
北海道 旭川実業 Ｉ・Ｋ ゼビオホールディングス株式会社 福島県
モチベーションマネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・日本スポーツボランティア
ネットワーク認定スポーツボランティア研修会・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエク
ササイズインストラクター・（一社）モチベーションマネジメント協会モチベーションマネージャーエ
ントリーコース・専門士

北海道 音更 Ｕ・Ａ 株式会社オカモト 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・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・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・JCCAアド
バンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・（一社）モチベーションマネジメ
ント協会モチベーションマネージャーエントリーコース・専門士

北海道 倶知安 Ｎ・Ｙ 一般財団法人札幌市スポーツ協会 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・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・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・JCCAアドバン
ストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・（一社）モチベーションマネジメント
協会モチベーションマネージャーエントリーコース・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・専門士

北海道 恵庭南 Ｔ・Ｙ セントラルスポーツ株式会社／セントラルウェルネスクラブ　琴似 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・NPO法人日本ストレッチング協会認
定ストレッチングトレーナーパートナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボラン
ティア研修会・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・（一社）
モチベーションマネジメント協会モチベーションマネージャーエントリーコース・専門士

北海道 恵庭北 Ｋ・Ｔ 株式会社ノアスポーツクラブ 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・日本スポーツ教育協議会主催
こども運動指導者検定2級・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修
会・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・（一社）モチベー
ションマネジメント協会モチベーションマネージャーエントリーコース・専門士

北海道 札幌丘珠 Ｈ・Ｋ 株式会社ラストウェルネス 神奈川県

・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・日本
スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・日本スポーツボランティアネットワーク認定ス
ポーツボランティア研修会・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラク
ター・（一社）モチベーションマネジメント協会モチベーションマネージャーエントリーコース・厚生労
働省介護職員初任者研修・シナプソロジー研究所シナプソロジーインストラクター・専門士

北海道 札幌啓成 Ｓ・Ｍ 一般財団法人札幌市スポーツ協会 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・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・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラ
クター・（一社）モチベーションマネジメント協会モチベーションマネージャーエントリーコース・専
門士

北海道 札幌厚別 Ｎ・Ｈ 一般社団法人輝の輪 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・日本スポーツ教育協議会主催こども
運動指導者検定2級・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・
JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・（一社）モチベーショ
ンマネジメント協会モチベーションマネージャーエントリーコース・専門士

北海道 札幌厚別 Ｙ・Ｓ 株式会社KI／fantrepot 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・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズ
インストラクター・（一社）モチベーションマネジメント協会モチベーションマネージャーエントリー
コース・専門士

北海道 小樽桜陽 Ｉ・Ｋ 株式会社 FIT WAVE STUDIO HIGUCHI 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・一般社団法人　スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・一
般社団法人スポーツリズムトレーニング協会JUNIOR INSTRUCTOR・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・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラク
ター・（一社）モチベーションマネジメント協会モチベーションマネージャーエントリーコース・専門士

北海道 小樽未来創造 Ｎ・Ｙ 株式会社元気な介護 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2級・日本スポーツボランティアネットワーク
認定スポーツボランティア研修会・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズイン
ストラクター・（一社）モチベーションマネジメント協会モチベーションマネージャーエントリーコー
ス・専門士

北海道 双葉 Ｉ・Ｍ 株式会社LIFE CREATE_札幌駅前店 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・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・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・JCCAアドバンストトレー
ナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・（一社）モチベーションマネジメント協会モチ
ベーションマネージャーエントリーコース・専門士

北海道 東海大学付属札幌 Ｎ・Ｎ リーフラス株式会社 東京都

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴ
Ｉ認定トレーニング指導者・一般社団法人　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・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導
者検定2級・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・JCCAアドバンストトレー
ナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・（一社）モチベーションマネジメント協会モチベーションマ
ネージャーエントリーコース・一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会JUNIOR INSTRUCTOR・専門士

北海道 北海道栄 Ｉ・Ｋ 株式会社エムデジ／エニタイムフィットネス苫小牧西店 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・JCCAアドバンストトレー
ナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・（一社）モチベーションマネジメント協会モチ
ベーションマネージャーエントリーコース・専門士

北海道 北海道科学大学 Ｏ・Ｓ 株式会社ソプラティコ 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・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・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・（一社）モチ
ベーションマネジメント協会モチベーションマネージャーエントリーコース・専門士
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北海道 北見緑陵 Ｎ・Ｋ 有限会社ラボジャパン／カラダラボ網走店 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・厚生労働省介護職員初任者研修・シナプソロジー研究所シナプソロジーインスト
ラクター・専門士
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北海道 えりも Ｋ・Ｙ えりも町立中央保育所 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・一般社団法人　日本こどもフィットネス
協会6H Basic Certificate・専門士

