
北海道 旭川実業 Ｈ・Ｍ 総合型地域スポーツクラブ　旭川東豊スポーツクラブ 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・日本スポーツボラン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・
専門士

北海道 旭川大学 Ｉ・Ｍ ㈱ソフネットジャパン 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本スポーツボラン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

北海道 伊達 Ａ・Ｋ あおば幼稚園 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・日本スポーツボランティアネットワーク
認定スポーツボランティア研修会・公益財団法人　日本フィットネス協会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

北海道 遠軽 Ｋ・Ｙ スクエアークライミングスクール 東京都 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本スポーツボラン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

北海道 恵庭北 Ｉ・Ｔ S-Groove 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・専門士

北海道 札幌創成 Ｍ・Ｋ 札幌学院大学（進学） 北海道 専門士

北海道 札幌白陵 Ｎ・Ｙ （公財）北海道YMCA 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・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・Ｎ
ＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・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・専門士

北海道 札幌白陵 Ｍ・Ｔ HITOWAサービス 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・専門士

北海道 札幌龍谷学園 Ｅ・Ｙ ㈱オカモトホールディングス 香川県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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　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・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

北海道 小樽商業 Ｓ・Ｙ ㈱ソプラティコ 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・専門士

北海道 上富良野 Ｏ・Ｙ ㈱FJG 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・
JCCAベーシックインストラクター・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレー
ニング指導者・公益財団法人　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・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

北海道 清水 Ｓ・Ｔ ㈱ソフネットジャパン 東京都 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

北海道 石狩南 Ｓ・Ａ NORTHERN PACIFIC 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・日本スポーツボラン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

北海道 石狩翔陽 Ｋ・Ｋ S-Groove 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本スポーツボランティアネットワーク
認定スポーツボランティア研修会・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・専門士

北海道 石狩翔陽 Ｉ・Ｒ HITOWAサービス 東京都 専門士
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北海道 石狩翔陽 Ｓ・Ｙ ㈱ヤマチコーポレーション 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・公益財団法人　日本サッカー協会公認
C級コーチ・専門士

北海道 石狩翔陽 Ｙ・Ｔ （医）喬成会 北海道 日本スポーツボラン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

北海道 稚内 Ｈ・Ｓ ㈱ソフネットジャパン 東京都 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本スポーツボラン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

北海道 稚内 Ｎ・Ｙ ㈱ベネッセスタイルケア 東京都 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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

北海道 函館 Ｓ・Ｒ ㈱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・日本スポーツボラン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・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

北海道 富良野 Ｋ・Ａ ㈱カモトホールディングス 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・専門士

北海道 富良野 Ｎ・Ｒ ㈱デサント 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・日本スポーツボラン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・専門士

北海道 北海道栄 Ｋ・Ｙ ㈱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・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

北海道 北海道栄 Ｈ・Ｔ （公財）北海道YMCA 北海道 公益財団法人　日本サッカー協会公認C級コーチ・専門士

北海道 北照 Ｎ・Ｒ ㈱ソプラティコ 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・専門士

北海道 北星学園大学附属 Ｈ・Ｙ ㈱ベネッセスタイルケア 東京都 専門士

その他 既卒 Ｍ・Ｒ ㈱フージャース ウェルネス＆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・専門士
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北海道 とわの森三愛 Ｈ・Ｒ 社会福祉法人よいち福祉会　児童養護施設　北海愛星学園 北海道 文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定保育士資格・専門士

北海道 札幌英藍 Ｋ・Ｙ アートチャイルドケア㈱ 東京都
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコ
ン技能検定3級・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・文部科学省認定幼稚
園教諭二種免許・厚生労働省認定保育士資格・専門士

北海道 札幌創成 Ｓ・Ａ （学）三幸学園　チャイルドケア事業本部 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・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定保育士資格・専門士

北海道 札幌東豊 Ｆ・Ｓ コーセー化粧品販売㈱ 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・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・
厚生労働省認定保育士資格・専門士

北海道 室蘭清水丘 Ｆ・Ｍ （学）三幸学園　チャイルドケア事業本部 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・日本スポーツ教育協議会主催こども運
動指導者検定1級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・文部科学省認定幼稚
園教諭二種免許・厚生労働省認定保育士資格・専門士

