
愛知県 愛知産業大学三河　＜通信制＞ Ｉ・Ｋ （株）Triple free／わかば接骨院 愛知県
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・日本
スポーツ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・PHI　PilatesPHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 安城 Ａ・Ｋ 至学館大学（進学） 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・モチベーション・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・PHI Pilates ベーシックエクササイズイ
ンストラクター・専門士

愛知県 杏和 Ｙ・Ｙ （株）ビジョナリー 愛知県

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・PHI　PilatesPHI　
Pilates A.C.Ts・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リーダー研修会・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H 
Basic Certificate・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・専門士

愛知県 菊華 Ｍ・Ａ （株）otias 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・JCCAアドバンストトレーナー・
PHI Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 犬山南 Ｈ・Ｓ （株）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・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・JCCAアドバンストトレーナー・PHI Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 犬山南 Ｆ・Ｎ （株）ビジョナリー 愛知県
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・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・専門士

愛知県 国府 Ｔ・Ｙ （株）RAJA 愛知県

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　スポーツリズムトレーニング協
会DIFFUSER・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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 三好 Ｕ・Ｎ （株）ダンク・ムラセ 愛知県

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・JCCAアド
バンストトレーナー・PHI Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 至学館 Ｏ・Ｓ （株）ジョイフット 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・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・PHI Pilates ベーシックエクササ
イズインストラクター・PADIエマージェンシーファーストレスポンス・専門士

愛知県 春日井工業 Ｕ・Ｙ （株）モリヤマスポーツ 滋賀県
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・日本スポーツボラン
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・PHI　
PilatesPHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 春日井東 Ｍ・Ｔ （株）Fast Fitness Japan 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・モチベーション・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・PADIエマージェンシー・ファーストレス
ポンス・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 春日井東 Ｈ・Ｋ （福）サン・ビジョン 愛知県

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・JCCAアドバンストトレーナー・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic 
Certificate・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・PADIエマージェン
シー・ファーストレスポンス・PHI　PilatesPHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 春日井東 Ｕ・Ｔ トータルバランス（株） 岐阜県

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・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・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・PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・専門士

愛知県 小牧 Ｔ・Ｔ アイレクススポーツライフ（株） 愛知県

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・JCCAアドバンストトレーナー・PHI　PilatesPHI　Pilates ベーシックエクササイズインス
トラクター・専門士

愛知県 常滑 Ａ・Ｋ （株）RAJA 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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士
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愛知県 成章 Ｆ・Ｙ （株）ファクトリージャパングループ 東京都

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワー
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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・専門士

愛知県 聖霊 Ｋ・Ｍ 熊野油脂（株） 愛知県
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・日本スポーツボランティ
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・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

愛知県 西陵 Ｋ・Ａ ミズノスポーツサービス（株） 大阪府

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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 西陵 Ｗ・Ｋ （株）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・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・PHI　
PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・専門士

愛知県 大同大学大同 Ｓ・Ｒ フットセラピー（株） 愛知県

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・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・PHI Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 大同大学大同 Ｆ・Ｓ 天白はら接骨院ACT 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・JCCAアドバンストトレーナー・
PHI Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 大府 Ｔ・Ａ スポーツコミュニティ（株） 愛知県

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・一般社団法人　スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 知多翔洋 Ｏ・Ｍ フットセラピー（株） 愛知県

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・モチベーション・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・IHTA認定
ヨガライフアドバイザー・IHTA認定アロマコーディネーター・PHI　Pilates ベーシックエクササイ
ズインストラクター・専門士

愛知県 知多翔洋 Ｗ・Ｓ 中京綜合警備保障（株） 愛知県

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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 知多翔洋 Ｋ・Ｓ （株）ファクトリージャパングループ 東京都

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワー
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・JCCAアドバンストトレーナー・
PHI Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 中川商業 Ｏ・Ｉ （株）ウェルネスフロンティア 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・日本スポーツ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・PHI　PilatesPHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラ
クター・専門士

愛知県 中部大学第一 Ｋ・Ｎ シルフィードフットボールクラブ 愛知県
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・専門士

愛知県 東海学園 Ｏ・Ｙ （株）ニッケインドアテニス 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・モチベーション・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・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・専門士