北海道 旭川工業 Ｙ・Ｎ 株式会社アドレ 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・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・専門士

北海道 伊達緑丘 Ｇ・Ｎ 社会福祉法人石狩友愛福祉会／札幌西友愛保育園 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・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 岩見沢農業 Ｉ・Ｒ 社会福祉法人石狩友愛福祉会 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・専門士

北海道 岩見沢農業 Ｎ・Ｒ 倶知安幼稚園 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・一般社団法人　日本こどもフィットネス
協会6H Basic Certificate・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・専門士

北海道 札幌静修 Ｙ・Ｋ 学校法人三浦学園　さわらび幼稚園 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・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 札幌東豊 Ｎ・Ｋ 株式会社ソレイズ／ソレイユの森 アクティブ 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・専門士

北海道 札幌東豊 Ｙ・Ｍ 学校法人三幸学園 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 札幌平岡 Ｆ・Ｓ 社会福祉法人聖母会／天使の園 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・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・専門士

北海道 札幌龍谷学園 Ｋ・Ｋ 和光会児童養護施設北海暁星学院 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・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・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 市立札幌啓北商業 Ｈ・Ｎ 札幌若葉幼稚園 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・専門士

北海道 双葉 Ｋ・Ａ 社会福祉法人にれ福祉会／にれ第2こども園 北海道 専門士

北海道 北海道文教大学明清 Ｓ・Ｍ 徳美会児童養護施設歌棄洗心学園 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・一般社団法人　スポーツリズムトレー
ニング協会DIFFUSER・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・専門士

その他 既卒 Ｓ・Ｔ 社会福祉法人よいち福祉会／児童養護施設　櫻ヶ丘学園 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・専門士
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北海道 浦河 Ｙ・Ｍ 医療法人社団白樺会 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・日本スポーツボラン
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・JCCA
アドバンストトレーナー・PHI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・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　
日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 浦河 Ｔ・Ｎ フリーランス 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・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズイ
ンストラクター・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社
団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 遠軽 Ｙ・Ｙ 株式会社カネマツ／Dr.stretch（ドクターストレッチ）札幌中央店 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・JCCAアドバンストトレー
ナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会
1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アド
バイザー・専門士

北海道 根室 Ｋ・Ｓ EGG'S GYM 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・日本スポーツボランティアネットワー
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・一般社団法人　スポーツリズムトレーニン
グ協会DIFFUSER・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・
一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄
養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 根室 Ｈ・Ａ 医療法人社団白樺会 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・日本スポーツボラン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・JCCAアドバンストトレーナー・PHI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・一般社団法人　日本栄養
コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会ス
ポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 札幌丘珠 Ｋ・Ｒ 株式会社グローバルスポーツ医学研究所 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・ＩＨＴＡ認定リラクゼーショ
ンセラピスト・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一般社
団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コン
シェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 札幌丘珠 Ｋ・Ｒ 夜間鍼灸科（進学）

ＮＰＯ法人　日本ト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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・JCCAアドバンストト
レーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　
栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 札幌真栄 Ｆ・Ｔ 株式会社ベネッセスタイルケア 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・JCCA
アドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一般社団法人　日本栄養
コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会ス
ポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 札幌東豊 Ｏ・Ｎ 株式会社TRIBE 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・JCCAアドバンストトレー
ナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会
1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アド
バイザー・専門士

北海道 札幌東豊 Ｓ・Ｋ 株式会社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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーショ
ンセラピスト・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一般社
団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コン
シェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 札幌東豊 Ｏ・Ｙ 個人事業主（フリーランス）

ＮＰＯ法人　日本ト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・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一
般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養
コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 札幌南陵 Ａ・Ｋ 株式会社スポーツマインド 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・一般社団法人　スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・JCCAアドバンストト
レーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ
協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践
アドバイザー・専門士

北海道 札幌南陵 Ｙ・Ｔ 株式会社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・JCCAアドバンストト
レーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ
協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践
アドバイザー・専門士

北海道 札幌日大高校 Ｓ・Ｋ 株式会社フージャース　ウェルネス＆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・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アドバンストトレーナー・
PHIベーシックエクササイズインストラクター・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ
星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイ
ザー・専門士

