙ・Ｎ シンコースポーツ株式会社 福岡県

（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・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・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
ネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラ
クター・JCCAアドバンストトレーナー・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・公益財団法人　日本フィットネス協会ウォーキングエクサ
サイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会ストレッチングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会レ
ジスタンスエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会エアロビックダンスエクササイズベーシックインストラクター・専門士

山口県 早鞆 Ｆ・Ｈ 株式会社ライフクリエイト 大分県

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズイ
ンストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・公益財団法人　日本フィットネス協会ウォーキングエ
クササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会ストレッチングエクササイズイン
ストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズインストラクター・公益
財団法人　日本フィットネス協会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

神奈川県 横浜立野 Ｉ・Ｍ 熊本デイサービス　ホコル 熊本県

（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・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公認モチベーション・マネー
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
ティアリーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストト
レーナー・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・専門士

島根県 明誠 Ｋ・Ｈ 社会福祉法人萌芽の森　めばえ保育園 福岡県

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・
マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストト
レーナー・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・公益財団法人　日本フィットネス協
会ウォーキングエクササイズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会ストレッチングエクササ
イズベーシックインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会レジスタンスエクササイズベーシックインストラ
クター・公益財団法人　日本フィットネス協会エアロビックダンスエクササイズベーシックインストラクター・専門士

沖縄県 中部商業 Ｕ・Ｒ ニライスポーツクラブ 沖縄県
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
ント協会公認公認モチベーション・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシッ
クエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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・専門士
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福岡県 ひびき Ｉ・Ｎ 学校法人三島学園／乳山幼稚園 福岡県

厚生労働省認定保育士資格・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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般社団法人　スポーツリズムトレーニング
協会DIFFUSER・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・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・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1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・マネージャー資格エントリーコース修了書・文部科学省認定短期大学士・専門士

福岡県 誠修 Ｈ・Ｃ 株式会社太洋／チャイルドハート大牟田 福岡県

厚生労働省認定保育士資格・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・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・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検
定2級・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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・文部科学省認定短期大学
士・専門士

福岡県 東海大学付属福岡 Ｍ・Ｍ 社会福祉法人双葉会／児童養護施設 双葉学園 福岡県

厚生労働省認定保育士資格・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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・文部科学省認定短期大学士・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 飛鳥未来　福岡キャンパス　 Ｋ・Ｈ 大幸保育園 愛知県

厚生労働省認定保育士資格・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般社団法人　スポーツリズムト
レーニング協会DIFFUSER・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・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1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・マネージャー資格エントリーコース修了書・文部科学省認定短期大学士・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・一般社団法人　スポーツリズムトレーニング協会JUNIOR INSTRUCTOR・専門士

福岡県 武蔵台 Ｙ・Ｓ 社会福祉法人共栄福祉会／岡本保育所 福岡県

厚生労働省認定保育士資格・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般社団法人　スポーツリズ
ムトレーニング協会DIFFUSER・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・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・日本スポー
ツ教育協議会主催こども運動指導者検定1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・マネージャー資格エン
トリーコース修了書・文部科学省認定短期大学士・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 球磨商業 Ｕ・Ｒ 学校法人三幸学園／ぽけっとランド深大寺保育園 東京都

厚生労働省認定保育士資格・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会サー
ビス接遇検定3級・一般社団法人　スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・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・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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・文部科学省認定短期大学士・専門士

熊本県 熊本国府 Ｏ・Ｍ 社会福祉法人まごころ会　あゆみらい保育園／あゆみらい保育園 福岡県

厚生労働省認定保育士資格・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・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・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・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・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・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・マネー
ジャー資格エントリーコース修了書・文部科学省認定短期大学士・専門士

熊本県 鹿本 Ｉ・Ｓ 学校法人森山学園／正進幼稚園 福岡県

厚生労働省認定保育士資格・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会サー
ビス接遇検定3級・一般社団法人　スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・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・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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・文部科学省認定短期大学士・専門士

熊本県 大津 Ｈ・Ｙ 社会福祉法人みつる会／城浜保育園 福岡県

厚生労働省認定保育士資格・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・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・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・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・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・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・マネー
ジャー資格エントリーコース修了書・文部科学省認定短期大学士・専門士