愛知県 東海学園大学 Ｋ・Ｎ （株）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・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・
専門士

愛知県 同朋 Ｎ・Ｙ （株）ファクトリージャパングループ 東京都

ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本スポーツボラ
ン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・JCCAアド
バンストトレーナー・PHI Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士
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愛知県 飛鳥未来　名古屋キャンパス　＜通信制＞ Ｉ・Ａ （株）G&Cコーポレーション 三重県

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・
IHTA認定ヨガライフアドバイザー・IHTA認定アロマコーディネーター・PHI　Pilates ベーシック
エクササイズインストラクター・専門士

愛知県 飛鳥未来　名古屋キャンパス　＜通信制＞ Ｈ・Ｄ （株）ビジョナリー 愛知県
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・専門士

愛知県 富田 Ｙ・Ｓ TBCグループ（株） 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・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　スポーツリズムトレーニング協会
DIFFUSER・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・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 豊橋西 Ｕ・Ｋ （株）ハンズコーポレーション 愛知県
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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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リーダー研修会・専門士

愛知県 豊川 Ｓ・Ｍ （株）ヴィラ 愛知県
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・JCCAアドバンストトレーナー・PHI Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 名古屋経済大学高蔵 Ｎ・Ｓ トイカツ（同） 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・JCCAアドバンストトレーナー・
IHTA認定ヨガライフアドバイザー・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門
士

愛知県 名城大学附属 Ｉ・Ｍ elsis english language school melbourne オーストラリア

（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・JCCAアドバンストトレーナー・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・
IHTA認定アロマコーディネーター・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門
士

愛知県 鳴海 Ｓ・Ａ （株）スポーツ・ザ・ディア 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・モチベーション・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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

岐阜県 加茂農林 Ｏ・Ａ （株）ファクトリージャパングループ 愛知県

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・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・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
ティアリーダー研修会・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

岐阜県 関商工 Ｍ・Ｈ リジョブフィットネス 岐阜県

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・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・JCCA
アドバンストトレーナー・PHI　PilatesPHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

岐阜県 岐阜商業 Ｈ・Ｋ （株）LAVA International 愛知県

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・モチベーション・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
IHTA認定ヨガライフアドバイザー・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

岐阜県 岐阜第一 Ｓ・Ｈ 森の鍼灸接骨院 岐阜県

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・JCCAアドバンストトレーナー・PHI　PilatesPHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラ
クター・専門士

岐阜県 郡上 Ｔ・Ｔ （株）VALX 愛知県

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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインス
トラクター・専門士

岐阜県 郡上 Ｔ・Ｓ リーフラス（株） 東京都

ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認
定健康運動実践指導者・日本スポーツボラン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・
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・JCCAアドバンストトレーナー・PHI Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

岐阜県 啓晴　＜通信制＞ Ｔ・Ａ （株）河合楽器製作所 静岡県

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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインス
トラクター・専門士
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岐阜県 啓晴　＜通信制＞ Ｔ・Ｙ （株）ビジョナリー 愛知県
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・専門士

岐阜県 大垣工業 Ｋ・Ｍ ナゴヤゴルフクリニック 愛知県

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・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・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・PHI　
Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・東京都健康長寿医療センター認定介護予防運動指導員・専門士

岐阜県 中京学院大学附属中京 Ｎ・Ｒ （株）河合楽器製作所 静岡県

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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインス
トラクター・専門士

岐阜県 中京学院大学附属中京 Ｈ・Ｒ ゼビオ（株） 福島県 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・PHI　PilatesPHI　
Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・JCCAアドバンストレーナー・専門士

岐阜県 中京学院大学附属中京 Ｈ・Ｙ （株）ビジョナリー 愛知県 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・専門士

岐阜県 中津川工業 Ｍ・Ｔ （医）社団高陵会　メディカルフィットネスfamiliar 岐阜県

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・日本スポーツ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・PHI Pilates ベーシックエクササイズ
インストラクター・専門士

岐阜県 東濃実業 Ｈ・Ｍ 廣田観光（株）／女子実業団バレーボールチーム大阪スーペリアーズ 大阪府

（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・JCCAアドバンストトレーナー・PHI　
PilatesPHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

