
東京都 永山 Ｋ・Ｍ 株式会社東京ドームスポーツ 東京都
健康運動実践指導者・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・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レ
スポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パ
ソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

東京都 科学技術学園 Ｔ・Ｒ 株式会社東京アスレティッククラブ 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・JCCA ベー
シックインストラクター・Kidbics Basic Certificate・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こども運動指導者２級・
サービス接遇検定　３級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

東京都 科学技術 Ｋ・Ｙ ノアインドアステージ株式会社 兵庫県
健康運動実践指導者・シナプソロジーインストラクター・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training認定トレー
ナー・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・テニス C 級審判・テニス教師・パソコン技能能力検定３級・フィットネス
リーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協
会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

東京都 関東第一 Ｔ・Ｍ 株式会社　ティダ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパート
ナー・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

東京都 岩倉 Ｓ・Ｈ JAL プライベートリゾートオクマ 沖縄県
健康運動実践指導者・PADI　OWSI（オープンウォータースクーバインストラクター）・JCCA ベーシックインストラクター・ＰＡＤＩ　アドバンスダイバー・PADI　オープンウォーターダイ
バー・ＰＡＤＩ　ダイブマスター・PADI　レスキューダイバー・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・Ｓ
ＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・潜水士・日本スポーツボラン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

東京都 京華商業 Ｎ・Ｓ 株式会社アーバンリサーチ 東京都
健康運動実践指導者・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・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レ
スポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パ
ソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

東京都 荒川工業 Ｔ・Ｈ 株式会社ニッケインドアテニス 愛知県
健康運動実践指導者・シナプソロジーインストラクター・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training認定トレー
ナー・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・テニス C 級審判・テニス教師・パソコン技能能力検定３級・フィットネス
リーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協
会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

東京都 鹿島学園　北千住キャンパス Ｋ・Ｋ FC アビリスタ 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレー
ナー・JCCA ベーシックインストラクター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こども運動指導者２
級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺
蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

東京都 鹿島学園　練馬キャンパス Ｋ・Ｋ 株式会社スポーツマリオ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパート
ナー・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

東京都 駿台学園 Ｍ・Ｙ 北水会グループ 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・
JCCA ベーシックインストラクター・Kidbics Basic Certificate・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こど
も運動指導者２級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

東京都 小平南 Ｋ・Ｍ TBC グループ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・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・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レ
スポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パ
ソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

東京都 昭和第一学園 Ｎ・Ｋ 株式会社 ESP スポーツマネージメント 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・
JCCA ベーシックインストラクター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こども運動指導者２級・サービス
接遇検定　３級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

東京都 昭和第一 Ａ・Ｒ 株式会社　文教センター 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパート
ナー・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

東京都 新渡戸文化 Ｔ・Ｊ NPO 法人ヘルスプランニング 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパート
ナー・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

東京都 世田谷総合 Ｆ・Ｋ 株式会社ファクトリージャパングループ 東京都
健康運動実践指導者・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・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レ
スポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パ
ソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

東京都 正則学園 Ｏ・Ｓ 株式会社ヴァリック 東京都
健康運動実践指導者・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・PADI エマージェンシー ･ ファース
ト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・パソコン技能
能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチベーション・マネジメン
ト協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

東京都 足立新田 Ｋ・Ｋ 三共スポーツ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・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・PADI エマージェンシー ･ ファース
ト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・パソコン技能
能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチベーション・マネジメン
ト協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

東京都 大成 Ｍ・Ｔ 株式会社ファンルーツ 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレー
ナー・JCCA ベーシックインストラクター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こども運動指導者２
級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺
蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

東京都 大東学園 Ｔ・Ｓ ヒットユニオン株式会社 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・
JCCA ベーシックインストラクター・Kidbics Basic Certificate・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こど
も運動指導者２級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

東京都 大東学園 Ｔ・Ａ ラケットショップタジマヤ 群馬県
健康運動実践指導者・シナプソロジーインストラクター・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training認定トレー
ナー・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・テニス C 級審判・テニス教師・パソコン技能能力検定３級・フィットネス
リーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協
会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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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卒業生の就職先・取得資格一覧（2019年3月卒業生）
※掲載されている個人データにつきましては、承諾を得て掲載しております。 ※氏名に関しましては個人情報保護の観点より、イニシャルにて掲載しております。

県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

健康スポーツ科

東京リゾート＆スポーツ専門学校　2019



東京都 大東学園 Ｋ・Ａ 株式会社ユニコーン 東京都
健康運動実践指導者・シナプソロジーインストラクター・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認
定トレーナー・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・テニス C 級審判・テニス教師・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　
CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

東京都 大東学園 Ｍ・Ｒ アシックスジャパン株式会社 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレー
ナー・JCCA ベーシックインストラクター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こども運動指導者２
級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺
蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

東京都 第四商業 Ｓ・Ｔ 有限会社ワップ 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレー
ナー・JCCA ベーシックインストラクター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こども運動指導者２
級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺
蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

東京都 中央学院大学中央 Ｋ・Ｙ 株式会社渋谷サービス公社 東京都
健康運動実践指導者・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・PADI エマージェンシー ･ ファース
ト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・パソコン技能
能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチベーション・マネジメン
ト協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

東京都 田無 Ｗ・Ｍ ノアインドアステージ株式会社 兵庫県
健康運動実践指導者・シナプソロジーインストラクター・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training認定トレー
ナー・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・テニス C 級審判・テニス教師・パソコン技能能力検定３級・フィットネス
リーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協
会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

東京都 東京実業 Ｍ・Ｒ レアルマドリード・ファンデーション・フットボール・アカデミー 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレー
ナー・JCCA ベーシックインストラクター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こども運動指導者２
級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺
蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

東京都 東京成徳大学 Ｎ・Ｙ TSC ホリスティック株式会社 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・
JCCA ベーシックインストラクター・Kidbics Basic Certificate・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こど
も運動指導者２級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

