
福島県 あさか開成 Ｙ・Ｋ 株式会社河合楽器製作所 静岡県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・（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

福島県 いわき光洋 Ｉ・Ｙ Visual Vision 埼玉県

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・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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインスト
ラクターレベル1・一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスクラブマネジメント技能
検定３級・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・（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

福島県 ふたば未来学園 Ｋ・Ｃ 株式会社Ｊヴィレッジ 福島県

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・日本スポーツボランティアネット
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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQイ
ンストラクターレベル1・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts 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・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・（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

福島県 ふたば未来学園 Ｏ・Ｙ ゼビオ株式会社 福島県 専門士

福島県 郡山商業 Ｏ・Ｋ 株式会社エービーシー・マート 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・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定2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・専門士

福島県 郡山北工業 Ｙ・Ｋ スポーツメイト白石蔵王 宮城県
PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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
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・日本スポーツ教育協議会主催こども
運動指導者検定2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・（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

福島県 光南 Ｙ・Ｎ 株式会社ソプラティコ 北海道 介護ヘルパー初任者研修・専門士

福島県 好間 Ｓ・Ｙ 株式会社ラストウェルネス 神奈川県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・NPO法人日本SAQ協会認定SAQイン
ストラクターレベル1・一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスクラブマネジメント技
能検定３級・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

福島県 小野 Ｍ・Ｓ 特別養護法人ホーム　こまち荘 福島県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・介護ヘルパー初任者研修・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

福島県 尚志 Ｎ・Ｋ 株式会社ヨークベニマル 福島県 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

福島県 川俣 Ｔ・Ｓ アディダスジャパン株式会社 宮城県
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・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

福島県 田村 Ｓ・Ｍ 株式会社BEST HERBS 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　日本こ
どもフィットネス協会6H Basic Certificate・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play 
Fitness Certificate・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

福島県 福島成蹊 Ｍ・Ｓ 株式会社ゴルフレンジアミーゴ 福島県 公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・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・専門士

福島県 福島成蹊 Ｗ・Ｈ 株式会社東京アスレティッククラブ 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic 
Certificate・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・（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

福島県 福島東稜 Ｎ・Ｒ ＳＤエンターテイメント株式会社 宮城県
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・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・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
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福島県 平商業 Ｓ・Ｍ 株式会社ルネサンス 宮城県

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・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・（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

福島県 保原 Ｓ・Ｃ 株式会社東祥 愛知県
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・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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベ
ル1・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・専門士

福島県 保原 Ｋ・Ｈ 株式会社エービーシー・マート 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・専門士

宮城県 塩釜 Ｍ・Ｓ 株式会社タップ 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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

宮城県 宮城県農業 Ｓ・Ｋ 株式会社エービーシー・マート 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・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

宮城県 宮城広瀬 Ｓ・Ｈ 株式会社カーブスジャパン 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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・介護ヘルパー初任者研
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・スポーツ栄養実践アドバイザー・専門
士

宮城県 柴田 Ｋ・Ｙ グリーンピア岩沼 宮城県 日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・（公財）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

宮城県 聖和学園 Ｓ・Ｒ 株式会社ピュアスポーツ 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・介護ヘルパー初任者研修・専門士

宮城県 石巻北 Ｕ・Ｔ 株式会社マネジメントワン 宮城県 公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・AFAA　JAPAN認定プライマリー・フィッ
トネス・インストラクター・専門士

宮城県 仙台商業 Ｍ・Ｃ 株式会社カーブスジャパン 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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

宮城県 村田 Ｍ・Ｙ 株式会社文教センター 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・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

宮城県 大河原商業 Ｈ・Ｔ スポーツメイト白石蔵王 宮城県

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

宮城県 迫桜 Ｅ・Ｋ 株式会社ボディワークホールディングス 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・公益財団法人　日本サッ
カー協会公認キッズリーダー・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・スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

宮城県 飛鳥未来　仙台キャンパス Ｏ・Ｒ セントラルスポーツ株式会社 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・専門士