岐阜県 飛騨高山　岡本校舎 Ａ・Ｊ （株）モア・フーズ 愛知県

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・
IHTA認定ヨガライフアドバイザー・IHTA認定アロマコーディネーター・PHI　Pilates ベーシック
エクササイズインストラクター・専門士

三重県 いなべ総合学園 Ｋ・Ｍ （株）クイック 三重県

（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・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・PHI Pilates ベーシックエクササイズインストラク
ター・専門士

三重県 宇治山田商業 Ｎ・Ｓ （株）balance 愛知県

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・日本スポーツ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・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

三重県 海星 Ｍ・Ｈ （株）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・モチベーション・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・PHI　Pilates ベー
シックエクササイズインストラクター・専門士

三重県 亀山 Ｎ・Ｍ 竹野の森こども園 三重県

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

三重県 久居 Ｍ・Ｓ （株）デサント 大阪府

日本スポーツボラン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・JCCAアド
バンストトレーナー・専門士

三重県 久居農林 Ｓ・Ｍ Rairacu（株） 三重県

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・JCCAアドバンストトレーナー・PHI　PilatesPHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラ
クター・専門士

三重県 桑名北 Ｍ・Ｙ （株）バーム 愛知県
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・専門士
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三重県 三重 Ｍ・Ｒ （株）スポーツマックス 愛知県
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・
PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

三重県 三重 Ｋ・Ｎ （株）めいほく接骨院 愛知県
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・
PHI　PilatesPHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

三重県 四日市工業 Ｅ・Ｋ （株）MPBR 愛知県

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・JCCAアドバンストトレーナー・IHTA認定ヨガライフアドバイ
ザー・IHTA認定アロマコーディネーター・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

三重県 鈴鹿 Ｙ・Ｋ （株）セドナエンタープライズ 愛知県

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・
IHTA認定ヨガライフアドバイザー・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門
士

三重県 鈴鹿 Ｎ・Ｏ （株）ジャパンスポーツ運営 三重県

（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・JCCAアドバンストトレーナー・
PHI Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

三重県 鈴鹿 Ｓ・Ｍ （株）メガスポーツ 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・PHI　PilatesPHI　
Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

長野県 伊那西 Ｉ・Ｙ ラグスタ（株） 滋賀県

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・（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・JCCAアドバンストトレーナー・PHI Pilates ベーシックエ
クササイズインストラクター・東京都健康長寿医療センター認定介護予防運動指導員・専門士

長野県 伊那西 Ｈ・Ｍ （株）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・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・専門士

長野県 赤穂 Ｍ・Ａ フットセラピー（株） 愛知県

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・JCCAアドバンストトレーナー・PHI Pilates ベー
シックエクササイズインストラクター・専門士

長野県 飯田風越 Ｉ・Ｈ （株）ウィルド 愛知県

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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

長野県 木曽青峰 Ｔ・Ｙ （福）サン・ビジョン 愛知県

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・JCCAアドバンストトレーナー・PHI Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・厚生労
働省介護職員初任者研修・専門士

静岡県 駿河総合 Ｋ・Ａ （株）エフエスユニマネジメント 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・（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・JCCAアドバンストトレーナー・PHI Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

静岡県 静岡北 Ｆ・Ｓ （株）ナイスケア 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・日本スポーツボランティアネットワー
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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

静岡県 浜松東 Ｍ・Ｔ （株）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・日本スポーツボランティアネットワー
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・JCCAアドバンストトレーナー・
PHI Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

富山県 高岡第一 Ａ・Ｍ TBCグループ（株） 東京都

ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本スポーツボラン
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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士
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富山県 二上工業 Ｋ・Ｔ リーフラス（株） 大阪府

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・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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・PADIエマージェンシーファーストレスポンス・専門士

新潟県 帝京長岡 Ｙ・Ｒ （株）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・NPO法人日本ストレッチ
ング協会認定ストレッチングトレーナーパートナー・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・専門士

福井県 福井工業大学附属福井 Ｋ・Ｅ 医療法人同仁会／メディカルフィットネスクラブ鳥居 愛知県

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・
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・PHI　PilatesPHI　Pilates ベー
シックエクササイズインストラクター・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・日本赤十字社　赤十字救急法救急員・専門士
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愛知県 愛知産業大学工業 Ｆ・Ｔ （株）TAKE HEART 愛知県
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リーダー研修会・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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズイ
ンストラクター・専門士