東京都 東 Ｓ・Ｓ 株式会社センターライン 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパート
ナー・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

東京都 日本橋 Ｏ・Ｋ アヴェントゥーラ川口 埼玉県
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレー
ナー・JCCA ベーシックインストラクター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こども運動指導者２
級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺
蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

東京都 堀越 Ｓ・Ｙ サントピアテニスパークインドアテニススクール 東京都
健康運動実践指導者・シナプソロジーインストラクター・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認
定トレーナー・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・テニス C 級審判・テニス教師・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　
CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

埼玉県 岩槻商業 Ｕ・Ｍ ウインザー商事株式会社 東京都
健康運動実践指導者・シナプソロジーインストラクター・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認
定トレーナー・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・テニス C 級審判・テニス教師・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　
CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

埼玉県 鴻巣 Ｋ・Ｋ 株式会社埼北スイミングスクール 埼玉県
健康運動実践指導者・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・MIZUNO アクア　★ FUSION・MIZUNO アクア　H.I.T トレーニン
グ・MIZUNO アクア　機能改善水中ウォーキング・MIZUNO アクアベーシック認定　BA 認定インストラクター・MIZUNO アクアラン・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービ
ス接遇検定　３級・テニス C 級審判・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺
蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

埼玉県 細田学園 Ｉ・Ｍ 株式会社ルネサンス 東京都
健康運動実践指導者・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・ＡＦＡＡ認定　ＦＤＥＣ・Ａ
ＦＡＡ認定　ＰＣ・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・テニス C 級審判・パソコン技能能力検定３級・フィットネ
スリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急
協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

埼玉県 埼玉栄 Ｙ・Ｋ 株式会社　文教センター 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパート
ナー・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

埼玉県 埼玉栄 Ｈ・Ｈ 株式会社 LAVA International 東京都
健康運動実践指導者・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・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レ
スポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パ
ソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

埼玉県 三郷工業技術 Ｙ・Ｍ 幼児活動研究会株式会社　コスモスポーツクラブ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパート
ナー・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

埼玉県 三郷 Ａ・Ｙ 株式会社フィットネスサポート 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレー
ナー・JCCA ベーシックインストラクター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こども運動指導者２
級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺
蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

埼玉県 三郷 Ｉ・Ｋ 株式会社 LUXURY 東京都
健康運動実践指導者・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・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レ
スポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パ
ソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

埼玉県 三郷 Ｍ・Ｎ ミズノスポーツサービス株式会社 東京都
健康運動実践指導者・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・PADI エマージェンシー ･ ファース
ト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・パソコン技能
能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチベーション・マネジメン
ト協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

埼玉県 山村国際 Ｍ・Ｙ 株式会社総合体育研究所 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・
JCCA ベーシックインストラクター・Kidbics Basic Certificate・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こど
も運動指導者２級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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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埼玉県 志木 Ｚ・Ｈ 株式会社そら（Dr. ストレッチ） 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパート
ナー・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

埼玉県 志木 Ｍ・Ｎ JAL プライベートリゾートオクマ 沖縄県
健康運動実践指導者・PADI　OWSI（オープンウォータースクーバインストラクター）・JCCA ベーシックインストラクター・ＰＡＤＩ　アドバンスダイバー・PADI　オープンウォーターダイ
バー・ＰＡＤＩ　ダイブマスター・PADI　レスキューダイバー・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・Ｓ
ＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・潜水士・日本スポーツボラン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

埼玉県 秀明英光 Ｈ・Ｙ 株式会社バディ企画研究所 神奈川県
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・
JCCA ベーシックインストラクター・Kidbics Basic Certificate・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こど
も運動指導者２級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

埼玉県 秀明英光 Ｙ・Ａ 株式会社ニッケインドアテニス 愛知県
健康運動実践指導者・シナプソロジーインストラクター・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認
定トレーナー・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・テニス C 級審判・テニス教師・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　
CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

埼玉県 深谷 Ｍ・Ｋ スポーツコミュニティ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・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・PADI エマージェンシー・ファースト・レ
スポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パ
ソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

埼玉県 川越総合 Ｉ・Ｈ 株式会社 LIFE CREATE 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・JCCA ベー
シックインストラクター・Kidbics Basic Certificate・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こども運動指導者２級・
サービス接遇検定　３級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

埼玉県 草加南 Ｅ・Ｋ 株式会社テクストトレーディングカンパニー 東京都
健康運動実践指導者・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・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レ
スポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パ
ソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

埼玉県 大宮東 Ｏ・Ｓ 株式会社マレア ･ クリエイト 東京都
健康運動実践指導者・PADI　OWSI（オープンウォータースクーバインストラクター）・JCCA ベーシックインストラクター・ＰＡＤＩ　アドバンスダイバー・PADI　オープンウォーター
ダイバー・ＰＡＤＩ　ダイブマスター・PADI　レスキューダイバー・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラ
クター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチ
ベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・潜水士・日本スポーツボラン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

埼玉県 日々輝学園　東京校 Ｏ・Ｔ 株式会社ジーエステート 東京都
健康運動実践指導者・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・PADI エマージェンシー ･ ファース
ト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・パソコン技能
能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチベーション・マネジメン
ト協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

埼玉県 八潮 Ｏ・Ｒ 株式会社埼北スイミングスクール 埼玉県
健康運動実践指導者・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・MIZUNO アクア　★ FUSION・MIZUNO アクア　H.I.T トレーニン
グ・MIZUNO アクア　機能改善水中ウォーキング・MIZUNO アクアベーシック認定　BA 認定インストラクター・MIZUNO アクアラン・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービ
ス接遇検定　３級・テニス C 級審判・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺
蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

埼玉県 武蔵野星城 Ｏ・Ｙ 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ 東京都
健康運動実践指導者・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・MIZUNO アクア　★ FUSION・MIZUNO アクア　H.I.T ト
レーニング・MIZUNO アクア　機能改善水中ウォーキング・MIZUNO アクアベーシック認定　BA 認定インストラクター・MIZUNO アクアラン・ＳＡＱ・SAQ インストラクター
レベル１・テニス C 級審判・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇
生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