熊本県 天草拓心　本渡校舎 Ｙ・Ｙ 学校法人青山学園　幸田みやこ認定こども園 愛知県

厚生労働省認定保育士資格・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・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　スポーツリ
ズムトレーニング協会DIFFUSER・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・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・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・マネー
ジャー資格エントリーコース修了書・文部科学省認定短期大学士・専門士

長崎県 島原農業 Ｏ・Ｋ 学校法人九州筑紫学園／美和台幼稚園 福岡県

厚生労働省認定保育士資格・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・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　スポーツリ
ズムトレーニング協会DIFFUSER・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・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・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・マネー
ジャー資格エントリーコース修了書・文部科学省認定短期大学士・専門士

長崎県 諫早商業 Ｆ・Ｙ 社会福祉法人　遠竹保育園 長崎県

厚生労働省認定保育士資格・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・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　スポーツリ
ズムトレーニング協会DIFFUSER・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・文部科学省認定短期大
学士・一般社団法人　スポーツリズムトレーニング協会JUNIOR INSTRUCTOR・専門士

山口県 西京 Ｎ・Ｊ 社会福祉法人双葉会／児童養護施設 双葉学園みのり 福岡県

厚生労働省認定保育士資格・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・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・公益財団法人　実務技能
検定協会サービス接遇検定3級・一般社団法人　スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・文部科学省認定短期
大学士・専門士

高知県 高知中央 Ｙ・Ｎ 社会福祉法人凜の会／清水保育園 福岡県

厚生労働省認定保育士資格・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・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　スポーツリ
ズムトレーニング協会DIFFUSER・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・文部科学省認定短期大
学士・専門士
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福岡県 沖学園 Ｙ・Ｓ アイズトータルボディステーション 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・マネージャー資格エン
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リーダー研
修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・JCCA
ベーシックインストラクター・専門士

福岡県 仰星学園 Ｍ・Ｔ 株式会社リンクワークス 福岡県

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・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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラ
クター・JCCAアドバンストトレーナー・JCCAベーシックインストラクター・専門士

福岡県 九州産業大学付属九州 Ｉ・Ｒ 株式会社ルネサンス／スポーツクラブルネサンス　福岡香椎 福岡県

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・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・マネージャー資格エ
ントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストト
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・専門士

福岡県 玄界 Ｙ・Ｋ 株式会社フュービック 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・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・マネー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リーダー研修会・JCCAアドバンストトレーナー・
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・JCCAベーシックインストラクター・専門士

福岡県 玄界 Ｙ・Ｓ 株式会社ワイドレジャー 福岡県

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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・
JCCAアドバンストトレーナー・専門士

福岡県 古賀竟成館 Ｔ・Ａ 加野クリニック 福岡県

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・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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラ
クター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

福岡県 戸畑工業 Ｆ・Ｋ 健心整骨院 福岡県
（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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilates
ベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

福岡県 香椎 Ｋ・Ｎ 株式会社グッドウェーブ 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズイ
ンストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

福岡県 純真 Ｎ・Ｋ 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 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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンスト
トレーナー・専門士

福岡県 常磐 Ｓ・Ｋ 株式会社河合楽器製作所 福岡県
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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズイ
ンストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

福岡県 西日本短期大学附属 Ａ・Ｍ 株式会社ONE FOR ALL 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・マネージャー資格エン
トリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストト
レーナー・専門士

福岡県 太宰府 Ｍ・Ｓ 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
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・マネー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リーダー研修会・JCCAアドバンストトレーナー・専
門士

福岡県 筑紫台 Ｈ・Ｋ 株式会社ほうしゅやま 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンスト
トレーナー・専門士

福岡県 筑紫台 Ｍ・Ａ 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・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・マネージャー資格エン
トリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストト
レーナー・JCCAベーシックインストラクター・専門士

福岡県 筑紫台 Ｙ・Ｒ 西部ガス都市開発株式会社 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・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・マネージャー資格エント
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リーダー研修
会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士
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福岡県 筑紫中央 Ｓ・Ｈ 株式会社ミカサ