北海道 当別 Ｆ・Ｈ （福）新琴似子鳩園　札幌こばと保育園 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・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・
厚生労働省認定保育士資格・専門士

北海道 飛鳥未来　札幌キャンパス　＜通信制＞ Ｓ・Ｋ ㈱sports project　ぴーすまいる 北海道 一般社団法人　スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・文部科学省認定幼稚園教諭二種免
許・専門士

北海道 本別 Ｈ・Ｔ 麻生むつみ保育園 北海道
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコ
ン技能検定3級・一般社団法人　スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・厚生労働省認定保
育士資格・専門士
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北海道 とわの森三愛 Ｕ・Ｔ RIZAP㈱ 東京都 ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・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研修会・専門士

北海道 旭川東栄 Ｎ・Ｓ ㈱オカモトホールディングス 北海道
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・PHI　PilatesPHI　
Pilates A.C.Ts・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピス
ト・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力
づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

北海道 遠軽 Ｉ・Ａ ㈱リフレーヌカンパニー 東京都 ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定ト
レーニング指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

北海道 奥尻 Ｓ・Ｙ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都

NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・日本コンピュータ能力教育協議会
パソコン技能検定3級・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・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・

（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

北海道 興部 Ｈ・Ｓ ㈱ボディワークホールディングス 北海道
PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・
JCCAベーシックインストラクター・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・ＮＰＯ法人　日本トレー
ニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康
運動実践指導者・専門士

北海道 釧路商業 Ｋ・Ｙ ㈱BEST HERBS 東京都
一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・JCCAベーシックインストラク
ター・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・（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

北海道 釧路北陽 Ｔ・Ａ ㈱カーブスジャパン 東京都
ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・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・（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

北海道 札幌あすかぜ Ｕ・Ｓ （医）白樺会　麓華苑 北海道
一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・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　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング
指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

北海道 札幌あすかぜ Ｙ・Ｙ ㈱リフレーヌカンパニー 東京都 ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

北海道 札幌英藍 Ｓ・Ｄ ㈱カモトホールディングス 北海道
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研修会・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・ＮＰＯ法人　日本
トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認定
健康運動実践指導者・専門士

北海道 札幌英藍 Ｓ・Ｋ トータルワークアウトプレミアムマネジメント㈱ 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研修会・PHI　PilatesPHI　
Pilates A.C.Ts・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・NPO法人日本SAQ協会認定SAQ
インストラクターレベル1・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・ＩＨＴＡ認定リ
ラクゼーションセラピスト・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

北海道 札幌丘珠 Ｙ・Ｋ ㈱リラックス 東京都
一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング
指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実
践指導者・専門士

北海道 札幌琴似工業 Ｔ・Ｓ ㈱リフレーヌカンパニー 北海道 ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

北海道 札幌静修 Ｔ・Ｒ ㈱BEST HERBS 東京都 ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

北海道 札幌東豊 Ｔ・Ｍ （同）fc.PluS/MSA HOKKAIDO 北海道 ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・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
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北海道 札幌東豊 Ｔ・Ｓ ㈱メディカルシャトー 北海道 ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

北海道 市立札幌啓北商業 Ｈ・Ｓ フリーインストラクター 北海道 専門士

北海道 枝幸 Ｙ・Ｔ 札幌医療リハビリ専門学校（進学） 北海道 日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専
門士

北海道 上川 Ｓ・Ｋ ㈱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

北海道 上川 Ｋ・Ｒ 旭川大学短期大学部（進学） 北海道 PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士

北海道 新得 Ｓ・Ａ ㈱ソフネットジャパン 東京都
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研修会・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・ＮＰＯ法人　日本
トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認定
健康運動実践指導者・専門士

北海道 千歳北陽 Ｓ・Ｈ ㈱メディカルシャトー 北海道 JCCAベーシックインストラクター・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・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

北海道 帯広工業 Ｔ・Ｙ ㈱SHARE 北海道

日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・PHI　PilatesPHI　Pilates 
A.C.Ts・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレ
ベル1・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・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・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・（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

北海道 帯広大谷 Ｓ・Ｓ ㈱エス・グルーヴ 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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協
会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・
専門士

北海道 滝川西 Ｎ・Ａ ㈱リフレーヌカンパニー 北海道 ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・（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