茨城県 霞ケ浦 Ｕ・Ｍ 幼児活動研究会株式会社　コスモスポーツクラブ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパート
ナー・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

茨城県 牛久 Ｓ・Ｙ 株式会社タフ 奈良県
健康運動実践指導者・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・PADI エマージェンシー ･ ファース
ト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・パソコン技能
能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチベーション・マネジメン
ト協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

茨城県 守谷 Ｗ・Ｅ 株式会社そら（Dr. ストレッチ） 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパート
ナー・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

茨城県 守谷 Ｓ・Ｍ 水海道ゴルフクラブ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパート
ナー・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

茨城県 水海道第二 Ｋ・Ｓ 株式会社ボディセラピストエージェンシー 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・JCCA ベー
シックインストラクター・Kidbics Basic Certificate・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こども運動指導者２級・
サービス接遇検定　３級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

茨城県 石岡第一 Ｉ・Ｄ 株式会社マッシュスポーツラボ 東京都
健康運動実践指導者・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・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レ
スポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パ
ソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

茨城県 竜ケ崎第二 Ｍ・Ｍ 株式会社ティップネス 東京都
健康運動実践指導者・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・ＡＦＡＡ認定　ＦＤ
ＥＣ・ＡＦＡＡ認定　ＰＣ・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・テニス C 級審判・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　
CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

千葉県 市川工業 Ｓ・Ｙ 株式会社キール 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパート
ナー・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

千葉県 市川昴 Ｋ・Ｎ 株式会社ベンチャーバンク　REAL FIT 東京都
健康運動実践指導者・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・ＡＦＡＡ認定　ＦＤ
ＥＣ・ＡＦＡＡ認定　ＰＣ・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・テニス C 級審判・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　
CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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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千葉県 成田国際 Ｍ・Ｒ 株式会社パソナフォスター 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・ＳＡＱ・SAQ インストラクター
レベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会
公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然
体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

千葉県 東京学館浦安 Ｍ・Ｃ 海外留学
健康運動実践指導者・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・ＡＦＡＡ認定　ＦＤ
ＥＣ・ＡＦＡＡ認定　ＰＣ・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・テニス C 級審判・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　
CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

千葉県 東金 Ｍ・Ｒ コナミスポーツ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・ＡＦＡＡ認定　ＦＤＥＣ・Ａ
ＦＡＡ認定　ＰＣ・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・テニス C 級審判・パソコン技能能力検定３級・フィットネ
スリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急
協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

千葉県 流山 Ｈ・Ｋ 株式会社 T-trust 東京都
健康運動実践指導者・シナプソロジーインストラクター・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認
定トレーナー・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・テニス C 級審判・テニス教師・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　
CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

長野県 塩尻志学館 Ｓ・Ｍ アシックスジャパン株式会社 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・
JCCA ベーシックインストラクター・Kidbics Basic Certificate・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こど
も運動指導者２級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

長野県 下諏訪向陽 Ｙ・Ａ 株式会社　文教センター 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパート
ナー・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

長野県 上田西 Ｇ・Ｙ 株式会社森ビルホスピタリティコーポレーション 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・
JCCA ベーシックインストラクター・Kidbics Basic Certificate・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こど
も運動指導者２級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

長野県 上田西 Ｎ・Ｒ 株式会社メディロム 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパート
ナー・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

長野県 須坂園芸 Ｓ・Ｙ アルドールテニスステージ株式会社 千葉県
健康運動実践指導者・シナプソロジーインストラクター・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training認定トレー
ナー・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・テニス C 級審判・テニス教師・パソコン技能能力検定３級・フィットネス
リーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協
会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

静岡県 御殿場西 Ｍ・Ｇ 株式会社ダンロップスポーツウェルネス 東京都
健康運動実践指導者・シナプソロジーインストラクター・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training認定トレー
ナー・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・テニス C 級審判・テニス教師・パソコン技能能力検定３級・フィットネス
リーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協
会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

静岡県 静岡西 Ｙ・Ｔ 株式会社ファクトリージャパングループ 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレー
ナー・JCCA ベーシックインストラクター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こども運動指導者２
級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺
蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

静岡県 静岡西 Ｍ・Ｋ 株式会社　ウェルネスフロンティア 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパート
ナー・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

静岡県 富士宮西 Ｈ・Ｔ 株式会社　エイワンスポーツプラザ 静岡県
健康運動実践指導者・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・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レ
スポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パ
ソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

栃木県 小山南 Ｓ・Ｒ 株式会社 ゴーフィールドジャパン 東京都
健康運動実践指導者・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・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レ
スポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パ
ソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

栃木県 白鴎大学足利 Ｓ・Ｒ 株式会社ジャクパ 栃木県
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・
JCCA ベーシックインストラクター・Kidbics Basic Certificate・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こど
も運動指導者２級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

栃木県 矢板中央 Ｗ・Ａ 株式会社ぜん 東京都
健康運動実践指導者・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・JCCA ベーシックインストラク
ター・Kidbics Basic Certificate・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こども運動指導者２級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・
フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救
命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

群馬県 館林商工 Ｏ・Ｋ 株式会社総合体育研究所 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・
JCCA ベーシックインストラクター・Kidbics Basic Certificate・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こど
も運動指導者２級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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

群馬県 太田工業 Ｍ・Ｙ スポーツコミュニティ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパート
ナー・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

群馬県 太田工業 Ｋ・Ｙ ゼビオホールディングス株式会社 東京都
健康運動実践指導者・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・PADI エマージェンシー ･ ファース
ト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・パソコン技能
能力検定３級・フィットネスリーダー・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・モチベーション・マネジメン
ト協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

神奈川県 城山 Ｍ・Ｔ 株式会社総合体育研究所 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・
JCCA ベーシックインストラクター・Kidbics Basic Certificate・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こど
も運動指導者２級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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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青森県 八戸西 Ｓ・Ｍ 株式会社メガスポーツ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパート
ナー・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