宮城県 富谷 Ｋ・Ａ 株式会社ピュアスポーツ 宮城県

日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・一般社団法人　日本こども
フィットネス協会6H Basic Certificate・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness 
Certificate・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　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・専門士
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秋田県 秋田商業 Ｉ・Ｋ 株式会社東祥 愛知県
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・日本スポーツボランティアネット
ワーク認定スポーツボランティア研修会・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベ
ル1・日本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・専門士

秋田県 秋田商業 Ｆ・Ｙ 有限会社三景スタジオ 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・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

秋田県 新屋 Ｉ・Ｙ 株式会社スガイディノス 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・AFAA　JAPAN認定プライマリー・
フィットネス・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・専門士

秋田県 増田 Ｋ・Ｔ 社会福祉法人相和会 秋田県 介護ヘルパー初任者研修・専門士

秋田県 大館桂桜 Ｏ・Ｔ 株式会社ノア 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・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・AFAA　JAPAN認定プライマリー・フィットネ
ス・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

秋田県 大曲農業 Ｋ・Ｈ スパ＆フィットネスクラブ　クォード 秋田県

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・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・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　日本ト
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・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・（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

岩手県 軽米 Ｔ・Ｒ 株式会社ルネサンス 東京都
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・日本スポーツボランティアネット
ワーク認定スポーツボランティア研修会・NPO法人日本ストレッチング協会認定ストレッチングト
レーナーパートナー・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・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

岩手県 江南義塾盛岡 Ｓ・Ｈ 株式会社細山田商事 宮城県
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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・（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

岩手県 高田 Ｉ・Ｔ 株式会社そら　千葉オフィス 千葉県 一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・（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

岩手県 水沢商業 Ｋ・Ｋ 株式会社デサント 大阪府
PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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
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・（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

山形県 山形城北 Ａ・Ｄ 株式会社東京ドームスポーツ 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

山形県 新庄南　金山校 Ｔ・Ｔ LEADING 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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインスト
ラクターレベル1・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts 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・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

山形県 鶴岡東 Ｗ・Ｒ 株式会社高齢者リハビリテーション研究所 山形県
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・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic 
Certificate・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・（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

山形県 天童 Ｙ・Ｋ 株式会社山交 山形県

日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・PHI　PilatesPHI　
Pilates A.C.Ts・日本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・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・専門士

青森県 三戸 Ｍ・Ｒ 株式会社ルネサンス 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本スポーツボランティアネットワーク
認定スポーツボランティア研修会・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・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 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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2
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
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青森県 青森商業 Ｙ・Ｋ 株式会社文教センター 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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインスト
ラクターレベル1・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts 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・専門士

青森県 東奥義塾 Ｋ・Ｒ 株式会社塚原　フィットネスクラブウイング 青森県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・日本スポーツ教育協議
会主催こども運動指導者検定2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
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

茨城県 水戸女子 Ｆ・Ｋ フィットネスクラブ　スパーク青葉 茨城県 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・介護ヘルパー初任者
研修・専門士
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宮城県 気仙沼西 Ｏ・Ｍ 社団福祉法人　洗心会 宮城県

日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・社
団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・日本スポーツ教育協議会主催こども運動
指導者検定1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 Basic Certificate・公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・日本コンピュータ能力
教育協議会パソコン技能検定3級・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭
二種免許（併修校にて）・文部科学省認定短期大学士（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・専門士

宮城県 聖ドミニコ学院 Ｈ・Ｆ 社会福祉法人　富谷福祉会　明石台わか葉保育園 宮城県

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・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・
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・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・一般社団法人　スポーツリズムトレーニング
協会DIFFUSER・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許

（併修校にて）・文部科学省認定短期大学士（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・専門士

宮城県 聖ドミニコ学院 Ｆ・Ｓ 学校法人聖光学園 宮城県

日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・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・日本スポーツボラン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　日本こどもフィットネス協会6H 
Basic Certificate・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園
教諭二種免許（併修校にて）・文部科学省認定短期大学士（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資
格（併修校にて）・専門士

宮城県 聖和学園 Ｏ・Ｔ 社会福祉法人どろんこ会 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・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・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・文部科学省認
定短期大学士（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・専門士

