
大阪府 阿倍野 Ｋ・Ｍ ㈱スポーツコミュニティ 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・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・
専門士

大阪府 羽衣学園 Ｍ・Ｊ ㈱ジェイエスエス 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・公益財団法人　日本フィットネス
協会認定アクア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　合格・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　合格・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・専門士

大阪府 英真学園 Ｔ・Ｋ TTBスポーツクラブ 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・公益財団法人　実務
技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

大阪府 懐風館 Ｎ・Ｓ ㈱グローバルスポーツ医学研究所 東京都
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・専門士

大阪府 芥川 Ｓ・Ｎ ㈱アクアティック 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・公益財団法人　日本フィットネス
協会認定エアロビックダンスエクササイズインストラクター・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・専門士

大阪府 貝塚 Ｋ・Ｍ マックスポーツ㈱ 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・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日
本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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・専門士

大阪府 関西大学北陽 Ｙ・Ｔ 忍者ナイン 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness 
Certificate・専門士

大阪府 関西福祉科学大学 Ｏ・Ｋ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日本フィットネス産
業協会フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・JCCAベーシックインストラクター・（公財）健
康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・日本スポーツボラン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

大阪府 金剛 Ｓ・Ｙ ㈱マレア・クリエイト 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・専門士

大阪府 向陽台 Ｍ・Ｒ ミズノスポーツサービス㈱ 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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・JCCA
ベーシックインストラクター・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・日本スポーツボラン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・専門士

大阪府 山田 Ｏ・Ｉ ㈱オージースポーツ 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本コンピュータ能力教育協議会
パソコン技能検定3級・日本スポーツボラン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　日本サッカー協会公認キッズリーダー・専門士

大阪府 渋谷 Ｈ・Ｙ 尼崎スポーツ財団 兵庫県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツボラン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

大阪府 初芝立命館 Ｋ・Ｈ インターナショナルスポーツ　堺店 大阪府 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 勝山 Ｏ・Ｓ ㈱FEEL CONNECTION 東京都
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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・
日本スポーツボラン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　日本こ
どもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・専門士

大阪府 勝山 Ｔ・Ｋ ㈱倉敷レイスポーツ 岡山県
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・公益財団法人　日本フィットネス協会認定エアロビックダンスエクササイズインストラクター・
日本スポーツボラン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　日本サッ
カー協会公認キッズリーダー・専門士
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大阪府 昇陽 Ｋ・Ｈ 家庭児童会田井小学校　留守家庭児童会 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・専門士

大阪府 上宮 Ｈ・Ｋ 星槎大学（進学） 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・専門士

大阪府 信太 Ｆ・Ｒ スポーツウィル㈱ 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・専門士

大阪府 星翔 Ｙ・Ａ 木幸スポーツ企画㈱ 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・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・公益財団法人　日
本フィットネス協会認定エアロビックダンスエクササイズインストラクター・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・専門士

大阪府 西寝屋川 Ｉ・Ｋ （公財）西宮スポーツセンター 兵庫県
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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研修会・専門士

大阪府 西寝屋川 Ｈ・Ｍ ㈱ウィンゲート 東京都

モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・公益財団法人　日本フィットネス
協会認定エアロビックダンスエクササイズインストラクター・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・日本スポーツボラン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2級・専門士

大阪府 宣真 Ｆ・Ａ （一財）日本ボディセラピスト協会 東京都

モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・JCCAベーシックインストラクター・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導
者・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ベーシックインスト
ラクター　合格・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　合格・専門士

大阪府 扇町総合 Ｍ・Ｋ ㈱FEEL CONNECTION 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・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・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・専門士

大阪府 太成学院大学 Ｔ・Ｓ ㈱乗馬クラブクレイン 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・専門士

大阪府 太成学院大学 Ｍ・Ａ ㈲フォトライフ 関西
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・公益財団法人　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ベーシックインストラクター　合格・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　合格・専門士

大阪府 大阪学院大学 Ｙ・Ｙ ㈱ビバ 京都府
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・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

大阪府 大阪学院大学 Ｓ・Ｋ ㈱FEEL CONNECTION 東京都

モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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・（公財）
健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・公益財団法人　日本フィットネス協会認定ア
クア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　合格・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　合格・専門士

大阪府 大阪桐蔭 Ｋ・Ｎ ㈱INSPA 京都府

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・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力
づくり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO法人日本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・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・専門士

大阪府 大阪 Ｍ・Ｕ セントラルスポーツ㈱ 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・JCCAベーシックインストラクター・

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・日本スポーツボラン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

大阪府 大阪産業大学附属 Ｉ・Ｒ ゼビオ㈱ 福島県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツボラン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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大阪府 大阪体育大学浪商 Ｙ・Ｈ ㈱カーブスジャパン 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・公益財団法人　実務
技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

大阪府 大阪体育大学浪商 Ｙ・Ｋ ㈱アウラ日新 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・公益財団法人　日本フィットネス協会認定アクア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　合格・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　合格・専門士

大阪府 大塚 Ｔ・Ｍ ㈱グローバルスポーツ医学研究所 東京都
一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・モチベーション・マネ
ジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力
づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3
級・日本スポーツボラン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

大阪府 梅花 Ｓ・Ｍ ケアパートナー㈱ 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・
専門士

大阪府 伯太 Ｎ・Ｈ ㈱カーブスジャパン 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・公益財団法人　実務
技能検定協会サービス接遇検定2級・専門士

大阪府 八尾翠翔 Ｕ・Ｋ ㈱Ling 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・専門士

大阪府 福井 Ｙ・Ｈ ㈱マレア・クリエイト 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・公益財団法人　実務
技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

大阪府 枚方なぎさ Ｔ・Ｔ ㈱東急スポーツオアシス 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・公益財団法人　日本フィットネス協会認定エアロビックダ
ンスエクササイズインストラクター・専門士

大阪府 箕面学園 Ｓ・Ｓ ㈱エス・キューブ 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・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

大阪府 門真なみはや Ｋ・Ｄ 幼児活動研究会㈱ 東京都
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツボラン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
こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・専門士