新潟県 十日町総合 Ｏ・Ｍ 株式会社　河合楽器製作所体育事業部 新潟県
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・
JCCA ベーシックインストラクター・Kidbics Basic Certificate・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こど
も運動指導者２級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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 学校法人神村学園　京都学習センター Ｎ・Ｍ 大学（進学）
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・
JCCA ベーシックインストラクター・Kidbics Basic Certificate・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こど
も運動指導者２級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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 未来 Ｍ・Ｍ セサミーストリートダンススクール 山口県
健康運動実践指導者・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・ＡＦＡＡ認定　ＦＤＥＣ・Ａ
ＦＡＡ認定　ＰＣ・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・テニス C 級審判・パソコン技能能力検定３級・フィットネ
スリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急
協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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・Ｋ 南市川テニスガーデン 千葉県
健康運動実践指導者・シナプソロジーインストラクター・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認
定トレーナー・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・テニス C 級審判・テニス教師・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　
CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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・Ｈ 株式会社フュービック（Dr.ストレッチ） 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレー
ナー・JCCA ベーシックインストラクター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・こども運動指導者２
級・サッカー C 級コーチ・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺
蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・日本スポーツボラン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・Ｔ 幼児活動研究会株式会社　コスモスポーツクラブ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパート
ナー・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

その他 既卒 Ａ・Ｒ トラストエレベーターグループ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパート
ナー・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

その他 既卒 Ｙ・Ｙ 星槎大学（進学） 神奈川県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパート
ナー・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・国際救命救急協会　CPR　BASIC・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・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

健康スポーツ科

東京リゾート＆スポーツ専門学校　2019



東京都 京華商業 Ｏ・Ｓ HITOWA キッズライフ株式会社 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・パソコン
技能能力検定３級・Kidbics Basic Certificate・IHTA 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　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

東京都 錦城学園 Ｋ・Ｒ 株式会社グローバルキッズ 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・パソコン
技能能力検定３級・Kidbics Basic Certificate・IHTA 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　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

東京都 高島 Ｎ・Ｈ 株式会社グローバルキッズ 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・パソコン
技能能力検定３級・Kidbics Basic Certificate・IHTA 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　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

東京都 千歳丘 Ｓ・Ａ 株式会社グローバルキッズ 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・パソコン
技能能力検定３級・Kidbics Basic Certificate・IHTA 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　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

東京都 東星学園 Ｈ・Ｈ いるま保育園 埼玉県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・パソコン
技能能力検定３級・Kidbics Basic Certificate・IHTA 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　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

東京都 東村山西 Ｓ・Ｍ 株式会社グローバルキッズ 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・パソコン
技能能力検定３級・Kidbics Basic Certificate・IHTA 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　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

東京都 府中工業 Ｏ・Ｋ 株式会社 TKC 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・パソコン
技能能力検定３級・Kidbics Basic Certificate・IHTA 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　モチベーションマネージャー資格エントリー・JCCA ベー
シックインストラクター・専門士

東京都 堀越 Ｓ・Ｙ 株式会社日本デイケアセンター 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・パソコン
技能能力検定３級・Kidbics Basic Certificate・IHTA 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　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

群馬県 常磐 Ｆ・Ｓ 三幸グループスポーツ幼児園　キッズ大陸 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・パソコン
技能能力検定３級・Kidbics Basic Certificate・IHTA 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　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

群馬県 前橋育英 Ｉ・Ｍ 社会福祉法人いなり山会　わかくさ保育園 群馬県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・パソコン
技能能力検定３級・Kidbics Basic Certificate・IHTA 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　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

埼玉県 花咲徳栄 Ｋ・Ｙ 株式会社こどもの森 埼玉県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・パソコン
技能能力検定３級・Kidbics Basic Certificate・IHTA 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　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

埼玉県 花咲徳栄 Ｍ・Ｋ 株式会社グローバルキッズ 埼玉県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・パソコン
技能能力検定３級・Kidbics Basic Certificate・IHTA 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　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

千葉県 昭和学院 Ｔ・Ｍ 株式会社ライフ＆スポーツ 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・パソコン
技能能力検定３級・Kidbics Basic Certificate・IHTA 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　モチベーションマネージャー資格エントリー・JCCA ベー
シックインストラクター・専門士

千葉県 東京学館浦安 Ｋ・Ａ 明星第一幼稚園 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・パソコン
技能能力検定３級・Kidbics Basic Certificate・IHTA 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　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

福島県 いわき総合 Ｓ・Ｙ 株式会社こどもの森 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・パソコン
技能能力検定３級・Kidbics Basic Certificate・IHTA 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　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

富山県 富山いずみ Ａ・Ｈ 社会福祉法人　若杉児童福祉会　若杉愛児保育園 富山県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・パソコン
技能能力検定３級・Kidbics Basic Certificate・IHTA 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　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

スポーツ保育科

東京リゾート＆スポーツ専門学校　2019



東京都 葛飾商業 Ｉ・Ｙ 株式会社ブレイン＆アーティスト 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI エ
マージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・
サッカー C 級コーチ・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エ
ントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

東京都 関東第一 Ｔ・Ｓ 株式会社ダイオーズ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レス
ポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・ス
ポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・
自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 関東第一 Ｗ・Ａ 株式会社リフレーヌ・カンパニー 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインスト
ラクター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクター
レベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡ
ＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 関東第一 Ａ・Ｒ 株式会社リフレーヌ・カンパニー 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA アロマコーディネー
ター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ イ
ンストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心
肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 光丘 Ｋ・Ｔ 株式会社 Fast Fitness Japan 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・
PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

東京都 高島 Ｓ・Ｍ 株式会社ヘルセ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA アロマコーディネー
ター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ イ
ンストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心
肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 高島 Ｍ・Ｒ 有限会社ジャパンスポーツキャンパル 千葉県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リ
ラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・スポーツト
レーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）
資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 篠崎 Ｉ・Ｎ メディカルフィットネス＆コンディショニングセンター　トリア 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラク
ゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・
サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エ
ントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