北海道 滝川西 Ｆ・Ｙ JR北海道 北海道 ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・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

北海道 置戸 Ｉ・Ｍ ㈱エーワン 北海道
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・PHI　PilatesPHI　
Pilates A.C.Ts・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・JCCAベーシックインストラクター・

ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定ト
レーニング指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

北海道 長沼 Ｓ・Ｓ ㈱SHARE 北海道
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・JCCAベーシックインストラクター・ＩＨＴＡ
認定リラクゼーションセラピスト・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニ
ング指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

北海道 登別明日中等教育学校 Ｓ・Ｒ ㈱北日本工事測量【EXIM+】 北海道

PADIオープンウォーターダイバー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティ
ア研修会・日本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・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・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・（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

北海道 東海大学付属札幌 Ｋ・Ｔ ㈱オカモトホールディングス 北海道
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
ティア研修会・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・Ｎ
ＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づく
り事業財団認定健康運動実践指導者・専門士
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北海道 白樺学園 Ｎ・Ｈ 鶴雅リゾート㈱ 北海道
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・PHI　PilatesPHI　
Pilates A.C.Ts・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピス
ト・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力
づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

北海道 白樺学園 Ｓ・Ｃ ㈱ヒューマンリンク 北海道 ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

北海道 飛鳥未来　札幌キャンパス　＜通信制＞ Ｓ・Ｒ RIZAP㈱ 東京都
PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・ＮＰＯ法人　日本
トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認定
健康運動実践指導者・専門士

北海道 飛鳥未来　札幌キャンパス　＜通信制＞ Ｙ・Ｓ ㈱B-STビーストプロトレーナーズ 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・専門士

北海道 飛鳥未来　札幌キャンパス　＜通信制＞ Ｋ・Ｔ さっぽろ健康スポーツ財団 北海道 専門士

北海道 富良野 Ｆ・Ｋ ㈱マナビレッジ 北海道 JCCAベーシックインストラクター・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・（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

北海道 北海 Ｓ・Ｋ 星槎大学（進学） 北海道
日本スポーツボラン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・（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

北海道 北海道栄 Ｍ・Ｄ ㈱オカモトホールディングス 北海道

日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・Ｎ
ＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・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・（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

北海道 北海道朝鮮初中高級学校 Ｒ・Ｓ ㈱リフレーヌカンパニー 北海道
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・日本コンピュータ能力教
育協議会パソコン技能検定3級・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・ＮＰＯ法人　日本トレーニ
ング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運
動実践指導者・専門士

北海道 北見商業 Ｎ・Ｙ ㈱リラックス 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・PHI　PilatesPHI　
Pilates A.C.Ts・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピス
ト・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力
づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

北海道 羅臼 Ｉ・Ｋ ㈱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

北海道 檜山北 Ｈ・Ｋ ナガセグループ 宮の森イトマンフィットネス 北海道 JCCAベーシックインストラクター・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

神奈川県 横浜南陵 Ｔ・Ｙ ㈱ルネサンス 東京都
ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・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

その他 既卒 Ｋ・Ｎ 健美創 北海道

日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・ＩＨＴＡ認定リラクゼーショ
ンセラピスト・ＮＰＯ法人　日本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・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・（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

その他 既卒 Ｓ・Ｅ ㈱オカモトホールディングス 北海道

日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・Ｎ
ＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・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・（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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その他 既卒 Ｓ・Ａ 健美創 北海道

日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・PHI　PilatesPHI　Pilates 
A.C.Ts・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3
級・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・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・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・（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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北海道 恵庭南 Ｓ・Ｈ ㈱森ビルホスピタリティコーポレーション 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（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モチベーション・インストラクター・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

北海道 恵庭南 Ｔ・Ｓ ㈱Dr.トレーニング 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・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

北海道 札幌英藍 Ｎ・Ｋ D-MAXSTUDIO 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・公益財団法人　日本サッカー協会公認C級コーチ・専門士

北海道 札幌英藍 Ｎ・Ｉ ㈱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・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・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モチベーション・インストラクター・公益財団法人　実務技能検定協会サービ
ス接遇検定3級・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

北海道 札幌英藍 Ｙ・Ａ RIZAP㈱ 東京都 専門士

北海道 札幌丘珠 Ｓ・Ｈ ㈱ソフネットジャパン 東京都
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・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