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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラ
クター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

福岡県 筑豊 Ｋ・Ｔ ゴーイングフィットネス24 福岡県

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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilates
ベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・JCCAベーシックインス
トラクター・専門士

福岡県 中村学園女子 Ｙ・Ｙ 株式会社LAVA International 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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイ
ズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

福岡県 東海大学付属福岡 Ｒ・Ｋ 株式会社エポカケアサービス 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンスト
トレーナー・専門士

福岡県 東筑紫学園 Ｔ・Ｎ スポーツクラブエスタ 福岡県

（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・
マネー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
ランティアリーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバン
ストトレーナー・JCCAベーシックインストラクター・専門士

福岡県 東福岡 Ｙ・Ｋ 株式会社ボディワークホールディングス 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・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・マネー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リーダー研修会・JCCAアドバンストトレーナー・専
門士

福岡県 博多工業 Ｈ・Ｓ TORQUE Golf＆Training 福岡県
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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

福岡県 博多工業 Ｋ・Ｈ 株式会社ほうしゅやま 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンスト
トレーナー・専門士

福岡県 博多青松 Ｔ・Ｙ imok株式会社 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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilates
ベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

福岡県 博多青松 Ａ・Ｓ コナミスポーツ株式会社 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・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・マネー
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リーダー研修会・PHI 
Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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 福岡魁誠 Ｕ・Ｙ 有限会社サポート 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベー
シックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

福岡県 福岡女子商業 Ｍ・Ｃ 有限会社サポート 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・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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイ
ズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

福岡県 福岡常葉 Ｈ・Ｙ 株式会社ほうしゅやま 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・マネージャー資格エント
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リーダー研修
会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

福岡県 福智 Ｋ・Ｓ 株式会社スマイルアカデミー／Body Hackers Lab 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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・
JCCAアドバンストトレーナー・専門士

福岡県 福翔 Ｋ・Ｙ 株式会社ONE FOR ALL 福岡県

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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・
JCCAアドバンストトレーナー・専門士
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福岡県 福翔 Ｋ・Ｍ 株式会社エムエム西日本／カラダファクトリー事業 福岡県

（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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilates
ベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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・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・専門士

福岡県 柳川 Ｓ・Ｙ 株式会社アライバル 佐賀県
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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベー
シックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

福岡県 立花 Ｋ・Ｙ 星槎大学（進学）

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・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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササ
イズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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・専門士

長崎県 壱岐商業 Ｏ・Ｙ 株式会社グローバルスポーツ医学研究所 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・マネージャー資格エ
ントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストト
レーナー・専門士

長崎県 海星 Ｍ・Ｋ 株式会社THINKフィットネス／ゴールドジム 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・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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・
JCCAアドバンストトレーナー・JCCAベーシックインストラクター・専門士

長崎県 海星 Ｎ・Ｓ リッチモンドホテル長崎思案橋 長崎県
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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベー
シックエクササイズインストラクター・専門士

長崎県 清峰 Ｍ・Ｈ 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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイ
ズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・JCCAベーシックインストラクター・専門士

長崎県 川棚 Ｈ・Ｋ 株式会社ボディワークホールディングス 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・マネージャー資格エント
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リーダー研修
会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

長崎県 創成館 Ｂ・Ｋ 株式会社ボディワークホールディングス 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・マネージャー資格エント
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リーダー研修
会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

長崎県 創成館 Ｙ・Ｔ 株式会社グローバルスポーツ医学研究所 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・マネージャー資格エント
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リーダー研修
会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAベーシックインストラクター・専門
士

長崎県 対馬 Ｓ・Ｓ 株式会社エムエム西日本／カラダファクトリー事業 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・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・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・マネージャー資格エントリー
コース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレー
ナー・専門士

長崎県 大村城南 Ｔ・Ｓ 有限会社サポート 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・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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイ
ズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・JCCAベーシックインストラクター・専門士

長崎県 長崎南 Ｉ・Ｋ personal Body Management株式会社 福岡県

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・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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラ
クター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