東京都 修徳 Ｉ・Ｈ 株式会社　フュービック 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エ
マージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル
１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩ
Ｃ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 駿台学園 Ｉ・Ｔ 株式会社 FEEL CONNECTION 東京都
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTA認定　ヨガライフアドバイザー・JCCAベーシックインストラクター・IHTAアロマコーディ
ネーター・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル
１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（Ｂ
ＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 昭和第一学園 Ｋ・Ｓ 株式会社 KTAJ 千葉県
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTAアロマコーディネーター・IHTAリラクゼーションセラピスト・PADIエマージェ
ンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接
遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡ
ＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 上野学園 Ｋ・Ｓ 綱豊産業株式会社 東京都
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTAアロマコーディネーター・IHTAリラクゼー
ションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・
スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法

（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 正則学園 Ｓ・Ｙ JR 東日本スポーツ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラ
クター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・イン
ストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急
心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 正則学園 Ｔ・Ｆ セントラルスポーツ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI
エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナー
ベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・
自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 正則学園 Ｈ・Ｒ 株式会社そら 東京都
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTAアロマコーディネーター・IHTAリラクゼー
ションセラピスト・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インス
トラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（Ｂ
ＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 千早 Ｔ・Ｔ 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 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA アロマコー
ディネーター・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレ
ベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生
法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 足立 Ｗ・Ｔ 株式会社ルネサンス 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・
ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡ
Ｌ）・パソコン技能能力検定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

東京都 多摩工業 Ｋ・Ｋ 株式会社オンテックス 大阪府
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTAアロマコーディネーター・IHTAリラクゼー
ションセラピスト・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インス
トラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（Ｂ
ＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 大森学園 Ｋ・Ｔ 株式会社　フュービック 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックイ
ンストラクター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・
スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・
自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 大森学園 Ａ・Ｍ 加圧トレーニングスタジオ Oz 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインスト
ラクター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクター
レベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡ
ＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

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

東京リゾート＆スポーツ専門学校　2019



東京都 大成 Ｉ・Ｙ 関東リハビリテーション専門学校（進学） 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックイ
ンストラクター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・
スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・
自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 大東学園 Ｓ・Ｆ 株式会社 tokyo net worth 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA アロマコーディ
ネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡ
Ｑ・SAQ インストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生
法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 大東学園 Ｓ・Ｒ 株式会社リフレーヌ・カンパニー 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA アロマコーディネー
ター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ イ
ンストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心
肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 大東学園 Ｉ・Ｙ 株式会社ベンチャーバンク 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・IHTA
アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラク
ターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生
法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 大東学園 Ｏ・Ｓ 花田学園日本鍼灸理療専門学校（進学） 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA アロマコーディネー
ター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ イ
ンストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心
肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 第一商業 Ｋ・Ｒ アールビバン株式会社 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・IHTA 認定　ヨガライフアドバイザー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシッ
クインストラクター・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インス
トラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

東京都 帝京八王子 Ｗ・Ｍ 株式会社ファクトリージャパングループ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックイン
ストラクター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・Ｓ
ＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーション
マネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

東京都 東京学園 Ｋ・Ａ 株式会社全日警 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リ
ラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・スポーツト
レーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）
資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 東京立正 Ｈ・Ｍ 株式会社ベンチャーバンク 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas 
performance training 認定トレーナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラク
ターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救
急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 東京立正 Ｓ・Ｍ 株式会社 FEEL CONNECTION 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTA 認定　ヨガライフアドバイザー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベー
シックインストラクター・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベ
ル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急
法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 日本橋 Ａ・Ｒ ストレッチ専門店TOP Stretch-1- 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リ
ラクゼーションセラピスト・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチ
ベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導
者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 日本女子体育大学体育学部附属二階堂 Ｔ・Ｍ 株式会社スタジオボディデザイン 東京都
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTA認定　ヨガライフアドバイザー・JCCAベーシックインストラクター・IHTAアロマコーディ
ネーター・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル
１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（Ｂ
ＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 日本女子体育大学体育学部附属二階堂 Ｓ・Ｙ 株式会社ヘルセ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラク
ゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・
サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エ
ントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

東京都 日本体育大学荏原 Ｈ・Ｓ コナミスポーツ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTA 認定　ヨガライフアドバイザー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシック
インストラクター・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービ
ス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・
救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 八王子実践 Ｓ・Ｔ 株式会社ベンチャーバンク 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リ
ラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・スポーツト
レーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）
資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 八王子実践 Ｆ・Ｒ 有限会社メディカルコミュニケーションズ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレー
ナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー ･ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・
SAQ インストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇
生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 八潮 Ｗ・Ｍ 株式会社グローバルスポーツ医学研究所 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・
adidas performance training認定トレーナー・IHTAアロマコーディネーター・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・スポーツトレーナー
ベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験
活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 飛鳥未来　綾瀬キャンパス Ｎ・Ａ TSC ホリスティック株式会社 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTA 認定　ヨガライフアドバイザー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシック
インストラクター・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービ
ス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・
救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 北豊島 Ｎ・Ｔ 海外留学
ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェン
シー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・
サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救
急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

東京都 堀越 Ｏ・Ａ 海外留学
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI エ
マージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・
サッカー C 級コーチ・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エ
ントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士
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東京都 堀越 Ｍ・Ｙ 株式会社リフレーヌ・カンパニー 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA アロマコーディ
ネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡ
Ｑ・SAQ インストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生
法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 堀越 Ｎ・Ｙ 株式会社そら 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックイ
ンストラクター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ イ
ンストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩ
Ｃ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

東京都 練馬 Ｍ・Ｍ 株式会社リフレーヌ・カンパニー 東京都
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTAアロマコーディネーター・IHTAリラクゼーションセラピスト・PADIエマージェ
ンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接
遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡ
ＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