宮城県 仙台育英学園 Ｔ・Ｙ 学校法人三幸学園　キッズ大陸 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・日本スポーツ教育協議会主催こども運動
指導者検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本スポーツ教育協議会主催こど
も運動指導者検定1級・日本スポーツボラン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・一般社団法人　スポーツリズムトレーニング
協会DIFFUSER・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許

（併修校にて）・文部科学省認定短期大学士（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・専門士

宮城県 利府 Ｃ・Ａ 学校法人東北外語学園 宮城県

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・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・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボ
ランティア研修会・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・
厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校
にて）・文部科学省認定短期大学士（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・専門士

岩手県 一関修紅 Ｓ・Ｍ 青葉福祉会青葉保育園 宮城県

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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・社団法人　国際ホリスティックセラ
ピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1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・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許

（併修校にて）・文部科学省認定短期大学士（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・専門士

岩手県 大船渡 Ｋ・Ｍ 富沢幼稚園 宮城県

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・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・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボ
ランティア研修会・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン
技能検定3級・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・一般社団法人　スポー
ツリズムトレーニング協会DIFFUSER・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教
諭二種免許（併修校にて）・文部科学省認定短期大学士（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・専門士

福島県 喜多方 Ｙ・Ｍ 学校法人旗立学園　やまびこ幼稚園 宮城県

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・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・日本スポーツボラン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・厚生労働省
認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・文
部科学省認定短期大学士（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・専門士

福島県 福島明成 Ｔ・Ｙ （社福）三矢会 宮城県

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1級・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness 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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコ
ン技能検定3級・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・厚
生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校に
て）・文部科学省認定短期大学士（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・専門士

秋田県 横手城南 Ｈ・Ｋ 学校法人三幸学園　ぽけっとランド 宮城県

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・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・日本スポーツ教育協
議会主催こども運動指導者検定1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・一般社団法人　スポーツリズムトレーニ
ング協会DIFFUSER・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許

（併修校にて）・文部科学省認定短期大学士（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・専門士

山形県 山形明正 Ａ・Ｓ 学校法人専称寺学園 山形県

一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・一般社団法人　日本こども
フィットネス協会6H Basic Certificate・一般社団法人　日本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・一般社団法人　スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・公益財団法人　日本サッ
カー協会公認キッズリーダー・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・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修
校にて）・文部科学省認定短期大学士（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・専門士
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宮城県 角田 Ａ・Ｒ 株式会社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・日本スポーツボラン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

宮城県 角田 Ｉ・Ｙ 株式会社ラストウェルネス 神奈川県
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・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　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・スポーツ栄養実践アドバ
イザー・専門士

宮城県 気仙沼向洋 Ｈ・Ｋ 合同会社プラン・ドゥ・ボヌール 宮城県 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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

宮城県 鹿島台商業 Ｓ・Ｒ 株式会社文教センター 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・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定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・
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・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・専門士

宮城県 松島 Ｓ・Ｋ 東洋ワーク株式会社 宮城県 公益財団法人　日本サッカー協会公認C級コーチ・専門士

宮城県 聖ウルスラ学院英智 Ｓ・Ａ スポーツコミュニティ株式会社 神奈川県

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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・介護ヘルパー初任
者研修・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・一般社団法人　日本こどもフィッ
トネス協会6H Play Fitness Certificate・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・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・（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

宮城県 石巻北 Ｙ・Ｙ 株式会社リフレーヌ・カンパニー 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・PHI　PilatesPHI　
Pilates A.C.Ts・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・ＩＨＴＡ認定リラク
ゼーションセラピスト・専門士

宮城県 石巻北 Ｔ・Ｓ 株式会社阿部自動車 宮城県 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　日本栄養コンシェル
ジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

宮城県 仙台育英学園 Ａ・Ｍ 株式会社オークスベストフィットネス 千葉県 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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士

宮城県 仙台育英学園 Ｍ・Ｔ 株式会社ボディセラピストエージェンジー 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・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・公益財団法人　日本サッカー協会公認
キッズリーダー・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

宮城県 仙台商業 Ｋ・Ｓ APパートナーズ株式会社
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

宮城県 仙台西 Ｏ・Ａ 株式会社ボディセラピストエージェンジー 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・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・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