大阪府 門真なみはや Ｓ・Ｔ 星槎大学（進学） 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認
定健康運動実践指導者・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・日本スポーツボ
ラン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

大阪府 淀川工科 Ｏ・Ｋ ㈱FEEL CONNECTION 東京都
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツボラン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
こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・専門士

兵庫県 KTCおおぞら高等学院　神戸キャンパス Ｂ・Ｋ 東須磨愛児園 兵庫県
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツボラン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
こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・専門士

兵庫県 伊川谷 Ｓ・Ｋ フリーインストラクター 香川県
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・公益財団法人　日本フィットネス協会認定エアロビックダンスエクササイズインストラクター・
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・日本スポーツボラン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

兵庫県 加古川南 Ｈ・Ｙ ㈱コロンビアスポーツウェアジャパン 東京都 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツボラン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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兵庫県 高砂 Ｄ・Ｔ ㈱ハースコーポレーション 東京都

モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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・JCCA
ベーシックインストラクター・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・日本スポーツボラン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

兵庫県 篠山産業 Ｋ・Ｄ ㈱コスモス薬品 福岡県
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・専門士

兵庫県 神戸弘陵学園 Ｋ・Ｗ ㈱オージースポーツ 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・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・公益財団法人　日
本フィットネス協会認定エアロビックダンスエクササイズインストラクター・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・専門士

兵庫県 神戸国際大学附属 Ｏ・Ｓ ㈱NESTA RESORT 兵庫県
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・専門士

兵庫県 神戸国際大学附属 Ｓ・Ｓ ㈱ヨーケン社 兵庫県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・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・専門士

兵庫県 神港 Ｉ・Ｔ アスロンジュニアスポーツクラブ 兵庫県
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・専門士

兵庫県 西宮甲山 Ｋ・Ｓ ㈱ステップ 兵庫県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

兵庫県 西宮今津 Ｎ・Ｍ 沖縄ダイビングサービスLagoon 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・専門士

兵庫県 西宮南 Ｍ・Ｙ 尼崎スポーツ財団 兵庫県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日本フィットネス産
業協会フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運
動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

兵庫県 姫路工業 Ｋ・Ｋ ㈱サップス 兵庫県

モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・JCCAベーシックインストラクター・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導
者・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ベーシックインスト
ラクター　合格・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　合格・専門士

兵庫県 姫路別所 Ｍ・Ｙ ノアインドアテニス㈱ 兵庫県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

兵庫県 宝塚北 Ｔ・Ｍ ㈱クーバル 兵庫県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・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・専門士

奈良県 高円 Ｋ・Ｈ ㈱グッドウェーブ 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネット
ワーク認定スポーツボランティア研修会・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3
級・専門士

奈良県 榛生昇陽 Ｓ・Ｙ ㈱ピースプラント 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・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

奈良県 西和清陵 Ｓ・Ｒ ジャミング㈱ 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士
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奈良県 添上 Ｏ・Ｓ 24/7Workuot 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本コンピュータ能力教育協議会
パソコン技能検定3級・日本スポーツボラン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

奈良県 奈良朱雀 Ｕ・Ｉ ㈱ベンチャーバンク 東京都
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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・
日本スポーツボラン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

奈良県 奈良情報商業 Ｔ・Ｈ ㈱クリップコーポレーション 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・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

奈良県 奈良北 Ａ・Ｗ ㈱ベンチャーバンク 東京都

モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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・JCCA
ベーシックインストラクター・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・日本スポーツボラン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　日本サッカー協会公認キッズリーダー・専門士

京都府 綾部 Ｋ・Ｎ ㈱シダックス 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・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

京都府 乙訓 Ｆ・Ｓ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認
定健康運動実践指導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボ
ラン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

京都府 南丹 Ｏ・Ｓ ㈱ライズワン 京都府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日本フィットネス産
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・日本スポーツボランティ
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

京都府 福知山淑徳 Ｋ・Ｍ 福知山学園 京都府
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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本コンピュータ能力教育協議会
パソコン技能検定3級・日本スポーツボラン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　日本サッカー協会公認キッズリーダー・専門士

京都府 峰山 Ｋ・Ｒ アシックスジャパン㈱ 東京都
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・専門士

島根県 横田 Ｉ・Ｄ ㈱ベンチャーバンク 東京都
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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・
日本スポーツボラン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　日本こ
どもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・専門士

島根県 松江商業 Ａ・Ｙ ㈱ジェイエスエス 島根県
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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ベーシックインストラクター　合格・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ベーシックインストラクター　合格・専門士

島根県 松徳学院 Ｋ・Ｙ ㈱ザ・ビッグスポーツ 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・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・
専門士

静岡県 聖隷クリストファー Ｍ・Ｔ くにじまテニスコート（清立商工） モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

静岡県 静岡大成 Ｏ・Ｋ ㈱東急スポーツオアシス 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本コンピュータ能力教育協議会
パソコン技能検定3級・日本スポーツボラン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・専門士

三重県 名張桔梗丘 Ｅ・Ａ ㈱NAS 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・公益財団法人　日本フィットネス
協会認定エアロビックダンスエクササイズインストラクター・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・専門士
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三重県 名張西 Ｏ・Ｓ ㈱東大阪スタジアム 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日本フィットネス産
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・日本スポーツボランティ
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

滋賀県 甲西 Ｍ・Ｒ 赤シャチダイビングサービス 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・専門士

滋賀県 信楽 Ｓ・Ｋ ㈱エス・グルーヴ 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・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

広島県 広島国際学院 Ｆ・Ｋ ㈱コパン 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・公益財団法人　日本フィットネス協会認定アクア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　合格・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　合格・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・専門士

広島県 福山明王台 Ｍ・Ｈ RIZAP㈱ 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認
定健康運動実践指導者・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・日本スポーツボ
ラン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

香川県 志度 Ｋ・Ｓ ERIK SPORTS PROJEC 香川県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツボラン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