埼玉県 浦和東 Ｓ・Ｔ 第一貨物株式会社 栃木県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーション
セラピスト・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベ
ル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法

（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

埼玉県 花咲徳栄 Ｈ・Ａ 株式会社カーブスジャパン 埼玉県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・IHTA 認定　ヨガライフアドバイザー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA
ベーシックインストラクター・IHTA アロマコーディネーター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導
者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

埼玉県 細田学園 Ｋ・Ｔ 株式会社 MEDICAL COLOR 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas 
performance training 認定トレーナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・
SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

埼玉県 坂戸 Ｙ・Ｙ 株式会社フュービック 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレー
ナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー ･ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・
SAQ インストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇
生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

埼玉県 坂戸 Ｗ・Ｒ RIZAP 株式会社 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・
PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

埼玉県 埼玉栄 Ｈ・Ａ 株式会社リフレーヌ・カンパニー 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エ
マージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル
１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩ
Ｃ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

埼玉県 山村国際 Ｔ・Ｔ JR 東日本スポーツ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・
IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・
ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

埼玉県 山村国際 Ｍ・Ｃ 株式会社 RAJA 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTA 認定　ヨガライフアドバイザー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインスト
ラクター・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ イ
ンストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心
肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

埼玉県 児玉 Ｏ・Ｎ 有限会社メディカルコミュニケーションズ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・IHTA 認定　ヨガライフアドバイザー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシッ
クインストラクター・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インス
トラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

埼玉県 春日部工業 Ｙ・Ｒ 新生ビルテクノ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI
エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベ
ル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩ
Ｃ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

埼玉県 新座総合技術 Ｉ・Ｓ 株式会社ぜん 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リ
ラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・スポーツト
レーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）
資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

埼玉県 深谷 Ｋ・Ｙ 株式会社元気グループホールディングス 千葉県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas 
performance training 認定トレーナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラク
ターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救
急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

埼玉県 進修館 Ｋ・Ｋ 株式会社 RAJA 東京都
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTAアロマコーディネーター・IHTAリラクゼーションセラピスト・PADIエマージェ
ンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接
遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡ
ＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

埼玉県 進修館 Ｉ・Ｍ 株式会社 3D Body Lab 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・
PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

埼玉県 西武台 Ｍ・Ｔ 株式会社ヘルセ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベー
シックインストラクター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・スポーツ
トレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自
然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

埼玉県 川口東 Ｕ・Ｙ STUDIO CAPO 代官山 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI
エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベ
ル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩ
Ｃ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

埼玉県 東京成徳大学深谷 Ｓ・Ｍ 株式会社 INSPA 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・IHTA 認定　ヨガライフアドバイザー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシッ
クインストラクター・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インス
トラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士
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埼玉県 東京農業大学第三 Ｓ・Ｈ 株式会社 RAJA 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・
IHTA アロマコーディネーター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動
指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

埼玉県 武蔵越生 Ｋ・Ｓ 株式会社ゆうしん 東京都
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTAアロマコーディネーター・IHTAリラクゼー
ションセラピスト・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インス
トラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（Ｂ
ＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

埼玉県 武蔵越生 Ｓ・Ｍ 株式会社ボディワークホールディングス 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リ
ラクゼーションセラピスト・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチ
ベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導
者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

埼玉県 本庄第一 Ｋ・Ｉ 株式会社 THINK フィットネス 群馬県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エ
マージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル
１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩ
Ｃ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

埼玉県 本庄東 Ｓ・Ｓ 株式会社ベンチャーバンク 東京都
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTA認定　ヨガライフアドバイザー・JCCAベーシックインストラクター・IHTAアロマコーディ
ネーター・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル
１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（Ｂ
ＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

茨城県 下妻第二 Ｈ・Ｓ 医療法人ひまわり会　あかつか慶反メディカルクリニック 茨城県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・IHTA
アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラク
ターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生
法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

茨城県 霞ケ浦 Ｎ・Ｋ 株式会社　フュービック 東京都
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTAアロマコーディネーター・IHTAリラクゼーションセラピスト・PADIエマージェ
ンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接
遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡ
ＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

茨城県 岩瀬 Ｉ・Ｎ 株式会社ヘルセ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラク
ゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・
サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エ
ントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

茨城県 取手第一 Ｙ・Ｓ 株式会社東京ドームスポーツ 東京都
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTAアロマコーディネーター・IHTAリラクゼー
ションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・
スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法

（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

茨城県 常総学院 Ｍ・Ｋ 株式会社 FEEL CONNECTION 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・IHTA 認定　ヨガライフアドバイザー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシッ
クインストラクター・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インス
トラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

茨城県 水戸啓明 Ｋ・Ｙ RIZAP 株式会社 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラク
ター・IHTA アロマコーディネーター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーショ
ン・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者

（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

茨城県 多賀 Ｙ・Ａ 医療法人ひまわり会　あかつか慶反メディカルクリニック 茨城県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas 
performance training 認定トレーナー・IHTA アロマコーディネーター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポー
ツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自
然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

茨城県 土浦湖北 Ｋ・Ｋ 株式会社ベイクルーズ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・
PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

茨城県 土浦湖北 Ｎ・Ｋ 株式会社リフレーヌ・カンパニー 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックイン
ストラクター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・Ｓ
ＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーション
マネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

茨城県 那珂湊 Ｗ・Ｔ コナミスポーツ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・
PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

茨城県 鉾田第二 Ｓ・Ｒ 株式会社元気グループホールディングス 千葉県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas 
performance training 認定トレーナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベ
ル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩ
Ｃ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

茨城県 鉾田第二 Ｋ・Ａ 株式会社 BodyAxis 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA
アロマコーディネーター・PADIエマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・
サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エ
ントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