長崎県 長崎南山 Ｆ・Ｍ 藤本整骨院 長崎県
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・マネージャー資格エント
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リーダー研修
会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

長崎県 北松西 Ｋ・Ｙ 藤本整骨院 長崎県

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・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・マネージャー資格エ
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リーダー
研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門
士
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長崎県 諫早商業 Ｔ・Ｓ 株式会社シンテック／フィットネスジムBURN 長崎県
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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベー
シックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

長崎県 諫早商業 Ｋ・Ａ ecospa佐世保 長崎県
（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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilates
ベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

長崎県 諫早商業 Ｉ・Ｙ 株式会社エムエム西日本／カラダファクトリー事業 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンスト
トレーナー・専門士

鹿児島県 奄美 Ｏ・Ｊ リラクゼーションサロン　セシル 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・マネージャー資格エン
トリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストト
レーナー・JCCAベーシックインストラクター・専門士

鹿児島県 奄美 Ｙ・Ｍ アークメディカルジャパン株式会社 福岡県

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・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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラ
クター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

鹿児島県 沖永良部 Ｎ・Ｓ 沖永良部スポーツクラブELOVE 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・マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士

鹿児島県 沖永良部 Ｓ・Ｓ 株式会社ギラヴァンツ北九州 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンスト
トレーナー・専門士

鹿児島県 薩南工業 Ｙ・Ｒ 株式会社ZEN PLACE 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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササ
イズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

鹿児島県 鹿屋工業 Ｈ・Ｙ 株式会社ほうしゅやま 福岡県

（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・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・マネー
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
ティアリーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストト
レーナー・専門士

鹿児島県 鹿児島実業 Ｆ・Ｔ アイズトータルボディステーション 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベー
シックエクササイズインストラクター・専門士

鹿児島県 鹿児島女子 Ｋ・Ｙ GENKI CLUB EVERYDAY FITNESS！ 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・マネージャー資格エント
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リーダー研修
会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

鹿児島県 鹿児島商業 Ｔ・Ｓ BELLO株式会社／BELLO GYM福岡天神本店 福岡県

（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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササ
イズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

鹿児島県 鹿児島中央 Ｈ・Ｈ 株式会社トゥエンティーフォーセブン 鹿児島県

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・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・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・マネージャー資格エントリー
コース修了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

鹿児島県 鹿児島南 Ｋ・Ｍ 株式会社ルネサンス／スポーツクラブルネサンス　福岡香椎 福岡県

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・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・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・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・マネージャー資格
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リーダー研修
会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

鹿児島県 鶴翔 Ｔ・Ｍ 株式会社ボディワークホールディングス 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・マネージャー資格エ
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リーダー
研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・
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・専門士

8

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

福岡リゾート＆スポーツ専門学校　2021



佐賀県 伊万里農林 Ｙ・Ａ 西部ガス都市開発株式会社 福岡県
（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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilates
ベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

佐賀県 佐賀学園 Ｋ・Ｄ BurnesSt
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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズイン
ストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

佐賀県 佐賀工業 Ｈ・Ｋ BELLO株式会社／BELLO GYM福岡天神本店 鹿児島県

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・マネージャー資格エントリーコース修了
書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・JCCA
ベーシックインストラクター・専門士

佐賀県 佐賀工業 Ｓ・Ａ 株式会社サピエンスタイル／駒込エリムガーデン 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・マネー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
ランティアリーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストト
レーナー・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・JCCAベーシックインストラクター・専門士

佐賀県 佐賀女子短期大学 Ｈ・Ｋ 藤本整骨院 長崎県

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・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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラ
クター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

佐賀県 佐賀東 Ｆ・Ｋ 株式会社マウナ・ケア／ほんじょう整骨院 佐賀県

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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・
JCCAアドバンストトレーナー・専門士

佐賀県 佐賀北 Ｅ・Ｋ 株式会社Fast Fitness Japan 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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilates
ベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・JCCAベーシックインス
トラクター・専門士

佐賀県 多久 Ｎ・Ｋ 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・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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイ
ズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

佐賀県 多久 Ｆ・Ｒ 株式会社チキンジム 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・マネージャー資格エ
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リーダー
研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門
士