香川県 小豆島中央 Ｈ・Ｒ （一財）日本ボディセラピスト協会 香川県

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

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・日本スポーツボラン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

和歌山県 神島 Ｄ・Ｉ 星槎大学（進学）

モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・公益財団法人　日本フィットネス
協会認定エアロビックダンスエクササイズインストラクター・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・日本スポーツボラン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2級・専門士

岡山県 総社 Ｉ・Ｅ ㈱INSPA 東京都 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

愛媛県 吉田 Ｋ・Ｙ （一財）日本ボディセラピスト協会 東京都 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツボラン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

沖縄県 西原 Ｓ・Ｃ ㈱iDA 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・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・
専門士

その他 コリア国際学園　高等部 Ｋ・Ｓ ㈱ラフィネ 福岡県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツボラン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

その他 学校法人岡村学園　関西情報工学院専門学校 Ｎ・Ｋ ㈲ダイビングショップAir 福岡県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツボラン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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大阪府 その他高校 Ｋ・Ｙ 森ノ宮医療学園専門学校（進学） 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・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定
トレーニング指導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般社団法人　日
本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・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・専門士

大阪府 りんくう翔南 Ｏ・Ｔ ゼッセル熊取 関西
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導
者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボ
ランティア研修会・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

大阪府 懐風館 Ｋ・Ｓ ㈱日成アドバンス 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

大阪府 懐風館 Ｈ・Ｈ 星槎大学（進学） 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・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・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・専門士

大阪府 関西福祉科学大学 Ｕ・Ｒ ㈱ファクトリージャパングループ 関西

ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネ
ジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・日本スポーツボラン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　日本サッカー協会公認キッズリーダー・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・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・専門士

大阪府 関西福祉大学金光藤蔭 Ｙ・Ｒ ONE WALK GYM 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・日本コンピュータ能
力教育協議会パソコン技能検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・
マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導
者・NPO法人日本ストレッチング協会ストレッチングパートナー・専門士

大阪府 近畿情報高等専修学校 Ｓ・Ｋ アーバンフィット 関西

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健
康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日
本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボラン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・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・専門士

大阪府 近畿情報高等専修学校 Ｓ・Ｈ （一社）ハートリンクプロジェクト 関西 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

大阪府 近畿情報高等専修学校 Ｎ・Ｙ NPO法人　ハートリンクプロジェクト 関西
公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラン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

大阪府 港 Ｏ・Ｙ ㈱エクスティード 滋賀県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツボラン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

大阪府 港 Ｓ・Ｋ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都
ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・
マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導
者・日本スポーツボラン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

大阪府 香ヶ丘リベルテ Ｓ・Ｋ （一社）大阪健康福祉教育協会　放課後デイサービス　フラワーパーク 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

大阪府 今宮工科 Ｈ・Ｋ ＤＪ専門学校（進学） 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健
康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日
本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボラン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・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・専門士

大阪府 堺上 Ｉ・Ｈ ㈱LAVA International 東京都
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・モ
チベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・専門士

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

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者
協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専門士

7

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

大阪リゾート＆スポーツ専門学校　2020



大阪府 住吉商業 Ｎ・Ｊ フリーランス

日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定
トレーニング指導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般社団法人　日
本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・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・専門士

大阪府 渋谷 Ｓ・Ａ ㈱ベルポスト（slends） 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・専門士

大阪府 樟蔭 Ｔ・Ｍ プライベートジム　N 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導
者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボ
ランティア研修会・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　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・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・専門士

大阪府 上宮 Ｍ・Ｒ AVANSORE OSAKA FC 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・公益財団法人　実務
技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

大阪府 城東工科 Ｋ・Ｍ ㈱エーワン 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・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・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・専門士

大阪府 神須学園 Ｏ・Ｓ ㈱日成アドバンス 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

大阪府 成美 Ｍ・Ｋ トレーニングジム　スタジオCAVA 関西

公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定
健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導
者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・専門士

大阪府 成美 Ｔ・Ｍ ㈱BONITO 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導
者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボ
ランティア研修会・専門士

大阪府 星翔 Ｓ・Ｎ あじさい 関西

モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導
者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3
級・日本スポーツボラン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
サッカー協会公認キッズリーダー・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・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・専門士

大阪府 精華 Ｔ・Ｔ ABCマート 関西

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健
康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日
本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボラン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・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・専門士

大阪府 摂津 Ｈ・Ｒ ㈱ピュアバランス 関西
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本スポーツボ
ラン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

大阪府 泉大津 Ｋ・Ｓ ㈱ファクトリージャパングループ 関西 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

大阪府 早稲田摂陵 Ｍ・Ｒ ㈱ファクトリージャパングループ 関西

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健
康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日
本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボラン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・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・専門士

大阪府 大阪学芸 Ｋ・Ｓ ㈱そら　千葉オフィス 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導
者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3
級・日本スポーツボラン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
サッカー協会公認キッズリーダー・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・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・専門士

大阪府 大阪暁光 Ｙ・Ｙ ㈱元気 関西

公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定
健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導
者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・専門士
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大阪府 大阪暁光 Ｙ・Ｋ ㈱メイコー 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

大阪府 大阪暁光 Ｆ・Ｙ 川口工業㈱ 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・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 大阪夕陽丘学園 Ｊ・Ｉ 留学
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認定ヨガライフアド
バイザー・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリー
コース修了書・専門士

大阪府 大正 Ｔ・Ｒ ㈱アクトス 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・JCCAベーシックインストラクター・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導
者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専門士

大阪府 大塚 Ｆ・Ｍ 高石市ふれあい健康増進センター 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導
者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・
専門士

大阪府 池田 Ｙ・Ｈ ㈱モバイルフィット 愛媛県

日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・ＩＨＴＡ認定リラクゼーショ
ンセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エント
リーコース修了書・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニン
グ指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能
検定3級・専門士

大阪府 島本 Ｍ・Ｓ ㈱INSPA 関西 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

大阪府 東大阪大学敬愛 Ｋ・Ｙ 森ノ宮医療学園専門学校（進学） 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