茨城県 明秀学園日立 Ｎ・Ｋ ＦＣ市川ガナーズ 千葉県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマー
ジェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・サッカー C 級コーチ・スポーツ
トレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）
資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

栃木県 作新学院 Ａ・Ｙ 社会福祉法人すぎなみき会 栃木県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTA 認定　ヨガライフアドバイザー・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA アロ
マコーディネーター・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ イン
ストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法

（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

栃木県 小山南 Ｙ・Ｒ 株式会社つながり 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・
IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・
ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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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栃木県 青藍泰斗 Ｏ・Ｋ 株式会社カスケード東京 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA アロマコーディ
ネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡ
Ｑ・SAQ インストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生
法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

栃木県 栃木工業 Ｅ・Ｎ 株式会社ディーズ 栃木県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・
PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

栃木県 白鴎大学足利 Ｈ・Ｍ 株式会社　アクトス 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・
adidas performance training認定トレーナー・IHTAアロマコーディネーター・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・スポーツトレーナー
ベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験
活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

栃木県 白鴎大学足利 Ｙ・Ｍ いきいき整形外科 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラ
クター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・イン
ストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急
心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

栃木県 國學院大學栃木 Ｎ・Ｓ 呉竹医療専門学校（進学） 埼玉県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・
IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インス
トラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急
心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

栃木県 國學院大學栃木 Ａ・Ｈ 株式会社リラックス 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エ
マージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル
１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩ
Ｃ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

栃木県 國學院大學栃木 Ａ・Ｋ Studio Body Make 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラク
ゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・
サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エ
ントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

栃木県 國學院大學栃木 Ｎ・Ｒ 学校法人医学アカデミー（進学） 埼玉県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックイ
ンストラクター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・
スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・
自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

千葉県 我孫子東 Ｓ・Ｋ 株式会社そら 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックイ
ンストラクター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ イ
ンストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩ
Ｃ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

千葉県 市川工業 Ｍ・Ｎ セントラルスポーツ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・
PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

千葉県 沼南 Ｉ・Ｋ 有限会社ジャパンスポーツキャンバル 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックイ
ンストラクター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ イ
ンストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩ
Ｃ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

千葉県 東京学館船橋 Ｙ・Ｍ 株式会社ファクトリージャパングループ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リ
ラクゼーションセラピスト・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチ
ベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導
者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

千葉県 柏市立柏 Ｎ・Ｋ 株式会社そら 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックイン
ストラクター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・Ｓ
ＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーション
マネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

千葉県 柏市立柏 Ｙ・Ａ 株式会社ル・タン 千葉県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックイ
ンストラクター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ イ
ンストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩ
Ｃ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

千葉県 木更津総合 Ｋ・Ｋ FLUX CONDITIONING 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェ
ンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩ
Ｃ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

長野県 軽井沢 Ｙ・Ｋ 東京メディカルスポーツ専門学校（進学） 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance training 認定トレーナー・
IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インス
トラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急
心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

長野県 小諸 Ｙ・Ｔ 株式会社ファクトリージャパングループ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックイン
ストラクター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・Ｓ
ＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーション
マネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

長野県 松商学園 Ｉ・Ｓ 株式会社フュービック 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTA 認定　ヨガライフアドバイザー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベー
シックインストラクター・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベ
ル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急
法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

長野県 松商学園 Ｋ・Ｔ 株式会社グッドウェーブ 東京都
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTAアロマコーディネーター・IHTAリラクゼー
ションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・
スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法

（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

新潟県 敬和学園 Ｈ・Ｙ 株式会社森ビルホスピタリティコーポレーション 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・
PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士
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新潟県 十日町 Ａ・Ｈ 株式会社 BodyAxis 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA アロマコー
ディネーター・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレ
ベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生
法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

新潟県 中越 Ｓ・Ｋ 株式会社 THINK フィットネス 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・
PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

山梨県 山梨 Ｋ・Ｒ 株式会社ヘルセ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインスト
ラクター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクター
レベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡ
ＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

山梨県 富士北稜 Ｍ・Ｍ 株式会社ヘルセ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインスト
ラクター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクター
レベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡ
ＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

山梨県 富士北稜 Ｙ・Ｓ 住友不動産　エスフォルタ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・
PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

群馬県 高崎工業 Ｙ・Ｔ 株式会社 fan's 千葉県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・
PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

群馬県 市立前橋 Ｉ・Ｎ 星槎大学（進学） 神奈川県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI
エマージェンシー・ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベ
ル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩ
Ｃ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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 いわき総合 Ｏ・Ｙ 株式会社ヘルセ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラ
クター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・イン
ストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急
心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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 東日本国際大学附属昌平 Ａ・Ｇ 株式会社ワンピース　Dr ストレッチ 埼玉県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックイ
ンストラクター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ イ
ンストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩ
Ｃ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

神奈川県 荏田 Ｉ・Ｒ 株式会社ハイパーフィットネス 神奈川県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI
エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナー
ベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・
自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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 小樽潮陵 Ｈ・Ｓ 株式会社元気グループホールディングス 千葉県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas 
performance training 認定トレーナー・IHTA アロマコーディネーター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポー
ツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自
然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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 葛巻 Ｋ・Ｋ 株式会社エービーシー・マート 東京都
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTAアロマコーディネーター・IHTAリラクゼー
ションセラピスト・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インス
トラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（Ｂ
ＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

山形県 鶴岡東 Ｉ・Ｋ 海外留学
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックイ
ンストラクター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・
スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・
自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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 益田東 Ｈ・Ａ 株式会社　西原商会 鹿児島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas 
performance training 認定トレーナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラク
ターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救
急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

福岡県 屋久島おおぞら　福岡キャンパス Ｆ・Ａ 日本大学（進学） 東京都
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTAアロマコーディネーター・IHTAリラクゼー
ションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・
スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法

（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

宮崎県 日章学園 Ｆ・Ｍ 住友不動産　エスフォルタ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・
PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