愛知県 安城学園 Ｕ・Ｎ （株）マレア・クリエイト 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リーダー研修会・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研修会・PADIオープンウォーターダイバー・
PADIアドヴァンスド・オープン・ウォーター・PADIレスキューダイバー・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・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・公益財団法人　安全衛生技術試験協会潜水士・専門士

愛知県 一宮北 Ｓ・Ｕ ゼビオホールディングス（株） 福島県

（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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズ
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式モチベーション・インストラクター・
専門士

愛知県 一宮北 Ｔ・Ｊ （株）ファミリ 愛知県

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・日本スポーツ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・日本スポーツボ
ラン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　Pilates ベーシックエクササイズイ
ンストラクター・専門士

愛知県 一色 Ｉ・Ｙ （株）カムイ 山梨県

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・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・
PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認公
式モチベーション・インストラクター・専門士

愛知県 栄徳 Ｋ・Ｋ （福）サン・ビジョン 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・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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラク
ター・厚生労働省介護職員初任者研修・専門士

愛知県 岡崎商業 Ｙ・Ａ （株）パシフィックスポーツクラブ 愛知県

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・日本スポーツ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・日本スポーツボ
ラン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　Pilates ベーシックエクササイズイ
ンストラクター・専門士

愛知県 岡崎城西 Ｋ・Ｙ ノアインドアステージ（株） 兵庫県

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・日本ス
ポーツ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・日本スポーツボラン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・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・
PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士

愛知県 加茂丘 Ｉ・Ｋ ロングウッドスポーツ（株） 愛知県
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・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

愛知県 加茂丘 Ｓ・Ｙ （株）メイドー 愛知県 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

愛知県 加茂丘 Ｓ・Ｋ ユニオンビズ（株） 愛知県

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・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・
PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認公
式モチベーション・インストラクター・専門士

愛知県 菊華 Ａ・Ｄ サカエスポーツ 愛知県
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リーダー研修会・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・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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士

愛知県 菊華 Ｙ・Ｙ ミズノスポーツサービス（株） 大阪府

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・一般社団法人　日本フィットネス産業
協会フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・日本スポーツ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・日本スポーツボランティアネッ
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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 犬山南 Ｈ・Ｋ （株）LAVA International 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・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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラク
ター・専門士

愛知県 桜丘 Ｆ・Ｎ サーラスポーツ（株） 静岡県 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　日本テ
ニス協会公認C級審判員・専門士
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愛知県 守山 Ｋ・Ｋ （株）東海スポーツ 愛知県
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リーダー研修会・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・PHI　
Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 春日井西 Ｈ・Ｓ サンアイ自動車（株） 愛知県
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・日本ス
ポーツ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・日本スポーツボラン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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士

愛知県 瀬戸西 Ｎ・Ｙ （株）東海スポーツ 愛知県
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・日本ス
ポーツ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・日本スポーツボラン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　Pilates 
ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 星城 Ｓ・Ｔ （株）やる気スイッチグループ 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リーダー研修会・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・PHI　
Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 誠信 Ｓ・Ｈ （株）ASONE 静岡県
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リーダー研修会・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・PHI　
Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 知立東 Ｓ・Ｋ ノアインドアステージ（株） 兵庫県

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・一般社団法人　日本フィットネス産業
協会フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・日本スポーツ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・日本スポーツボランティアネッ
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・PHI　
PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士

愛知県 中部大学 Ｎ・Ｒ （株）アルペン 愛知県

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・一般社団
法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・日本スポーツ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・一般社団法人　日本こ
どもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・日本スポーツボラン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　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 長久手 Ｏ・Ｍ アイレクススポーツライフ（株） 愛知県

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・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・日本スポーツ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・日本スポーツボラン
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　Pilates ベーシックエクササイズインス
トラクター・専門士

愛知県 内海 Ｙ・Ｓ （株）ジェイエスエス 大阪府

一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・日本スポーツボランティアネッ
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・日本スポーツ
ボラン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・
ミズノ（株）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　日本フィットネス協
会認定アクア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認
定アクアダンスエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 熱田 Ｏ・Ｓ アイレクススポーツライフ（株） 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・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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラク
ター・専門士