大阪府 東大阪大学柏原 Ｎ・Ｋ ASGジュニオール 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公
認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボランティアネット
ワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

大阪府 東大阪大学柏原 Ｔ・Ｈ Ｄｒストレッチ　グッドウェーブ 兵庫県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認
定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導
者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・専門士

大阪府 東百舌鳥 Ｈ・Ｍ （公財）フィットネス２１事業団 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導
者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3
級・日本スポーツボラン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
サッカー協会公認キッズリーダー・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・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・専門士

大阪府 東淀川 Ｈ・Ｆ ㈱カーブス 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・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・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・専門士

大阪府 汎愛 Ｎ・Ｈ ㈱ファクトリージャパングループ 関西
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・専門士

大阪府 汎愛 Ｈ・Ｎ ㈱スクールパートナー 関西 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

大阪府 汎愛 Ｒ・Ｋ ㈱LAVA International 東京都
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・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・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・専門士
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大阪府 北淀 Ｔ・Ｈ ㈱カーブス 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・公益財団法人　実務
技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

大阪府 枚方なぎさ Ｔ・Ｙ ㈱ベンチャーバンク 東京都
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

大阪府 枚方津田 Ｍ・Ｍ タイガースフィットネスクラブラフィット 兵庫県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健
康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日
本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボラン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・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・専門士

大阪府 箕面 Ｏ・Ｒ ㈱エービーシー・マート 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本コンピュータ能力教育協議会
パソコン技能検定3級・専門士

大阪府 明浄学院 Ｙ・Ａ ㈱LAVA International 東京都 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・専門士

大阪府 緑風冠 Ｏ・Ｔ ブルオーシャンジム 関西 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

大阪府 緑風冠 Ｍ・Ｋ アーバンフィット 関西

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健
康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日
本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボラン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・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・専門士

兵庫県 芦屋学園 Ｍ・Ｋ 関西セイビ㈱ 関西
公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラン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

兵庫県 芦屋学園 Ｍ・Ｋ 40minutes 関西
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・公益財団法人　実務
技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

兵庫県 高砂 Ｓ・Ｎ ㈱フュービック 東京都

ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・
マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導
者・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・日本スポーツボラン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　日本サッカー協会公認キッズリーダー・専門士

兵庫県 高砂 Ｄ・Ｍ パーソナルトレーニング治療院　balance body 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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラ
ピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・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
グ協会ストレッチングトレーナーパートナー・PHI Pilates　PHI PilatesA.C.Ts・日本ラグビーフットボール
協会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　DIFFUSER・専門士

兵庫県 高砂 Ｏ・Ｋ ネスタリゾート神戸 兵庫県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認
定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導
者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・専門士

兵庫県 佐用 Ｓ・Ｔ あおぞら整骨院 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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピス
ト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース
修了書・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・日本スポーツボランティアネット
ワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

兵庫県 三田松聖 Ｆ・Ｙ ㈱エーワン 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

兵庫県 三田松聖 Ｔ・Ｙ アディダスジャパン㈱ 関西
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・公益財団法人　日本
サッカー協会公認キッズリーダー・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門
士
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兵庫県 神戸弘陵学園 Ｋ・Ｙ STUDIO MOVES 大阪府
IHTA認定ヨガライフアドバイザー・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボラン
ティア研修会・NPO法人日本ストレッチング協会ストレッチングパート―ナー・専門士

兵庫県 神戸常盤大学 Ｏ・Ｓ ㈱SAPS 大阪府
ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・
マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導
者・日本スポーツボラン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

兵庫県 神港 Ｍ・Ｍ カーブス 関西
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・専門士

兵庫県 神港 Ｙ・Ｋ ㈱アミティエ 大阪府

公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定
健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導
者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・専門士

兵庫県 西宮甲山 Ｗ・Ｓ ㈱ファクトリージャパングループ 関西

公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認公認
モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健
康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボラン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・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・専門士

兵庫県 多可 Ｔ・Ａ サンスポーツクラブ加西 兵庫県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

兵庫県 淡路三原 Ｉ・Ｓ 留学
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・公益財団法人　実務
技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

兵庫県 淡路三原 Ｆ・Ｍ モリススマイル㈱ 大阪府
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・日本スポーツボランティアネットワーク認
定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネ
ジャー資格エントリーコース修了書・PHI　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・日本ラグビーフットボール協会タグティーチャー研修会修了・専門士

兵庫県 東灘 Ｔ・Ｈ ㈱ファクトリージャパングループ 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・専門士

兵庫県 尼崎 Ｉ・Ｎ ㈱ブラスト 東京都

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

兵庫県 尼崎西 Ｉ・Ｙ ㈱総合体育研究所 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認
定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導
者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・専門士

兵庫県 宝塚東 Ｔ・Ｒ リフレッシュハンズ 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

兵庫県 宝塚東 Ｋ・Ｈ ㈱ボディライト 兵庫県
ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・
マネジャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラン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

兵庫県 宝塚東 Ｓ・Ｓ ケアパートナー㈱ 東京都
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（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
ストレッチングトレーナーパートナー・PADIオープンウォーターダイバー・専門士

兵庫県 宝塚東 Ｍ・Ｋ ㈱ティップネス 兵庫県

モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導
者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・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・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・専門士
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和歌山県 開智 Ｋ・Ａ Jtect 関西

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健
康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日
本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボラン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・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・専門士

和歌山県 笠田 Ｓ・Ｍ ㈱NAS
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・専門士

和歌山県 笠田 Ｍ・Ｍ ふじもと鍼灸整骨院 和歌山県

日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・モ
チベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体
力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・PHI Pilates A.C.Ts・NPO法人日本ストレッチン
グ協会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・日本ラ
グビーフットボール協会タグティーチャー・一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会　DIFFUSER・専門士

和歌山県 紀央館 Ｓ・Ｒ ㈱ポラリス 兵庫県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

和歌山県 紀央館 Ｋ・Ｃ ㈱ベンチャーバンク 東京都

公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認公認
モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健
康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボラン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・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・専門士