佐賀県 唐津南 Ｍ・Ｓ 株式会社R-body project 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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズイ
ンストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

佐賀県 有田工業 Ｓ・Ｙ 株式会社RELI.STYLE 佐賀県
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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilates
ベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

山口県 宇部フロンティア大学付属香川 Ｓ・Ｊ 株式会社河合楽器製作所 静岡県
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインスト
ラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

山口県 宇部鴻城 Ｓ・Ｔ ボディケアマックス 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士

山口県 西京 Ｆ・Ｋ 株式会社エポカケアサービス 広島県

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・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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクサ
サイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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

山口県 誠英 Ｍ・Ｎ セブンエー美容（株） 福岡県

（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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラ
クター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士
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山口県 長門 Ｎ・Ｎ 株式会社エポカケアサービス
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・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・マネージャー資格エント
リーコース修了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

山口県 豊北 Ｙ・Ｋ 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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベー
シックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

山口県 防府西 Ｎ・Ｔ 株式会社周南スポーツ 山口県

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・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・マネー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
ツボランティアリーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアド
バンストトレーナー・JCCAベーシックインストラクター・専門士

熊本県 熊本西 Ｗ・Ｍ 株式会社トゥエンティーフォーセブン 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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンスト
トレーナー・JCCAベーシックインストラクター・専門士

熊本県 専修大学玉名 Ｙ・Ｒ 株式会社フープインザフッド 埼玉県
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・マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士

熊本県 天草 Ｋ・Ｍ 株式会社リラックス 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・マネージャー資格エント
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リーダー研修会・PHI Pilates
ベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・JCCAベーシックインストラクター・専門士

熊本県 八代清流 Ｆ・Ａ 合同会社ビアスタ 熊本県

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・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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilates
ベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

熊本県 文徳 Ｈ・Ｒ 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・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・マネージャー資格エン
トリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストト
レーナー・専門士

大分県 中津北 Ｙ・Ｔ リーフラス株式会社 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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイ
ズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

大分県 東九州龍谷 Ｎ・Ｋ 藤本整骨院 長崎県

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・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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイ
ズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・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 藤蔭 Ｔ・Ｔ 株式会社テコセンター・マネジメント 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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズイ
ンストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・JCCAベーシックインストラクター・専門士

大分県 別府翔青 Ｉ・Ｆ IKOI GROUP 大阪府
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・マネー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リーダー研修会・PHI 
Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

大分県 別府翔青 Ｏ・Ｓ 株式会社大和 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士

宮崎県 宮崎学園 Ｓ・Ｒ ストレッチ専門店ROM UP
（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・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・
マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・
JCCAアドバンストトレーナー・JCCAベーシックインストラクター・専門士

宮崎県 日向 Ｓ・Ｓ 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンストトレー
ナー・専門士
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沖縄県 つくば開成国際　＜通信制＞ Ｉ・Ｙ 優はりきゅう整骨院 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・PHI Pilatesベー
シックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・JCCAベーシックインストラク
ター・専門士

沖縄県 那覇西 Ｏ・Ｓ BELLO株式会社／BELLO GYM福岡天神本店 福岡県

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・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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササイズインストラクター・
JCCAアドバンストトレーナー・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・JCCAベーシックインストラクター・専門士

島根県 明誠 Ｉ・Ｍ 株式会社LAVA International 愛知県

（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・マネー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リーダー研修会・PHI Pilatesベーシックエクササ
イズインストラクター・JCCAアドバンストトレーナー・専門士
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福岡県 沖学園 Ｓ・Ｅ 株式会社ビーホリック 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・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・マネー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・PADIエマージェンシー・ファーストレス
ポンス・専門士

福岡県 九州国際大学付属 Ｍ・Ｋ 日明放課後児童クラブ 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・専門士

福岡県 星槎国際　福岡東学習センター＜通信制＞ Ｅ・Ｒ 株式会社ファクトリージャパングループ 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・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・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・マネージャー資格エン
トリーコース修了書・専門士