愛知県 半田工業 Ｈ・Ｓ （株）テニスラウンジ 愛知県
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リーダー研修会・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・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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士

愛知県 飛鳥未来　名古屋キャンパス　＜通信制＞ Ｉ・Ｍ （株）アズールインターナショナル 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リーダー研修会・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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士

愛知県 飛鳥未来　名古屋キャンパス　＜通信制＞ Ｍ・Ａ （株）マレア・クリエイト 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リーダー研修会・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研修会・PADIオープンウォーターダイバー・
PADIアドヴァンスド・オープン・ウォーター・PADIレスキューダイバー・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・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・公益財団法人　安全衛生技術試験協会潜水士・専門士

愛知県 飛鳥未来　名古屋キャンパス　＜通信制＞ Ｎ・Ｋ （株）カムイ 山梨県

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・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・PHI　
Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認公式モ
チベーション・インストラクター・専門士

愛知県 豊明 Ｔ・Ｍ （株）スポーツマックス 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・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
ティアリーダー研修会・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・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・PHI　
Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士
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愛知県 豊野 Ｍ・Ｍ （株）クリップコーポレーション 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リーダー研修会・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・PADIオープンウォーターダイバー・PADIア
ドヴァンスド・オープン・ウォーター・PADIレスキューダイバー・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　安全衛生技術試験協会潜水士・PHI　Pilates ベーシックエクササイ
ズインストラクター・専門士

愛知県 名古屋経済大学市邨 Ｉ・Ｙ （株）ファクトリージャパングループ 東京都

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

愛知県 鳴海 Ｔ・Ｒ （株）FEEL CONNECTION 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・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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラク
ター・専門士

岐阜県 各務原 Ｓ・Ｒ （株）LAVA International 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・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・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・PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・PHI　
Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

岐阜県 岐阜総合学園 Ｍ・Ｍ （株）コパン 岐阜県

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・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・PHI　
Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認公式モ
チベーション・インストラクター・専門士

岐阜県 岐阜総合学園 Ｔ・Ｍ （株）ハドル・スポーツクラブ 愛知県

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・日本スポーツ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・日本スポーツボ
ラン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　Pilates ベーシックエクササイズイ
ンストラクター・専門士

岐阜県 大垣日本大学 Ｓ・Ｈ セイハネットワーク（株）

モチベーション・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・日本スポーツボラン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　Pilates ベーシック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

岐阜県 中京学院大学付属中京 Ｙ・Ｒ コナミスポーツ（株） 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リーダー研修会・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・PHI　
Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

岐阜県 美濃加茂 Ｔ・Ｙ （株）アクティジャパン 岐阜県

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・日本スポーツ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・日本スポーツボ
ラン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　Pilates ベーシックエクササイズイ
ンストラクター・専門士

岐阜県 富田 Ｔ・Ｎ セントラルスポーツ（株） 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・日本スポーツボラン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　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認公
式モチベーション・インストラクター・専門士

岐阜県 富田 Ｎ・Ｔ （学）本郷学園 岐阜県

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・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・
PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認公
式モチベーション・インストラクター・専門士

岐阜県 富田 Ｙ・Ｙ ハマダスポーツ企画（株） 愛知県

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・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・
PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認公
式モチベーション・インストラクター・専門士

岐阜県 富田 Ｍ・Ｒ 天白はら接骨院ACT 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リーダー研修会・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインス
トラクター・専門士

三重県 いなべ総合学園 Ｉ・Ｓ 丸丹スポーツ用品（株） 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・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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラク
ター・モチベーション・マネジメント協会公認公式モチベーション・インストラクター・専門士

三重県 いなべ総合学園 Ｓ・Ｍ （株）コパン 岐阜県

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・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・PHI　
Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認公式モ
チベーション・インストラクター・専門士
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三重県 久居 Ｙ・Ｒ （株）ニシオスポーツ 愛知県

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・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・
PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認公
式モチベーション・インストラクター・専門士

三重県 鈴鹿 Ｗ・Ｈ （株）ヒマラヤ 岐阜県

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・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・PHI　
Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認公式モ
チベーション・インストラクター・専門士