和歌山県 串本古座　古座校舎 Ｓ・Ｓ かわにし鍼灸整骨院 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・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・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・専門士

和歌山県 神島 Ｕ・Ｃ 40ミニッツ 兵庫県

ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エント
リーコース修了書・一般社団法人　日本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・（公財）健康・
体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指
導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボラン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　日本サッカー協会公認キッズリーダー・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・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・専門士

和歌山県 有田中央 Ｋ・Ｋ ㈱日成アドバンス 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・専門士

和歌山県 和歌山 Ｆ・Ｔ 和歌山県和歌山市立紀之川中学校 和歌山県
IHTA認定ヨガライフアドバイザー・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・専
門士

和歌山県 和歌山北 Ｈ・Ｙ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都

モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導
者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3
級・日本スポーツボラン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
サッカー協会公認キッズリーダー・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・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・専門士

奈良県 五條 Ｎ・Ｙ PALMS 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・専門士

奈良県 大和広陵 Ｍ・Ｈ AWAKES 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指
導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定
3級・日本スポーツボラン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・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・専門士

奈良県 奈良大学附属 Ｍ・Ｔ （一財）日本ボディセラピスト協会 関西

公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認公認
モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健
康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボラン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・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・専門士

奈良県 法隆寺国際 Ｋ・Ｔ （医）喜馬病院 大阪府

ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エント
リーコース修了書・一般社団法人　日本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・（公財）健康・
体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指
導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボラン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　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・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・専門士

奈良県 法隆寺国際 Ｓ・Ｉ （一社）ハートリンクプロジェクト 関西
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・公益財団法人　実務
技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士
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香川県 英明 Ｏ・Ｓ ㈱東急スポーツオアシス 東京都

日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定
トレーニング指導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般社団法人　日
本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・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・専門士

香川県 高松商業 Ｋ・Ｗ リーフラス㈱ 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・マネジャー資格エント
リーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定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・PHI Pilates A.C.Ts・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

香川県 志度 Ａ・Ｅ ファイブスターフィットネス 香川県
公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定
健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・専門士

香川県 志度 Ｋ・Ｔ あなぶきエンタープライズ㈱ 香川県
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・NPO法人日本ストレッチング協会ストレッチングトレー
ナーパートナー・専門士

愛媛県 伊予農業 Ｋ・Ａ ㈱エヌ・エス・アイ 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・専門士

愛媛県 宇和 Ｓ・Ｊ ㈱フュービック 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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピス
ト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修
了書・NPO法人日本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・厚生労働省
介護職初任者研修・専門士

愛媛県 松山聖陵 Ｍ・Ｔ TIP TOP GYM 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

愛媛県 聖カタリナ学園 Ｆ・Ｎ モリススマイル㈱ 大阪府

ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・
マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導
者・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・日本スポーツボラン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

徳島県 海部 Ｍ・Ｓ ゼビオ㈱ 徳島県
公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専
門士

徳島県 吉野川 Ｓ・Ｒ 医療法人社団彦星会　岩橋クリニック 大阪府
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・モ
チベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者
協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専門士

徳島県 脇町 Ｆ・Ｓ カマタマーレ讃岐 香川県
公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボランティアネットワー
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・専
門士

京都府 京都文教 Ｍ・Ｒ ミズノスポーツサービス㈱ 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導
者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3
級・日本スポーツボラン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

京都府 城陽 Ｍ・Ｙ ＡＣミラン佐倉 千葉県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

島根県 松江工業 Ｓ・Ｔ ㈱THINKフィットネス 東京都

モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認
定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボラン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　日本サッカー協会公認キッズリーダー・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・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・専門士

島根県 立正大学淞南 Ｈ・Ｋ ドクターストレッチ 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・専門士
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岡山県 岡山県作陽 Ｍ・Ｋ アディダスジャパン㈱ 関西 日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

岡山県 岡山県作陽 Ｙ・Ｈ ブルーオーシャンズジム　parms 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公
認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボランティアネット
ワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

広島県 戸手 Ｋ・Ｓ パーフェクトストレッチ 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・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・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・専門士

広島県 広島国際学院 Ｙ・Ｙ ㈱ルネサンス 広島県

モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導
者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3
級・日本スポーツボラン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・専門士

高知県 高知商業 Ｓ・Ｓ IMPACT PERFORMANCE㈱ 大阪府

公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベー
ション・マネジャー資格エントリーコース修了書・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本
トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能
検定3級・NPO法人日本ストレッチング協会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・専門士

高知県 高知東工業 Ｎ・Ｙ 星瑳大学（進学） 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・専門士

福岡県 九州産業大学付属九州産業 Ｍ・Ｆ ASGジュニオール 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本スポーツボ
ラン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・専門士

福岡県 玄界 Ｉ・Ｎ ㈱CREA FORTE 愛媛県

IHTA認定ヨガライフアドバイザー・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボラン
ティア研修会・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・日本ラグビーフットボール協会タグティーチャー研修会修了・専
門士

北海道 北海道栄 Ｉ・Ｓ ㈱橋本商会 神奈川県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・専門士

東京都 帝京大学 Ｉ・Ｋ リフレッシュハンズ 関西

モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導
者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3
級・日本スポーツボラン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
サッカー協会公認キッズリーダー・専門士

石川県 鵬学園 Ｏ・Ｒ ㈱フュービック 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

福井県 福井工業大学附属福井 Ｍ・Ａ ㈱Feriz 関西

公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定
健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導
者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・専門士

三重県 名張 Ａ・Ｙ ホリデイスポーツクラブ 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専門士

滋賀県 彦根翔陽 Ｈ・Ａ ㈱フュービック 東京都

ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エント
リーコース修了書・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・日本スポーツボランティアネッ
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・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・PHI Pilates　PHI PilatesA.C.Ts・NPO法人日本ストレッ
チング協会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・専門士