福岡県 東海大学付属福岡 Ｏ・Ａ Bodies 福岡県

（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　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・
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・マネージャー
資格エントリーコース修了書・専門士

福岡県 東福岡 Ａ・Ｔ 株式会社フィジオ／フィジオ福岡 福岡県

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・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　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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・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・日本赤十字社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公認モチベーション・マネー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・PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・専門士

福岡県 八幡南 Ｓ・Ｙ スポーツクラブエスタ 福岡県

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・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　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リーダー研修会・公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズ
リーダー・日本赤十字社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公認モチベーション・マネー
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 八幡南 Ｗ・Ｍ 株式会社リラックス 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・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・日本赤十字社赤十字救急法救急
員・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネー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 福岡魁誠 Ｍ・Ｈ 株式会社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・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメン
ト協会公認公認モチベーション・マネージャー資格エントリーコース修了書・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・PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・専門士

福岡県 福翔 Ｓ・Ｋ 健寿株式会社 福岡県

（公財）日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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　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・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リーダー研修会・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・日本赤十字
社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公認モチベーション・マネージャー資格エントリーコース修了書・
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・PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・専門士

福岡県 柳川 Ｋ・Ｍ 株式会社リアルフィジカルトレーナーズ 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　
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リーダー研修会・日本赤十字社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公認モチベーション・マネー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・PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・専門士

熊本県 熊本国府 Ｕ・Ｒ 甲斐整骨院 熊本県

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・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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・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・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・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・マネー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

熊本県 秀岳館 Ｙ・Ｈ TSC八代整骨院 熊本県

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・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・日本赤十字社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公認モチベーション・マネー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・PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・専門士

熊本県 岱志 Ｋ・Ｔ 株式会社リラックス 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・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・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・マネー
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

熊本県 岱志 Ｓ・Ｙ 株式会社エムエム西日本／カラダファクトリー事業 福岡県

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・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　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リーダー研修会・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・マネージャー資
格エントリーコース修了書・専門士

熊本県 岱志 Ｍ・Ｎ 株式会社フュービック 福岡県

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・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　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・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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士
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熊本県 東海大学付属熊本星翔 Ｓ・Ａ 特定非営利活動法人いむらスポーツクラブ 長崎県

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・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
アリーダー研修会・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・マネー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

熊本県 八代東 Ｔ・Ｍ 株式会社スイート・ピア 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了
書・専門士

熊本県 必由館 Ｋ・Ｉ 株式会社学研ココファン 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　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・マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士

沖縄県 首里東 Ｉ・Ｋ 有限会社サポート 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　実務技
能検定協会サービス接遇検定3級・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士

沖縄県 西原 Ｋ・Ｓ 株式会社スタージョイナス／UNDEFEATED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・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リーダー研修
会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士

沖縄県 普天間 Ｔ・Ｋ 甲斐整骨院 熊本県
（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　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・マネージャー資格エントリーコース修了
書・PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・専門士

長崎県 向陽 Ｈ・Ｍ 五反田病院 大分県

（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・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
ンティアリーダー研修会・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・日本赤十字社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公認モチベー
ション・マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士

長崎県 長崎北 Ｈ・Ｙ 株式会社リアルフィジカルトレーナーズ 東京都

（公財）日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・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・（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・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リーダー研修会・日本赤十字社赤十字
救急法救急員・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネー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・PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・専門士

岡山県 倉敷古城池 Ｉ・Ｊ 原三信病院香椎原病院 福岡県

（公財）日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・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・（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・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リーダー研修会・公益財団法人　日本サッ
カー協会公認キッズリーダー・日本赤十字社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公認モチベーショ
ン・マネー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

佐賀県 佐賀学園 Ｆ・Ｈ 株式会社ファクトリージャパングループ 福岡県

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・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・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・公益財団法人　日本サッカー協
会公認キッズリーダー・日本赤十字社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公認モチベーション・
マネー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

宮崎県 宮崎南 Ａ・Ｒ 星槎大学（進学）
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・マネージャー資格エントリーコー
ス修了書・専門士

鹿児島県 川内 Ｙ・Ｓ 福岡医健スポーツ専門学校 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　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・
日本赤十字社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公認モチベーション・
マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士
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