宮城県 仙台西 Ｓ・Ｙ 株式会社Ｒｅ・ファイン 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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・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・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・スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

宮城県 仙台青陵 Ｓ・Ｙ 株式会社SAWAKI GYM 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・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・ＮＰＯ法人　日本ト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・（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

宮城県 仙台大志 Ｓ・Ａ 株式会社エーワン 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・PHI　PilatesPHI　
Pilates A.C.Ts・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
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宮城県 村田 Ｏ・Ｓ 株式会社ロイブ 宮城県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・NPO法人日本SAQ協会
認定SAQインストラクターレベル1・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1ツ星　栄養コンシェルジュ・スポーツ栄養実践アドバ
イザー・専門士

宮城県 築館 Ｃ・Ｈ 株式会社文教センター 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・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・

（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

宮城県 築館 Ｈ・Ｄ 株式会社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・日本スポーツボランティアネットワーク
認定スポーツボランティア研修会・NPO法人日本ストレッチング協会認定ストレッチングトレーナー
パートナー・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・ＩＨＴＡ認定リラクゼーショ
ンセラピスト・専門士

宮城県 登米 Ｓ・Ｎ 株式会社レーラー 宮城県

日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・一般社団法人　日本コ
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・
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
認キッズリーダー・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

宮城県 東北 Ｃ・Ｙ 株式会社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・日本スポーツボラン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・専門士

宮城県 東北 Ｔ・Ｈ 株式会社ボディワークホールディングス 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・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・ＮＰＯ法人　日本
ト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　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・
スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

宮城県 東北 Ｙ・Ｒ セントラルスポーツ株式会社 宮城県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・NPO法人日本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1ツ星　栄養コンシェルジュ・スポーツ栄養実践アドバイ
ザー・専門士

宮城県 迫桜 Ｉ・Ｒ 株式会社ジャクパ 宮城県
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・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

宮城県 飛鳥未来　仙台キャンパス Ｏ・Ｒ 身体障碍者授産施設　啓生園 宮城県 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

宮城県 明成 Ｍ・Ｓ 株式会社ファクトリージャパングループ 東京都 日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

宮城県 明成 Ｈ・Ｔ 自衛隊 宮城県
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・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・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・一般社団法
人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・専門士

宮城県 涌谷 Ｈ・Ｈ 大原簿記情報公務員専門学校　県庁・市区町村職員コース（進学） 宮城県 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・専門士

宮城県 亘理 Ａ・Ｒ 株式会社よくする 宮城県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・一般社団法人　日本コ
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・ＩＨＴ
Ａ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

山形県 左沢 Ｎ・Ｔ 株式会社フュービック 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・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　日本ト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

山形県 左沢 Ｓ・Ｋ 株式会社山交 山形県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・NPO法人日本ストレッチ
ング協会認定ストレッチングトレーナーパートナー・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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山形県 山形学院 Ｏ・Ｋ 株式会社山交 山形県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・NPO法人日本ストレッチ
ング協会認定ストレッチングトレーナーパートナー・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　日本ト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

山形県 山形市立商業 Ｓ・Ａ 株式会社ケアファクトリー 茨城県

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・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・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

山形県 山形城北 Ｔ・Ｔ 株式会社ゼンシン 山形県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・NPO法人日本ストレッチ
ング協会認定ストレッチングトレーナーパートナー・ＮＰＯ法人　日本ト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C級コーチ・専門士

山形県 山形明正 Ｔ・Ｋ 東北テレメディア開発株式会社 宮城県 専門士

山形県 山本学園 Ｉ・Ｈ 株式会社グローバルスポーツ医学研究所 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・日本スポーツボラン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法人日本ストレッチ
ング協会認定ストレッチングトレーナーパートナー・公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズ
リーダー・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

山形県 酒田西 Ｎ・Ｒ 一般社団法人HFL　ビーラインスタジオ　ロハス 山形県

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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日本コンピュータ能力教
育協議会パソコン技能検定3級・ＮＰＯ法人　日本ト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　日本栄
養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

山形県 酒田南 Ｉ・Ｙ 宗教法人大巧寺鎌倉スイミング・鎌倉スポーツクラブ 神奈川県
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・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　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コ
ンシェルジュ・スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