大分県 大分東明 Ｔ・Ａ キックボクシングジム　K-1ジム 関西

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・モチ
ベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健
康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・日本スポーツボランティ
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・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・専門士
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沖縄県 西原 Ｍ・Ｃ ㈱フュービック 関西

日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定
トレーニング指導者・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般社団法人　日
本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・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・専門士

その他 留学生 Ｒ・Ｃ 成吉思汗健身俱樂部進化綜合格鬥中心　林口館 台湾 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士
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大阪府 阿倍野 Ｅ・Ｓ 東よさみ幼稚園 大阪府
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・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働
省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・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・専門士

大阪府 高石 Ｏ・Ｍ （社福）みおつくし福祉会 助松寮 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・文部科学省認定短期大学士・文部科
学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士
資格・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・専門士

大阪府 大冠 Ｋ・Ａ シンコースポーツ㈱ 大阪府

（公財）日本サッカー協会公認キッズリーダー・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚
園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・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・日本赤十字社　赤十字救急法救急員・一般社団法人　日本コミュニケーショ
ン教育協議会　野外活動コーチ養成認定講習・一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会　
DIFFUSER・専門士

大阪府 大阪学院大学 Ｋ・Ｍ ㈱ナルミヤ・インターナショナル 東京都
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・文部科学省認定短期大学士・文部科学
省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資
格・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・専門士

大阪府 大阪成蹊女子 Ｔ・Ｋ （社福）晋栄福祉会 大阪府
文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定
保育士資格・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・文部科学省認定短期大学士・専門士

大阪府 鶴見商業 Ｗ・Ｍ （社福）豊中ほづみ福祉会　認定こども園 豊中ほづみ保育園 大阪府
文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定
保育士資格・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・文部科学省認定短期大学士・専門士

大阪府 東住吉総合 Ｎ・Ｆ （社福）みおつくし福祉会 助松寮 大阪府

文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定
保育士資格・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・一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・
日本赤十字社　赤十字救急法救急員・一般社団法人　日本コミュニケーション教育協議会　野外
活動コーチ養成認定講習・専門士

大阪府 明浄学院 Ｎ・Ｒ （学）春日出学園　春日出幼稚園 大阪府
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・
厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・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・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DIFFUSER・専門士

兵庫県 神戸星城 Ｆ・Ｋ 名倉みふね幼稚園 兵庫県
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・
厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・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・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DIFFUSER・専門士

兵庫県 尼崎北 Ａ・Ｎ 西宮本町つきの保育園 兵庫県
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・文部科学省認定短期大学士・文部科学
省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資
格・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・専門士

京都府 京都八幡 Ｏ・Ｓ （社福）天王福祉会　茨木学園 大阪府

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・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働
省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・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・一般社団法人　
日本コミュニケーション教育協議会　野外活動コーチ養成認定講習・専門士

奈良県 五條 Ｉ・Ｈ （社福）大和育成園 奈良県
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般社団法人スポーツリズムトレーニン
グ協会DIFFUSER・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働
省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・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・専門士

島根県 益田翔陽 Ｔ・Ｃ 幼保連携型認定こども園 夢 「遊喜分園」 関西
文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定
保育士資格・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・文部科学省認定短期大学士・専門士

徳島県 吉野川 Ｉ・Ｎ （社福）勝原福祉会 兵庫県
文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主
事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・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・専門士

愛媛県 野村 Ｓ・Ｍ （学）勝愛学園　幼保連携型認定子ども園　勝原幼稚園 愛媛県

一般社団法人　日本コミュニケーション教育協議会　野外活動コーチ養成認定講習・文部科学省
認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・
厚生労働省認定保育士資格・公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・日本スポー
ツ教育協議会主催　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・専門士
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大阪府 その他高校 Ｏ・Ｈ 伊藤忠エネクスフリート㈱ 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・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

大阪府 阿倍野 Ｈ・Ｍ アインス体操クラブ 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・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO
法人日本ストレッチング協会認定　ストレッチングトレーナーパートナー・日本赤十字　救急法救
急員・一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会　DIFFUSER・PHI Pilates A.C.Ts・モチ
ベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・
専門士

大阪府 阿武野 Ｍ・Ｙ A Plus Fitness 兵庫県
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　救急法救急員・

（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・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 阿武野 Ｓ・Ｒ エムケイ石油㈱ 関西
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・マネジャー資格エ
ントリーコース修了書・専門士

大阪府 阿武野 Ｍ・Ｋ ㈱エイプリルナイツ 愛知県
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・（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・マネジャー資格エントリーコース修了書・
専門士

大阪府 旭 Ｈ・Ｋ NPO法人　神戸アスリートタウンクラブ 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・モチベーション・マネジメント協会公
認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 茨木西 Ｕ・Ｈ ㈱ライフエンターテイメント
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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定
健康運動実践指導者・NPO法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導
者・日本赤十字　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
ジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 茨木西 Ｓ・Ｋ ㈱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・モチベーション・マネジメント協会公
認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 懐風館 Ｍ・Ｋ 梅田スカイビル・クラブバッカーノ 関西

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・
一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・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・マネジャー資格エントリーコース
修了書・専門士

大阪府 興國 Ｄ・Ｒ ㈱リラックス 大阪府
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・マネジャー資格エ
ントリーコース修了書・専門士

大阪府 興國 Ｗ・Ｙ ㈱オージースポーツ 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・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・日本コンピュータ能力教育協議
会パソコン技能検定3級・（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・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門
士

大阪府 金岡 Ｉ・Ｍ 英和会センタークリニック 大阪府
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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健
康運動実践指導者・（公財）日本スポーツ協会公認　アスレティックトレーナー・モチベーション・マ
ネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 金岡 Ｊ・Ｓ ㈱ファクトリージャパングループ 大阪府
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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エ
ントリーコース修了書・専門士

大阪府 香ヶ丘リベルテ Ａ・Ｙ ㈱ソラスト 東京都
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・マネジャー資格エントリーコース修了書・
専門士