北海道 札幌北斗 Ａ・Ｙ 株式会社　慶樹／青の洞窟　札幌店 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・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一般社
団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コン
シェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士
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北海道 市立札幌大通 Ｔ・Ｍ ひのまる整骨院 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・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1ツ星　栄養コンシェ
ルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 真狩 Ｋ・Ｒ 医療法人社団白樺会 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・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボラ
ンティア研修会・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一
般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養
コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 清水 Ｋ・Ｓ 夜間鍼灸科（進学）

ＮＰＯ法人　日本ト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・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一
般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養
コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 静内 Ｍ・Ｓ 株式会社nobitel 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・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一
般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養
コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 帯広大谷 Ｍ・Ｋ 株式会社エムデジ／エニタイムフィットネス八軒店 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・日本スポーツボラン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・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一般社団法
人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェ
ルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 滝川西 Ｓ・Ｙ 株式会社ベネッセスタイルケア 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・
JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・専門士

北海道 池田 Ｎ・Ｈ 株式会社グローバルスポーツ医学研究所 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・JCCAアドバンストトレー
ナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会
1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アド
バイザー・専門士

北海道 白石高校 Ｓ・Ａ リーフラス株式会社 東京都

ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボラ
ンティア研修会・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・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・
一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄
養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 飛鳥未来　札幌キャンパス　＜通信制＞ Ｙ・Ｔ 医療法人社団白樺会 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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーショ
ンセラピスト・JCCAアドバンストトレーナー・PHI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・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェル
ジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 北海道大谷室蘭 Ａ・Ｍ 社会福祉法人　湖星会／特別養護老人ホーム ラスール苗穂 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・日本スポーツボラン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・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベー
シックエクササイズインストラクター・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コ
ンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門
士

北海道 北海道東川 Ｍ・Ｈ 株式会社やる気スイッチグループ 東京都

ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボ
ランティア研修会・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベー
シックエクササイズインストラクター・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コ
ンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門
士

北海道 北海道文教大学明清 Ｍ・Ａ 株式会社滝川スポーツクラブ 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・日本スポーツボランティアネット
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・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一般社
団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コン
シェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 北見藤女子 Ｓ・Ａ 株式会社Fast Fitness Japan／エニタイムフィットネス　北見店 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・日本スポーツボランティアネットワー
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・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラ
クター・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　
日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 北見藤女子 Ｔ・Ｃ 株式会社アドレ／株式会社アドレ_ジュンスポーツクラブ東札幌 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・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボラ
ンティア研修会・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一
般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養
コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 北広島 Ｙ・Ｓ 株式会社PHYSIT 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・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボラ
ンティア研修会・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一
般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養
コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士
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北海道 北広島西 Ｉ・Ｋ RIZAP株式会社 東京都

ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボラ
ンティア研修会・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一
般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養
コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 北星学園大学附属 Ｔ・Ｄ 整体サロン南郷7丁目店 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・JCCAアド
バンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一般社団法人　日本栄養コン
シェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポー
ツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 北星学園大学附属 Ｍ・Ｙ 株式会社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・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボラ
ンティア研修会・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一
般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養
コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

北海道 檜山北 Ｋ・Ｔ 株式会社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・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボラ
ンティア研修会・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一
般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養
コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

秋田県 十和田 Ｓ・Ｋ 社会福祉法人　成寿会 広島県

ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボ
ランティア研修会・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベー
シックエクササイズインストラクター・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コ
ンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門
士

カナダ OaK Bay Ｙ・Ｈ 株式会社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・日本スポーツボラン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・JCCAアドバンストトレーナー・PHIベーシックエクササイズインストラクター・一般社団法
人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・一般社団法人　日本栄養コンシェ
ルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士
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北海道 旭川実業 Ｋ・Ｍ 夜間鍼灸科（進学） 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 旭川明成 Ｓ・Ｒ 重原整骨院東光 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・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 岩内 Ｔ・Ｋ 株式会社メディロム 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・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・JCCAベーシックインストラク
ター・専門士

北海道 倶知安 Ｏ・Ｒ 株式会社ジェイエスエス／JSS清田スイミングスクール 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 倶知安 Ｈ・Ｒ 株式会社ノックス／KNOX bodylab 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・日本スポーツボラン
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 恵庭南 Ｕ・Ｋ シンコースポーツ株式会社 東京都 ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・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 恵庭南 Ｋ・Ｙ 砂川市教育委員会スポーツ振興課
ＮＰＯ法人　日本ト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・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 根室 Ｈ・Ｍ 株式会社BEST HERBS 東京都 （一社）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・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 札幌啓成 Ｆ・Ａ 夜間鍼灸科（進学）