北海道 札幌丘珠 Ｔ・Ｋ ㈱two.seven 北海道
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モチベーション・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

北海道 札幌丘珠 Ｆ・Ｒ リーフラス㈱ 東京都
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者
協会認定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C級コーチ・専門士

北海道 札幌琴似工業 Ｋ・Ｒ 飛行船児童育成会 北海道 専門士

北海道 札幌西陵 Ｍ・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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピス
ト・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

北海道 札幌南陵 Ｉ・Ｙ トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント㈱ 東京都
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者
協会認定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・日本スポーツボラン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

北海道 札幌北斗 Ｍ・Ｍ ㈱リフレーヌ・カンパニー 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

北海道 市立札幌啓北商業 Ｈ・Ｅ ㈱B-ST 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・モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・イ
ンストラクター・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

北海道 市立札幌啓北商業 Ｆ・Ｎ ㈱フージャース ウェルネス＆スポーツ 東京都
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導
者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic 
Certificate・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

北海道 市立札幌大通 Ｍ・Ｒ コナミスポーツ㈱ 東京都
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者
協会認定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・専門士
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北海道 小樽桜陽 Ｔ・Ｉ ㈱MEDICAL　COLOR 東京都
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者
協会認定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・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

北海道 石狩翔陽 Ｔ・Ｍ リラックス 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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・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・
日本スポーツボラン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

北海道 帯広大谷 Ｓ・Ｙ ㈱two.seven 北海道
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・一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスク
ラブマネジメント技能検定３級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本ス
ポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

北海道 帯広農業 Ｎ・Ｙ 整形外科進藤病院 北海道 ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

北海道 滝川 Ｓ・Ｋ ㈱滝川スポーツクラブ 北海道
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・
日本スポーツボラン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

北海道 弟子屈 Ｓ・Ｋ ほぐし処匠／たくみ整骨院 北海道
（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　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・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

北海道 登別青嶺 Ｈ・Ｋ 山本産業㈱ 北海道

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・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic 
Certificate・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モチベーション・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・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

北海道 函館稜北 Ｋ・Ｈ ㈱ぜん 北海道

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・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モチベーション・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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3
級・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

北海道 函館稜北 Ｈ・Ｔ マックスポーツ㈱ 東京都
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者
協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベ
ル1・日本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・専門士

北海道 飛鳥未来　札幌キャンパス　＜通信制＞ Ｓ・Ｓ ㈱カネマツ 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・一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスク
ラブマネジメント技能検定３級・モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラ
クター・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定
協会サービス接遇検定3級・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修
会・専門士

北海道 平取 Ｎ・Ｙ セントラルスポーツ㈱ 東京都 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者
協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専門士

北海道 別海 Ｕ・Ｓ セントラルスポーツ㈱ 東京都 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者
協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専門士

北海道 北海道科学大学 Ｎ・Ｍ ㈱ケッズトレーナー 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・専門士

北海道 北見藤女子 Ｓ・Ａ ㈱メディカルシャトー 北海道
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・専門士

秋田県 角館 Ｓ・Ｎ ㈱ソフネットジャパン 東京都

ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（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・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3
級・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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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その他 既卒 Ｕ・Ｇ ㈱まごころ 北海道
（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

その他 既卒 Ｋ・Ｍ 船橋整形外科病院 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・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・公益財団法
人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポー
ツボランティア研修会・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士
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北海道 旭川工業 Ｉ・Ｈ ㈱HandLax 北海道 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・柔道整復師・専門士

北海道 旭川大学 Ｈ・Ｙ ㈱givers 東京都 専門士

北海道 恵庭南 Ｍ・Ｓ ㈱ゆうしん 東京都 柔道整復師・専門士

北海道 札幌英藍 Ｔ・Ｒ ㈱サンキュー 京都府 柔道整復師・専門士

北海道 札幌東豊 Ｋ・Ｋ ㈱エスフェイズ 北海道 専門士

北海道 三笠 Ｏ・Ｓ ㈱まちの整骨院 北海道 柔道整復師・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

北海道 石狩南 Ｉ・Ｒ ㈱givers 東京都 柔道整復師・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