大阪府 堺上 Ｉ・Ｆ ㈱ビーナス 大阪府

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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定
健康運動実践指導者・NPO法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導
者・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・日本赤十字　救急法
救急員・（公財）日本サッカー協会公認キッズリーダー・日本ラグビーフットボール協会公認　タグ
ティーチャー研修会修了・PADI OWD・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーショ
ン・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士
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大阪府 堺上 Ｍ・Ｍ ㈱LIFE CREATE 北海道
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・（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・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 柴島 Ｍ・Ｃ ㈱サップス 大阪府
PHI Pilates A.C.Ts・日本赤十字　救急法救急員・（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・マネジャー資格エント
リーコース修了書・専門士

大阪府 昇陽 Ｙ・Ｋ スポーツクラブNAS㈱ 東京都
日本赤十字　救急法救急員・NPO法人　日本SAQ協会認定　SAQインストラクターレベル１・

（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・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 松原 Ｔ・Ｊ ㈱キーワード 大阪府
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公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 信太 Ｋ・Ｍ マックスポーツ㈱ 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・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能
検定3級・（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・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 信太 Ｙ・Ｉ ㈱ゼビオ 大阪府
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・マネジャー資格エ
ントリーコース修了書・専門士

大阪府 吹田 Ａ・Ｈ テイクフィジカルコンディショニングジム 京都府

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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健
康運動実践指導者・NPO法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・
日本赤十字　救急法救急員・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研
修会・日本ラグビーフットボール協会公認　タグティーチャー研修会修了・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 清明学院 Ｏ・Ｋ ㈱INSPA 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・日本スポーツボランティアネットワーク
認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 泉尾 Ｏ・Ｍ ㈱ライフスタイルデザイン 関西 PADI　EFR（エマージェンシー・ファースト・レスポンス）・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 大冠 Ｉ・Ｎ （医）Ｎクリニック 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・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資
格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 大阪学院大学 Ｔ・Ｒ フリーランス
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソ
コン技能検定3級・（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・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 大阪学院大学 Ｈ・Ｋ スポーツクラブNAS㈱ 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・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能
検定3級・（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・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 大阪 Ｋ・Ｔ ㈱ソラスト 大阪府
PHI　Pilates　A.C.Ts・シナプソロジーインストラクター・NPO法人日本SAQ協会認定SAQイン
ストラクターレベル1・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

大阪府 大阪市立 Ｎ・Ｒ ㈱デサント 大阪府
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・マネジャー資格エ
ントリーコース修了書・専門士

大阪府 大阪商業大学堺 Ｓ・Ｒ フリーランス

日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・（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・（公財）日本サッカー協会
公認キッズリーダー・NPO法人日本ストレッチング協会認定　ストレッチングトレーナーパートナー・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　救急法救急員・日本ラグビーフットボール
協会公認　タグティーチャー研修会修了・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公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士
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大阪府 大阪青凌 Ｎ・Ａ 茂松整形外科 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソ
コン技能検定3級・（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・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 大阪夕陽丘学園 Ｈ・Ｃ ファインステップ大阪 大阪府

日本赤十字　救急法救急員・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・（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Ｊ
ＡＴＩ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法人日本ストレッチング協会認定　ストレッチングトレーナーパートナー・日本ラグビー
フットボール協会公認　タグティーチャー研修会修了・モチベーション・マネジメント協会公認公認
モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 池田 Ｓ・Ｄ 美馬市（SIB）　地域おこし隊 徳島県

日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健
康運動実践指導者・NPO法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・日本赤十字　救急法救
急員・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
協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 刀根山 Ｋ・Ｒ A-BASE 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・モチベーション・マネジメント協会公
認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 島本 Ｍ・Ｔ ㈱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公認モチベーション・マネジャー資格
エントリーコース修了書・専門士

大阪府 藤井寺工科 Ｍ・Ｋ ㈱ループクエスト 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・シナプソロジーインストラクター・日本赤十字　救急法救
急員・日本ラグビーフットボール協会公認　タグティーチャー研修会修了・日本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 OWD・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 藤井寺 Ｍ・Ｙ ㈱ザ・ビッグスポーツ 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・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・マネジャー資格エントリー
コース修了書・専門士

大阪府 八尾北 Ｉ・Ｙ ㈱ベンチャーバンク 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソ
コン技能検定3級・（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・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 飛鳥未来　大阪キャンパス Ｍ・Ｆ ㈱ブブアブ 東京都 日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認公
認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 北摂つばさ Ｔ・Ｓ マック体操クラブ 大阪府

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　日本ト
レーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本赤十字　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・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門
士

大阪府 枚方津田 Ｏ・Ｋ JSC堺 大阪府
日本赤十字　救急法救急員・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・（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・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 枚方津田 Ｈ・Ｓ （社福）惠愛園　オレンジ神戸 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・モチベーション・マネジ
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

大阪府 枚方津田 Ｉ・Ｙ JSC堺 関西
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・マネジャー資格エ
ントリーコース修了書・専門士

大阪府 門真なみはや Ｙ・Ｍ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都
日本赤十字　救急法救急員・（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・マネジャー資格エントリーコース修了書・
専門士

大阪府 淀商業 Ｗ・Ｍ ㈱ビックスマイル 徳島県

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・日本スポーツ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・日本ストレッチング協会認定ストレッチングトレーナーパートナー・日本ラグビーフットボール
協会公認　タグティーチャー研修会修了・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーショ
ン・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士
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大阪府 淀商業 Ｙ・Ｙ ㈱Sea real estate 大阪府
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・マネジャー資格エ
ントリーコース修了書・専門士

兵庫県 伊川谷 Ｍ・Ｓ 東急スポーツオアシス三宮 兵庫県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・日本コンピュータ能力教
育協議会パソコン技能検定3級・（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・マネジャー資格エントリーコース修了書・
専門士

兵庫県 育英 Ｏ・Ｙ ㈱ファクトリージャパングループ 大阪府
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・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エ
ントリーコース修了書・専門士

兵庫県 三田松聖 Ｔ・Ｒ ㈱スタッフブリッジ 関西
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・マネジャー資格エ
ントリーコース修了書・専門士