ＮＰＯ法人　日本ト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・JCCAベーシックインストラクター・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・専門士

北海道 札幌厚別 Ｋ・Ｍ 株式会社two.seven 北海道
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定Ｊ
ＡＴＩ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・専門士

北海道 札幌厚別 Ｙ・Ｋ 株式会社ファクトリージャパングループ 東京都
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定Ｊ
ＡＴＩ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・JCCAベーシックインストラクター・専門士

北海道 札幌真栄 Ｆ・Ｙ 株式会社ファクトリージャパングループ 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボラ
ンティア研修会・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・
JCCAベーシックインストラクター・専門士

北海道 札幌真栄 Ｍ・Ｔ 株式会社two.seven 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　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

北海道 札幌静修 Ｏ・Ｓ 学校法人北邦学園 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・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　日本コミュニケーション教育協会野外活動
コーチ養成認定講習・専門士

北海道 札幌創成 Ｈ・Ｓ 社会福祉法人三草会 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
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北海道 札幌創成 Ｙ・Ｔ 医療法人社団鈴木内科医院 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・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・
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 札幌東豊 Ｋ・Ｈ 株式会社デサント 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・日本スポーツボラン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

北海道 札幌龍谷学園 Ｎ・Ｃ 株式会社マレア・クリエイト 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 Ｎ・Ｍ 医療法人幸志会／札幌こどものはいしゃさん 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・（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・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 札幌龍谷学園 Ｈ・Ａ 株式会社ムラサキスポーツ 東京都 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 市立札幌大通 Ｋ・Ｋ 一般社団法人エスポラーダ北海道スポーツクラブ 北海道

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定Ｊ
ＡＴＩ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・一般社団法人　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ
養成認定講習・専門士

北海道 石狩翔陽 Ｆ・Ｙ 株式会社メガスポーツ 東京都 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 稚内 Ｔ・Ｓ 株式会社爽健グローバル 東京都

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定Ｊ
ＡＴＩ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・はり
師・きゅう師・専門士

北海道 函館 Ｙ・Ｎ ワイズスポーツ&エンターテインメント株式会社 東京都
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定Ｊ
ＡＴＩ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・専門士

北海道 別海 Ｆ・Ｙ NPO法人Mirrisoスポーツ 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・日本スポーツボラン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・PHI　PilatesPHI　
Pilates A.C.Ts・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・専門士

北海道 北海道科学大学 Ｓ・Ｒ トータルワークアウトプレミアムマネジメント株式会社／パーソナルトレーニングスタジオzilch 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・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　日本サッカー協会公認C級コーチ・NASM-PES・専門士

北海道 北星学園女子 Ｏ・Ｋ imok株式会社 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・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・専門士

北海道 名寄 Ｆ・Ｍ 株式会社PHYSIT 北海道

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定Ｊ
ＡＴＩ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・一般社団法人　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ
養成認定講習・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・
専門士

沖縄県 八重山 Ｓ・Ｍ 山梨学院大学／カレッジスポーツセンター　ラグビー部 山梨県

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定Ｊ
ＡＴＩ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・JCCA
ベーシックインストラクター・専門士

その他 既卒 Ｙ・Ｋ 株式会社健美創 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・日本スポーツボラン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・一般社団法人　日
本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・専門士
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その他 既卒 Ａ・Ｎ AR-Ex Medical Group／佐久平整形外科クリニック 長野県
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定Ｊ
ＡＴＩ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・専門士

その他 既卒 Ｉ・Ｓ 医療法人社団鈴木内科医院 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・日本スポーツボラン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

その他 既卒 Ｏ・Ｋ 株式会社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・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

その他 既卒 Ｇ・Ｙ 株式会社Best Performance Laboratory 東京都

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定Ｊ
ＡＴＩ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・JCCA
ベーシックインストラクター・専門士
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県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

柔整科（昼間部）

札幌スポーツ＆メディカル専門学校　2021



北海道 旭川実業 Ｋ・Ｒ 株式会社TUNERS 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・専門士

北海道 芽室 Ｓ・Ｍ 北王ホールディングス株式会社 北海道 柔道整復師・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士

北海道 江差 Ｋ・Ｒ 株式会社あおば 神奈川県 柔道整復師・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士

北海道 札幌東陵 Ｔ・Ｈ 株式会社ゆうしん 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・PHI 
PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・専門士

北海道 札幌白石 Ｓ・Ｙ 株式会社givers／こころ整骨院 東京都 柔道整復師・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士