山形県 庄内総合 Ｉ・Ｒ 赤門鍼灸柔整専門学校（進学） 宮城県

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・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・ＮＰＯ法人　日本ト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1ツ星　栄養コン
シェルジュ・スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

山形県 上山明新館 Ｇ・Ｙ 株式会社ボディセラピストエージェンジー 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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・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・（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

山形県 鶴岡中央 Ｅ・Ｒ 医療法人いぶき会　宝田整形外科クリニック 山形県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・NPO法人日本ストレッチ
ング協会認定ストレッチングトレーナーパートナー・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

山形県 鶴岡南 Ｈ・Ｙ 有限会社リラックス 山形県

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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・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ＪＡＴ

Ｉ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

山形県 天童 Ｔ・Ｈ スポーツクラブ天童・ビーフリー 山形県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・
NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・日本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・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・スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

山形県 東海大学山形 Ｋ・Ｍ 有限会社マネージメントオフィス 山形県 日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・一般社団法人　日本栄
養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

山形県 東海大学山形 Ｋ・Ｙ みらい接骨院 山形県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・NPO法人日本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・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・スポーツ栄養実践アドバ
イザー・専門士

山形県 米沢商業 Ｔ・Ｙ 関東鍼灸専門学校（進学） 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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・PHI　PilatesPHI 
Pilates A.C.Ts 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・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・スポーツ栄養
実践アドバイザー・専門士
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山形県 米沢中央 Ｅ・Ｍ リーフラス株式会社 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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・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1ツ星　栄養コンシェルジュ・スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

福島県 いわき海星 Ｉ・Ｍ 株式会社リフレーヌ・カンパニー 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・専門士

福島県 安達 Ｏ・Ｓ ゼビオ株式会社 福島県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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

福島県 会津学鳳 Ｍ・Ｋ 株式会社フュービック 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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts 
advance・公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・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・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・専門士

福島県 清陵情報 Ｔ・Ｔ 株式会社マタドール 東京都

日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・NPO法人日本SAQ協会
認定SAQインストラクターレベル1・ＮＰＯ法人　日本ト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・（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1ツ星　栄養コンシェルジュ・スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

福島県 聖光学院 Ｗ・Ｒ アディダス／リーボックファクトリーアウトレット仙台港 宮城県 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・専門士

福島県 聖光学院 Ｙ・Ｔ ソフネットジャパン株式会社 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・PHI　PilatesPHI　
Pilates A.C.Ts・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 advance・公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・ＩＨ
ＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

福島県 相馬東 Ｔ・Ｔ 株式会社RISING STYLE 愛知県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・PHI　PilatesPHI　
Pilates A.C.Ts・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・ＮＰＯ法人　日本ト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C級コーチ・専門士

福島県 只見 Ｉ・Ｙ 株式会社INSPA 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・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 advance・（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

福島県 帝京安積 Ｔ・Ｈ 株式会社FEEL CONECTION 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

福島県 田村 Ｋ・Ｍ 医療社団法人　三成会 福島県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・NPO法人日本ストレッチ
ング協会認定ストレッチングトレーナーパートナー・（公財）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

福島県 二本松工業 Ａ・Ｈ ゼネラルフィットネス株式会社 福島県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・
PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリー
ダー・スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

福島県 磐城農業 Ｓ・Ｄ 株式会社ゴールドウイン 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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・PHI　PilatesPHI Pilates 
A.C.Ts advance・専門士

福島県 福島成蹊 Ｓ・Ｍ 株式会社ピュアスポーツ 宮城県 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

福島県 福島西 Ｓ・Ｈ 株式会社R-body project 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・NPO法人日本SAQ協会
認定SAQインストラクターレベル1・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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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福島県 保原 Ｍ・Ｍ 株式会社河合楽器製作所 静岡県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・公益財団法人　日本サッカー協会公認
キッズリーダー・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

福島県 勿来工業 Ｅ・Ｓ 株式会社MJG 東京都 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専
門士

秋田県 金足農業 Ｓ・Ｙ 株式会社INSPA 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・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・専門士