兵庫県 篠山産業 Ｓ・Ｍ T’s卓球クラブ 兵庫県
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・（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・マネジャー資格エ
ントリーコース修了書・専門士

兵庫県 神港 Ｓ・Ｍ しばはら整形外科スポーツ関節 兵庫県

日本赤十字　救急法救急員・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・（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SAQ協会認定　SAQインス
トラクターレベル１・一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会　DIFFUSER・（公財）日本ス
ポーツ協会公認　アスレティックトレーナー・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベー
ション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

兵庫県 須磨翔風 Ｋ・Ｙ しばはら整形外科スポーツ関節 兵庫県

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　救急法救急員・一般社団法人スポーツリズム
トレーニング協会　DIFFUSER・（公財）日本スポーツ協会公認　アスレティックトレーナー・モチ
ベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・
専門士

兵庫県 西脇工業 Ｋ・Ｈ ㈱Dr.トレーニング 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・日本コンピュータ能力教育協議会パ
ソコン技能検定3級・一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスクラブマネジメント技
能検定３級・PHI　Pilates　A.C.Ts・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・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

兵庫県 東洋大学附属姫路 Ｋ・Ｋ ㈱ジェイエスエス 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・（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・マネジャー資格エントリー
コース修了書・専門士

兵庫県 尼崎 Ａ・Ｙ 亀井整形外科 兵庫県
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・
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

兵庫県 尼崎北 Ｋ・Ｓ なじお山下整形外科 兵庫県
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・（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・マネジャー資格エントリーコース修了書・
専門士

兵庫県 兵庫大学附属須磨ノ浦 Ｔ・Ｒ ㈱ラウンドアバウト 東京都
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・マネジャー資格エ
ントリーコース修了書・専門士

奈良県 香芝 Ｋ・Ｓ （医）良花会　整形外科とくはらクリニック 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・モチベーション・マネジメント協会公
認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

奈良県 香芝 Ｎ・Ｙ ㈱RBライジング 関西
（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・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公認モチベーション・マネジャー資格エント
リーコース修了書・専門士

奈良県 大和広陵 Ｎ・Ｒ ㈱ソラスト 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソ
コン技能検定3級・（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・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

20

県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

アスレティックトレーナー科

大阪リゾート＆スポーツ専門学校　2020



奈良県 添上 Ｉ・Ｓ レコードブック樟葉 奈良県
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・（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SAQ協会認定　SAQインストラクターレベル１・日本赤十字　
救急法救急員・（地独）東京都健康寿命医療センター認定　介護予防運動指導員・モチベーション・
マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

奈良県 添上 Ｏ・Ｙ ㈱ファクトリージャパングループ 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・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・（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・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

愛媛県 今治南 Ｋ・Ｓ ボディワークホールディングス㈱ 大阪府
日本赤十字　救急法救急員・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・（公財）
日本スポーツ協会公認　アスレティックトレーナー・モチベーション・マネジメント協会公認公認モ
チベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

愛媛県 今治南 Ｋ・Ｍ ㈲ワタナベ 兵庫県

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・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・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門
士

愛媛県 今治南 Ｎ・Ｔ いわもとクリニック 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソ
コン技能検定3級・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・（公財）日本スポー
ツ協会公認　アスレティックトレーナー・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーショ
ン・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

福井県 武生商業 Ｋ・Ａ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都
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・マネジャー資格エントリーコース修了書・
専門士

福井県 福井工業大学附属福井 Ｓ・Ｋ 美馬市（SIB）　地域おこし隊 徳島県

日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健
康運動実践指導者・NPO法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・
日本赤十字　救急法救急員・一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会　DIFFUSER・（公財）
日本スポーツ協会公認　アスレティックトレーナー・モチベーション・マネジメント協会公認公認モ
チベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

滋賀県 高島 Ｎ・Ｒ ㈲福栓　リボーンマイセルフ 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソ
コン技能検定3級・（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・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

滋賀県 八幡 Ｎ・Ｗ （社福）恩賜財団　済生会滋賀県病院 滋賀県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・（公財）日本スポー
ツ協会公認　アスレティックトレーナー・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーショ
ン・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

京都府 京都文教 Ｓ・Ｔ HAYA-ASHI　高地トレーニングスタジオ　中山スポーツ 滋賀県

日本赤十字　救急法救急員・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・（公財）健康・体力づくり事業
財団認定健康運動実践指導者・NPO法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・NPO法
人日本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・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　DIFFUSER・モチ
ベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

京都府 京都廣学館 Ａ・Ｈ ㈱関電アメニックス 大阪府
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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定
健康運動実践指導者・NPO法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導
者・日本赤十字　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
ジャー資格エントリーコース修了書・専門士

和歌山県 神島 Ｋ・Ｔ ㈱G-zone 京都府

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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健
康運動実践指導者・NPO法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・
日本赤十字　救急法救急員・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研
修会・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
協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

和歌山県 神島 Ｎ・Ｍ ㈱ガラジャ

日本赤十字　救急法救急員・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・（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SAQ協会認定　SAQインス
トラクターレベル１・日本ラグビーフットボール協会公認　タグティーチャー研修会修了・モチベー
ション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門
士

島根県 三刀屋 Ｔ・Ｔ （学）江の川学園　石見智翠館高等学校　硬式野球部トレーナー 島根県 （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・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

島根県 松江東 Ａ・Ｎ ㈱ライフスタイルデザイン　パーソナルジム　Aid 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・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士
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広島県 安田女子 Ｗ・Ｎ ㈱ボディセラピストエージェンシー 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・モチベーション・マネ
ジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

徳島県 城ノ内 Ｋ・Ｋ ㈱グッド・クルー 日本ラグビーフットボール協会公認　タグティーチャー研修会修了・モチベーション・マネジメント
協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

香川県 高松東 Ｗ・Ｈ ㈱ベンチャーバンク 東京都
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・マネジャー資格エ
ントリーコース修了書・専門士

沖縄県 首里 Ｋ・Ｙ NPO法人 ARUKAS KUMAGAYA 埼玉県
（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・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士
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