北海道 札幌平岡 Ｋ・Ｎ 株式会社爽健グローバル 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・JCCA
ベーシックインストラクター・専門士

北海道 帯広南商業 Ｋ・Ｍ 株式会社forward／こころ整骨院 北海道 柔道整復師・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士

北海道 大樹 Ｕ・Ａ 株式会社あおば 神奈川県 柔道整復師・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士

北海道 苫小牧中央 Ｉ・Ｔ 株式会社SYNERGY JAPAN／ぷらす鍼灸整骨院 大阪府 柔道整復師・専門士

北海道 函館商業 Ａ・Ｋ 十日市場整形外科内科医院 神奈川県 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・専門士

北海道 函館稜北 Ｈ・Ｓ ちあき接骨院 神奈川県 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

北海道 北見柏陽 Ｆ・Ａ 株式会社あおば 神奈川県 柔道整復師・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士
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県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

鍼灸科（昼間部）
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北海道 クラーク記念国際　Ｍ・Ｎ B/CARAT 東京都 はり師・きゅう師・日本スポーツボラン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 旭川永嶺 Ｓ・Ｙ 株式会社RK／肌リジェ札幌 北海道 はり師・きゅう師・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・
JCCAベーシックインストラクター・専門士

北海道 旭川永嶺 Ｍ・Ｙ 株式会社あおば 神奈川県 はり師・きゅう師・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 倶知安 Ｋ・Ａ 株式会社爽健グローバル 東京都 はり師・きゅう師・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・
JCCAベーシックインストラクター・専門士

北海道 駒澤大学附属苫小牧 Ｎ・Ｓ 株式会社マーサメディカル 東京都 はり師・きゅう師・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・専門士

北海道 恵庭南 Ｓ・Ｒ 株式会社TLS 東京都 はり師・きゅう師・JCCAベーシックインストラクター・専門士

北海道 札幌英藍 Ｔ・Ｍ 株式会社あおば 神奈川県 はり師・きゅう師・JCCAベーシックインストラクター・専門士

北海道 札幌英藍 Ｍ・Ｙ 株式会社REMIUM はり師・きゅう師・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・JCCA
ベーシックインストラクター・専門士

北海道 札幌丘珠 Ｎ・Ｙ 株式会社あおば 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・JCCAベーシックイ
ンストラクター・専門士

北海道 札幌琴似工業 Ａ・Ｒ 株式会社 GENKIDO／ラクシア アリオ札幌店 北海道 はり師・きゅう師・JCCAベーシックインストラクター・専門士

北海道 札幌琴似工業 Ｉ・Ｓ 株式会社アクア 愛知県 はり師・きゅう師・JCCAベーシックインストラクター・専門士

北海道 札幌国際情報 Ｔ・Ａ 株式会社あおば 神奈川県 はり師・きゅう師・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・JCCA
ベーシックインストラクター・専門士

北海道 札幌西陵 Ｋ・Ａ こころ整骨院 奈良県 はり師・きゅう師・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・日
本スポーツボラン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 小樽桜陽 Ｉ・Ｈ 骨盤の匠 山の手整体院 北海道 はり師・きゅう師・JCCAベーシックインストラクター・専門士

北海道 中標津 Ｙ・Ｈ 株式会社あおば 神奈川県 はり師・きゅう師・JCCAベーシックインストラクター・専門士
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北海道 函館大谷 Ｉ・Ｓ 株式会社爽健グローバル 東京都 公益財団法人　日本サッカー協会公認C級コーチ・JCCAベーシックインストラクター・専門士

北海道 函館稜北 Ｏ・Ｍ 株式会社あおば 神奈川県 はり師・きゅう師・専門士

北海道 北海道栄 Ｏ・Ｋ 株式会社TLS 東京都 はり師・きゅう師・JCCAベーシックインストラクター・専門士
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北海道 札幌平岡 Ｔ・Ａ 株式会社リーフ 東京都 はり師・きゅう師・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・（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 札幌平岡 Ｔ・Ｒ こころ整骨院 奈良県 はり師・きゅう師・（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 石狩南 Ｋ・Ｓ 株式会社まごころグループ／鍼灸サロン ラ・コンシェル 青葉台店 神奈川県 はり師・きゅう師・（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 稚内 Ｔ・Ｓ 株式会社爽健グローバル 東京都 はり師・きゅう師・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・（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 網走南が丘 Ｔ・Ｓ 株式会社爽健グローバル 東京都 はり師・きゅう師・（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 Ｙ・Ｋ 株式会社健美創 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
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