秋田県 秋田商業 Ｋ・Ａ 株式会社ダイヤプラザ 秋田県

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・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic 
Certificate・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・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・（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

秋田県 増田 Ｉ・Ｙ 株式会社TAKAフィジカルステーション 秋田県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・NPO法人日本ストレッチ
ング協会認定ストレッチングトレーナーパートナー・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キッズリーダー・専門士

秋田県 増田 Ｔ・Ｋ 株式会社MJG 東京都 日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・NPO法人日本ストレッチ
ング協会認定ストレッチングトレーナーパートナー・専門士

秋田県 大館桂桜 Ｓ・Ｒ 株式会社リフレーヌ・カンパニー 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・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キッズリーダー・ＩＨＴＡ
認定リラクゼーションセラピスト・専門士

秋田県 大曲農業 Ｉ・Ｓ 株式会社こども研究所 岩手県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・NPO法人日本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 Basic 
Certificate・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・専門士

秋田県 第一学院　秋田キャンパス Ｋ・Ｋ 東京アミューズメント総合学院 東京都 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・専門士

秋田県 男鹿海洋 Ｓ・Ｒ 株式会社ＩＴコミュニケーションズ 宮城県
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・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・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・スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

秋田県 湯沢翔北 Ｔ・Ｒ ミズノスポーツサービス株式会社 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・PHI　PilatesPHI　
Pilates A.C.Ts・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・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・（公財）健
康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

秋田県 平成 Ｋ・Ｔ imok株式会社 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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・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・専門士

秋田県 本荘 Ｓ・Ｓ 株式会社e-MOTIONs 秋田県

日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・PHI　PilatesPHI　Pilates 
A.C.Ts・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・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・介護ヘルパー初
任者研修・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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2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

秋田県 由利工業 Ｎ・Ｙ BodyPioneer株式会社 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・ＩＨＴＡ認定リラクゼーション
セラピスト・専門士

岩手県 伊保内 Ｎ・Ｋ 株式会社ジェイエスエス 大阪府
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・NPO法人日本ストレッチ
ング協会認定ストレッチングトレーナーパートナー・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1ツ星　栄養コンシェルジュ・スポーツ栄
養実践アドバイザー・専門士
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岩手県 一関工業 Ｆ・Ｒ 足立慶友リハビリテーション病院 東京都 専門士

岩手県 遠野 Ｃ・Ｓ 株式会社マネジメントワン 宮城県
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・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・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・スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

岩手県 花巻南 Ｏ・Ｍ 株式会社ボディワーク 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・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・専門士

岩手県 久慈東 Ｏ・Ｍ エスプロモ株式会社 青森県

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　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・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・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・スポーツ
栄養実践アドバイザー・専門士

岩手県 高田 Ｓ・Ｓ 株式会社グローバルスポーツ医学研究所 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・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

岩手県 高田 Ｋ・Ｈ にこにこ浜っこクラブ 岩手県 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

岩手県 盛岡誠桜 Ｎ・Ｉ 株式会社東祥 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本スポーツボラン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準1級・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1ツ星　栄養コンシェルジュ・スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

岩手県 盛岡大学附属 Ｆ・Ｈ 自衛隊 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・
専門士

岩手県 北上翔南 Ｔ・Ｒ 株式会社UIM 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・
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・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・ＩＨＴＡ認定リ
ラクゼーションセラピスト・専門士

岩手県 北上翔南 Ｔ・Ｔ ソフネットジャパン株式会社 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・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　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・スポーツ栄養実践アドバ
イザー・専門士

青森県 三本木農業 Ｎ・Ｓ 赤門鍼灸柔整専門学校（進学） 宮城県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・PHI　PilatesPHI　
Pilates A.C.Ts・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピス
ト・専門士

青森県 青森工業 Ｋ・Ｒ 株式会社アデコ 宮城県

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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・NPO法人日本SAQ協会
認定SAQインストラクターレベル1・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・スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

青森県 青森山田 Ｔ・Ｒ 株式会社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・日本スポーツボラン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・専門士

青森県 大湊 Ｆ・Ａ 株式会社河合楽器製作所 静岡県

日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・一般社団法人　日本
こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H 
Play Fitness Certificate・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・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