北海道 石狩南 Ｙ・Ｒ ㈱クラシオン 千葉県 柔道整復師・専門士

北海道 石狩翔陽 Ｈ・Ｎ ㈱TLS 東京都 柔道整復師・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専
門士

北海道 帯広農業 Ｙ・Ａ ㈱ゆうしん 東京都 柔道整復師・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

北海道 帯広緑陽 Ｙ・Ｓ ㈱givers 東京都 柔道整復師・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・PHI　
PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士

北海道 当別 Ｓ・Ｔ ㈱ワイストーク 北海道 柔道整復師・専門士

北海道 苫小牧西 Ｋ・Ｍ ㈱ワイストーク 北海道 柔道整復師・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・PHI　
PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・専門士

北海道 北海 Ｏ・Ｒ ㈱D PLUS 北海道 柔道整復師・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

北海道 北広島西 Ｋ・Ｔ ㈱クラシオン 千葉県 柔道整復師・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・PHI　
PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士
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北海道 北星学園女子 Ｋ・Ａ ㈱ちせのわ 北海道 専門士

北海道 網走南ヶ丘 Ｆ・Ｙ ㈱forward 北海道 柔道整復師・専門士

北海道 紋別 Ｆ・Ｄ 品川整骨院グループ 東京都 柔道整復師・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士
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北海道 釧路商業 Ｓ・Ｙ ㈱サンキュー 北海道 柔道整復師・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士

北海道 市立札幌新川 Ｙ・Ｋ 田中峻鍼灸整骨院 北海道 柔道整復師・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・専門士

北海道 清里 Ｗ・Ｋ ㈱エスフェイズ 北海道 柔道整復師・専門士
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柔整科（夜間部）



北海道 遠軽 Ｗ・Ｒ ㈱あおば 北海道 はり師・きゅう師・専門士

北海道 恵庭南 Ｋ・Ａ studio TERU（ピラティス） 北海道 はり師・きゅう師・専門士

北海道 恵庭北 Ｋ・Ｋ ㈱FUNTREE 北海道 はり師・きゅう師・専門士

北海道 札幌稲雲 Ｕ・Ｍ ㈱ゆうしん 北海道 はり師・きゅう師・専門士

北海道 札幌英藍 Ａ・Ｎ ㈱ゆうしん 北海道 はり師・きゅう師・専門士

北海道 石狩翔陽 Ｓ・Ｒ 川井鍼灸院 北海道 はり師・きゅう師・専門士

北海道 滝川 Ｏ・Ｙ ㈱あい・メディカル 北海道 はり師・きゅう師・専門士

北海道 登別青嶺 Ｙ・Ｙ ㈱ゆうしん 北海道 はり師・きゅう師・専門士

北海道 八雲 Ｆ・Ｎ ㈱わだちグループ 北海道 日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・はり師・きゅう師・専門士

北海道 美深 Ｋ・Ｒ ㈱GENKIDO 北海道 専門士

北海道 北広島西 Ｍ・Ｈ ㈱あおば 北海道 専門士

その他 既卒 Ｍ・Ｒ 東京医療専門学校（進学） 東京都 はり師・きゅう師・専門士
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鍼灸科（昼間部）



北海道 北海道科学大学 Ｎ・Ｍ ㈱ケッズトレーナー 東京都 はり師・きゅう師・専門士

その他 既卒 Ｓ・Ｓ iCureテクノロジー㈱ 大阪府 はり師・きゅう師・専門士

その他 既卒 Ｙ・Ｒ （学）三幸学園　札幌スポーツ&メディカル専門学校 北海道 はり師・きゅう師・専門士

その他 既卒 Ｍ・Ｇ 札幌あゆみ整骨院 北海道 はり師・専門士

その他 既卒 Ｓ・Ｒ iCureテクノロジー㈱ 大阪府 はり師・きゅう師・専門士

その他 既卒 Ｋ・Ｍ WAFA鍼灸整骨院 兵庫県 はり師・きゅう師・専門士

その他 既卒 Ｋ・Ｓ ㈱forward こころ整骨院 北海道 はり師・きゅう師・専門士

その他 既卒 Ｏ・Ｒ ㈱ケッズトレーナー 東京都 はり師・きゅう師・専門士

その他 既卒 Ｏ・Ｎ 個人事業主（鍼灸師） 北海道 はり師・きゅう師・専門士
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