静岡県 田方農業 Ｉ・Ａ シンコースポーツ（株） 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・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・日本スポーツ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・日本スポーツボラン
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　Pilates ベーシックエクササイズインス
トラクター・専門士

静岡県 浜松湖東 Ｓ・Ｔ （株）スポーツ・ザ・ディア 愛知県

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・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・
PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認公
式モチベーション・インストラクター・専門士

静岡県 浜松日体 Ｆ・Ｒ （株）シラトリ 静岡県
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・日本スポーツボラン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　Pilates ベーシックエクササイズインストラクター・モチベーション・マネジメ
ント協会公認公式モチベーション・インストラクター・専門士

茨城県 鹿島学園 Ｔ・Ｔ （株）ASONE 静岡県
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・日本ス
ポーツ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・日本スポーツボラン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　Pilates 
ベーシックエクササイズインストラクター・専門士

東京都 卒業程度認定試験 Ｎ・Ｓ （株）クレセント 愛知県

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・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
リーダー研修会・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

長野県 木曽青峰 Ｓ・Ｙ （株）名鉄ライフサポート 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・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・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・PHI　Pilates ベーシックエクササイズインストラク
ター・厚生労働省介護職員初任者研修・専門士

沖縄県 N　＜通信制＞ Ｓ・Ｈ （株）Fast Fitness Japan 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・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・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
リーダー研修会・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・PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・PHI　Pilates ベーシックエ
クササイズインストラクター・専門士
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愛知県 愛知産業大学工業 Ｔ・Ｙ 中央出版（株）／アイン保育園 愛知県

厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚
生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・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・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・専門士

愛知県 科学技術学園　名古屋分室 Ｓ・Ｒ （株）平成観光 岐阜県

文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修
校にて）・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・専門士

愛知県 吉良 Ｉ・Ｍ ミアヘルサ（株） 東京都

厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・
厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・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・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・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・専門士

愛知県 啓明学館 Ｍ・Ａ （社福）名広愛児園 愛知県
厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚
生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・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・（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

愛知県 犬山 Ｉ・Ｔ （社福）名南子どもの家 愛知県

厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省
認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・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・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・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・（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

愛知県 至学館 Ｎ・Ｓ （社福）万喜福祉会／千成保育園 愛知県

厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・
厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・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・専門士

愛知県 至学館 Ｆ・Ｋ （社福）そらかぜ／たかはまこども園 愛知県

厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚
生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・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・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・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・専門士

愛知県 半田商業 Ｓ・Ｅ ミアヘルサ（株）／日生矢向保育園　ひびき 神奈川県

厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省
認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・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・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・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・（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

愛知県 豊橋西 Ｎ・Ｍ （社福）正紀会／明円ひかり園 愛知県

厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・
厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・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・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・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・専門士

岐阜県 池田 Ｈ・Ｍ （社福）養徳福祉会／幼保連携型こども園ハチスチルドレンズセンター 岐阜県

厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省
認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・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・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・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・（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

岐阜県 中京学院大学附属中京 Ｍ・Ｈ （株）セカンドスクールファミリーズ／ひらなか園 愛知県

厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・
厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・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・専門士

岐阜県 富田 Ｍ・Ｒ 中央出版（株）／アイン保育園 愛知県
厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚
生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士

福井県 坂井 Ｍ・Ｋ （株）麺impact 愛知県

厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・
厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・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・専門士

長野県 辰野 Ｍ・Ｎ （学）マリア学園／聖ヨゼフ幼稚園 長野県

厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・
厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・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・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・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・専門士

静岡県 浜松商業 Ｍ・Ｓ （学）鴨江寺学園／鴨江幼稚園 静岡県

厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・
厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・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・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・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・専門士
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三重県 四日市四郷 Ｎ・Ｒ 医療法人（社団）佐藤病院／介護老人保健施設ながしま 三重県

文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修
校にて）・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・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・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・（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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愛知県 愛知工業大学　 Ｔ・Ｓ （株）栄光会 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・モチベーション・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・東京都健康長寿医療センター認
定介護予防運動指導員・専門士

愛知県 愛知商業 Ｓ・Ｃ （医）はなみずき 愛知県

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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・JCCA
ベーシックインストラクター・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・
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・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