その他 既卒 Ｋ・Ｓ エイベック株式会社 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・
IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・
ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救
急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

その他 既卒 Ｏ・Ｙ パーソナルトレーナー（フリー）
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・
adidas performance training認定トレーナー・IHTAアロマコーディネーター・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・スポーツトレーナー
ベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験
活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

その他 既卒 Ｔ・Ｋ ととのえて、からだ。 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・
PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

その他 既卒 Ｓ・Ｓ TARGET SHIBUYA 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネー
ター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公
認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パ
ソコン技能能力検定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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その他 既卒 Ｓ・Ｙ RIZAP 株式会社 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・
IHTA アロマコーディネーター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動
指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

その他 既卒 Ｕ・Ｓ 株式会社そら 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・
ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡ
Ｌ）・パソコン技能能力検定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

その他 既卒 Ａ・Ｒ 株式会社良松 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI
エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベ
ル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩ
Ｃ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

その他 既卒 Ｓ・Ｋ セントラルスポーツ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・
ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡ
Ｌ）・パソコン技能能力検定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

その他 既卒 Ｓ・Ｈ 株式会社 MEDICAL COLOR 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas performance 
training 認定トレーナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・Ｓ
ＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

その他 既卒 Ｓ・Ｔ 株式会社明昭 東京都
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTAアロマコーディネーター・IHTAリラクゼーションセラピスト・PADIエマージェ
ンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接
遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡ
ＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

その他 既卒 Ｙ・Ｋ 株式会社 B-ST プロトレーナーズ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI
エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナー
ベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・
自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

その他 既卒 Ａ・Ｓ 合同会社 PVH ジャパン 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA アロマコーディ
ネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡ
Ｑ・SAQ インストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生
法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

その他 既卒 Ａ・Ｔ 海外留学
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA
アロマコーディネーター・PADIエマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・
サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エ
ントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

その他 既卒 Ｈ・Ｒ 株式会社　フュービック 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックイ
ンストラクター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・
スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・
自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

その他 既卒 Ｉ・Ｒ 星槎大学（進学） 神奈川県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラ
クター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・イン
ストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急
心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

その他 既卒 Ｈ・Ｍ JR 東日本スポーツ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA
アロマコーディネーター・PADIエマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQインストラクターレベル１・
サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エ
ントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

その他 既卒 Ｉ・Ｋ 株式会社アークアスリート 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・adidas 
performance training 認定トレーナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベ
ル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩ
Ｃ）・救急法（EFR）資格・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

その他 既卒 Ｎ・Ｄ シダックス・スポーツアンドカルチャー株式会社 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベー
シックインストラクター・IHTA アロマコーディネーター・IHTA リラクゼーションセラピスト・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・スポーツ
トレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・自
然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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

その他 既卒 Ｎ・Ｋ 株式会社 INSPA 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA アロマコーディネーター・PADI
エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベ
ル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩ
Ｃ）・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定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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茨城県 つくば国際大学 Ｉ・Ｓ Apple GYM 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

茨城県 茨城東 Ｏ・Ｓ 株式会社メディロム 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

茨城県 霞ケ浦 Ａ・Ｎ 東京消防庁 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

茨城県 霞ケ浦 Ｎ・Ｍ 株式会社 LAVA International 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・JCCA ベーシックインストラクター・ＳＡＱ・救急心
肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

茨城県 取手第二 Ｔ・Ｋ 株式会社文教センター 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

茨城県 大成女子 Ｎ・Ｓ 株式会社 RAJA 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

東京都 足立 Ｆ・Ｋ 株式会社チャームケアコーポレーション 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

東京都 南葛飾 Ｍ・Ｓ コリほぐしの家 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

東京都 日本ウェルネス　東京キャンパス Ｉ・Ｋ 株式会社エポックスポーツクラブ 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

東京都 農芸 Ｔ・Ｋ 杏文学園東京柔道整復専門学校（進学） 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

神奈川県 旭 Ｋ・Ｓ JR 東日本スポーツ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

神奈川県 旭 Ｓ・Ｔ 株式会社 LAVA International 佐賀県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

神奈川県 麻布大学附属 Ｍ・Ｈ 株式会社 BodyAxis 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

栃木県 作新学院 Ｋ・Ｍ JAPANサッカーカレッジ（進学） 新潟県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

栃木県 作新学院（英進部） Ｔ・Ａ 文京学院大学（進学） 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・サービス接遇検定　３級・ストレッチングト
レーナーセルフ・スポーツトレーナーベーシック・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

埼玉県 伊奈学園総合 Ｉ・Ｓ 株式会社ベンチャーバンク 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

埼玉県 秩父 Ａ・Ｎ 株式会社　ウェルネスフロンティア 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

福島県 いわき総合 Ｓ・Ｒ 住友不動産　エスフォルタ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

福島県 平工業 Ｆ・Ａ J-village 福島県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

山梨県 東海大学付属甲府 Ｔ・Ｋ 専門学校社会医学技術学院（進学） 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士
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山梨県 韮崎工業 Ａ・Ｒ 株式会社ゼンシン 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

長野県 小海 Ｓ・Ｓ 社会福祉法人　敬老園 長野県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

長野県 須坂東 Ｏ・Ａ リハコンテンツ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

群馬県 館林 Ｎ・Ｙ 株式会社ワイズケア 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

山形県 寒河江工業 Ｏ・Ａ 東京ヴェルディ 1969 フットボールクラブ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

新潟県 佐渡 Ｔ・Ｍ 株式会社フラスター 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・JCCA ベーシックインストラクター・ＳＡＱ・救急心
肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

岐阜県 長良 Ｋ・Ｈ 呉竹医療専門学校（進学） 埼玉県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士

広島県 基町 Ｙ・Ｒ 株式会社ザ・スポーツコネクション 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・シナプソロジーインストラクター・adidas 
performance training 認定トレーナー・ＳＡＱ・救急心肺蘇生法（ＢＡＳＩＣ）・パソコン技
能能力検定３級・専門士
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