青森県 八戸学院光星 Ｎ・Ｔ ゼビオ株式会社 青森県 公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専
門士
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青森県 浪岡 Ｓ・Ｓ 株式会社FEEL CONECTION 日本スポーツボラン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 函館西 Ｍ・Ｈ 株式会社ぜん 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・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　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・スポーツ栄養実践アドバ
イザー・専門士

茨城県 日立第二 Ｔ・Ｍ 株式会社あるじゃんす 宮城県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・NPO法人日本SAQ協会
認定SAQインストラクターレベル1・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コ
ンシェルジュ・スポーツ栄養実践アドバイザー・専門士

三重県 高田 Ｋ・Ｍ 株式会社INSPA 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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・公益財団法人　日本サッカー協会
公認キッズリーダー・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士
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宮城県 気仙沼 Ｏ・Ｙ 株式会社LIFE CREATE 北海道

アディダストレーニングアカデミーadidas functional training 認定トレーナー・公益財団法人　実務技能検定協会サー
ビス接遇検定3級・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・一般社団法人　日本こども
フィットネス協会6H Basic Certificate・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・ＮＰＯ法人　日本ト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・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・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

宮城県 宮城広瀬 Ｓ・Ｔ 株式会社ルネサンス 宮城県

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・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・日本赤十字社赤十字救急
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・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

宮城県 柴田 Ｓ・Ｓ 株式会社リフレーヌ・カンパニー 東京都 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専
門士

宮城県 聖和学園　三神峯キャンパス Ｋ・Ｔ 東北テレメディア開発株式会社 宮城県
PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボラン
ティア研修会・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・日本
赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

宮城県 仙台 Ｔ・Ｋ 流通経済大学ラグビー部 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日
本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・日本赤十字社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・専門士

宮城県 仙台三桜 Ｈ・Ｃ 株式会社AXIS 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日
本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・日本赤十字社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・専門士

宮城県 東北学院榴ヶ岡 Ｕ・Ｙ 株式会社グローバルスポーツ医学研究所 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・一般社団法人　日本こどもフィットネス
協会6H Play Fitness Certificate・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日本スポーツボランティ
アネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・日本赤十
字社赤十字救急法救急員・専門士

宮城県 迫桜 Ｈ・Ｔ 株式会社細山田商事 宮城県
PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボラン
ティア研修会・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

宮城県 明成 Ｙ・Ｋ 株式会社ボディワークホールディングス 東京都 日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・日本赤十字社赤十字救
急法救急員・専門士

宮城県 利府 Ｍ・Ｙ 学校法人田中学園　八潮ちくみ幼稚園 埼玉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日
本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・専門士

青森県 五所川原第一 Ｓ・Ｔ 株式会社フュービック 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・日本赤十字社赤十字救急
法救急員・専門士

青森県 弘前中央 Ｋ・Ａ 後藤整形外科 宮城県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般社団法人　日本こどもフィットネス協
会6H Play Fitness Certificate・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・
PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・日本スポーツボラ
ンティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・日本赤十字
社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・専門士

青森県 青森西 Ｋ・Ｔ JR東日本スポーツ株式会社 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・アディダストレーニングアカデミー
adidas functional training 認定トレーナー・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日本スポーツ
ボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・
日本赤十字社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）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

青森県 北斗 Ｏ・Ｈ 株式会社よくする 宮城県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日
本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

岩手県 一関第二 Ｉ・Ｍ 株式会社ITO total health care 福島県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日
本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・日本赤十字社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）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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岩手県 岩谷堂 Ｍ・Ｍ 札幌スポーツ＆メディカル専門学校（進学） 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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレー
ニング指導者・日本赤十字社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・専門士

岩手県 大船渡 Ｍ・Ｙ 株式会社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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日
本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・日本赤十字社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・専門士

秋田県 秋田北鷹 Ｆ・Ｙ 株式会社細山田商事 宮城県
PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボラン
ティア研修会・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・日本
赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

福島県 いわき総合 Ａ・Ｋ 株式会社ワンウォーター 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日
本スポーツボラン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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士
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