愛知県 守山 Ｏ・Ｈ （株）バーム 愛知県
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・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

愛知県 小牧 Ｋ・Ｒ （有）レジックスポーツ 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・マネージャー資格
エントリーコース修了書・専門士

愛知県 瀬戸北総合 Ｓ・Ｒ （学）国際学園 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

愛知県 星城 Ｍ・Ｙ （医）マリオ・ネット／冨田整形外科 愛知県

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・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

愛知県 西陵 Ｓ・Ｅ （株）クロップス 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・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

愛知県 大府 Ｓ・Ｒ ふくだ整形外科　骨粗しょう症・スポーツクリニック 愛知県
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・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・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

愛知県 中部大学第一 Ｋ・Ｒ （株）ASONE 静岡県 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

愛知県 東浦 Ｍ・Ｓ （有）オーガスタ 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・モチベーション・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

愛知県 尾西 Ｈ・Ｈ （福）長寿会 愛知県 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

愛知県 富田 Ｉ・Ｒ （株）カンタベリーオブニュージーランドジャパン 愛知県 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

愛知県 豊田東 Ｋ・Ｔ ファイテン（株） 京都府
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・専門士

愛知県 豊田東 Ｎ・Ｙ リーフラス（株） 愛知県

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・一般社団法人　スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・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・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

愛知県 豊野 Ｙ・Ｋ （株）balance 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・専門士
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愛知県 北 Ｙ・Ｙ 中日新聞印刷（株） 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・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・日本コンピュータ能力教育協議会パ
ソコン技能検定3級・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

岐阜県 加茂 Ａ・Ｓ （株） BC PROJECT 愛知県

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

岐阜県 加茂 Ｗ・Ｒ （医）社団三水会北千葉整形外科 千葉県

ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・
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

岐阜県 加茂農林 Ｓ・Ｒ （株）BEST HERBS 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

岐阜県 各務原 Ｉ・Ｙ （株）ONE 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・JCCAベーシックインス
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

岐阜県 岐阜工業 Ｋ・Ｒ （株）ASONE 静岡県 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

岐阜県 高山工業 Ｈ・Ｒ （株）カムイ 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・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・専門士

岐阜県 済美 Ｇ・Ａ （株）フュービック 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士

岐阜県 大垣日本大学 Ｓ・Ａ フットセラピー（株） 愛知県
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・専門士

岐阜県 池田 Ｆ・Ｋ （株）ASONE 静岡県 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・マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士

岐阜県 中津川工業 Ｏ・Ｋ モノ・ループ（株） 愛知県
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・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

岐阜県 美濃加茂 Ｍ・Ｙ アイレクススポーツライフ（株） 愛知県

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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3
級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・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

三重県 いなべ総合学園 Ｉ・Ｍ （株）スポーツ・ザ・ディア 愛知県

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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・専門士

三重県 四日市商業 Ｈ・Ａ （医）MSMC　みどりクリニック 三重県

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・一般社団法人　スポーツリズムトレーニング協
会DIFFUSER・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

三重県 四日市農芸 Ｂ・Ｄ （株）スポーツ・ザ・ディア 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・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
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三重県 白子 Ｓ・Ａ （株）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・日本スポーツ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

三重県 白子 Ｎ・Ｔ セコム三重（株） 三重県
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・専門士

三重県 尾鷲 Ｍ・Ｈ （株）ASONE 静岡県
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・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

静岡県 桐陽 Ｋ・Ｆ TBCグループ（株） 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・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・専門士

静岡県 聖隷クリストファー Ｋ・Ｒ （株）グッドウェーブ 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・専門士

静岡県 静岡北 Ｎ・Ｓ （有）ダスキン守山 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・モチベーション・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

静岡県 浜松学院 Ｆ・Ｎ コサキ（株） 愛知県

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・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

福井県 勝山 Ｙ・Ａ （株）starting point 富山県

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・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・日本コンピュータ能力
教育協議会パソコン技能検定3級・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

滋賀県 瀬田工業 Ｈ・Ｙ （株）Revive 神奈川県

ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボラン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・日本コンピュータ能力
教育協議会パソコン技能検定3級・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

奈良県 奈良女子 Ｉ・Ｓ （株）フュービック 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・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・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・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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