
東京都 永山 Ｎ・Ｈ ㈱ハングリングベイ 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・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公認モチ
ベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

東京都 王子総合 Ｍ・Ｙ ㈱ブレイン＆アーティスト 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラ
クター・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　日本サッカー協
会公認キッズリーダー・専門士

東京都 葛飾商業 Ｎ・Ｔ ㈱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・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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公認モ
チベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日本フィットネス産業協会
フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・専門士

東京都 葛西南 Ｏ・Ｍ ソフネットジャパン㈱ 東京都 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・専門士

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

東京都 関東第一 Ｋ・Ｒ ㈱FEEL CONNECTION 東京都 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・専門士

東京都 関東第一 Ｙ・Ｒ ㈱ドリームファクトリー 大阪府 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
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

東京都 久留米西 Ｋ・Ｈ リンクスポーツ㈱ 大分県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本テニス協会公認テニス教師・専門士

東京都 駒澤大学 Ｓ・Ｒ ㈱マレア・クリエイト 東京都
PADIアドヴァンスド・オープン・ウォーター・PADIダイブマスター・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・PADIエマージェンシー・オキシジェン・プロバイダー・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・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・PADIオープンウォータースクーバインストラクター・専門士

東京都 光丘 Ａ・Ｈ S.Sports club 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・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・公益財団法人　健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践
指導者　合格・専門士

東京都 光丘 Ｙ・Ｒ ㈱FEEL CONNECTION 東京都 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・専門士

東京都 光丘 Ｗ・Ｋ ㈱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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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公認モ
チベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日本フィットネス産業協会
フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・公益財団法人　健康・体力づくり事業財団認定健康
運動実践指導者　合格・専門士

東京都 高島 Ｈ・Ｓ ㈱KIDSPOWER 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・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・専門士

東京都 篠崎 Ｓ・Ｓ ㈱ニッケインドアテニス 愛知県 モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・専門士

東京都 小平西 Ｓ・Ｋ ㈱マレア・クリエイト 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・PADIアドヴァンスド・オープン・ウォー
ター・PADIダイブマスター・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・
PADIエマージェンシー・オキシジェン・プロバイダー・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・PADIオープンウォータースクーバインストラクター・専門士
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東京都 杉並総合 Ｓ・Ａ ㈱ロンド・スポーツ 東京都
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・ミズノ株式会社
MIZUNOアクアラン・ミズノ株式会社MIZUNOアクア　H.I.Tトレーニング・ミズノ株式会社
MIZUNOアクア★FUSION・ミズノ株式会社MIZUNOアクアベーシック認定インストラクター・
専門士

東京都 足立工業 Ｈ・Ｋ ㈱日新ウエルネス 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・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・専門士

東京都 足立工業 Ｔ・Ｋ 渋谷ドラゴンフィットネス 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・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・専門士

東京都 足立東 Ｆ・Ｒ ㈱バディ企画研究所 東京都 モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本
サッカー協会公認C級コーチ・専門士

東京都 足立東 Ｓ・Ｈ テニスショップラフィノ 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・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・専門士

東京都 東亜学園 Ｋ・Ｎ ㈱ドリームファクトリー 大阪府 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
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

東京都 東久留米総合 Ｓ・Ｒ Bungeling Bay 東京都 PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・専門士

東京都 東京国際大学付属日本語学校 Ｒ・Ｙ レッツ倶楽部　吾妻橋 東京都 専門士

東京都 日本女子体育大学附属二階堂 Ｈ・Ｍ ㈲コスモテニスカレッヂ 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・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・専門士

東京都 日本体育大学荏原 Ａ・Ｓ ファンルーツ 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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公認モチ
ベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

東京都 八王子実践 Ｍ・Ｎ JR東日本スポーツ㈱ 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・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・専門士

東京都 板橋 Ｔ・Ｓ ㈱ロンド・スポーツ 東京都 PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・専門士

東京都 品川エトワール女子 Ｓ・Ｈ （福）北水会 東京都 専門士

東京都 文教大学付属 Ｓ・Ｍ セントラルスポーツ㈱ 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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・専門士

東京都 稔ケ丘 Ｎ・Ｋ ㈱リラックス 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・インストラクター・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能
検定3級・公益財団法人　健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者　合格・専門士
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埼玉県 ふじみ野 Ｍ・Ｋ ㈱THINKフィットネス 東京都 PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・専門士

埼玉県 浦和工業 Ｉ・Ｈ ㈱総合体育研究所 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・公益
財団法人　日本サッカー協会公認キッズリーダー・専門士

埼玉県 浦和東 Ｔ・Ｒ ㈱LIFE CREATE 北海道 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・専門士

埼玉県 鴻巣 Ｏ・Ｓ ゼビオホールディングス㈱ 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・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・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・専門士

埼玉県 山村国際 Ｍ・Ｔ ㈱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・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公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

埼玉県 山村国際 Ｓ・Ｋ ㈱ブレイン＆アーティスト 東京都 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・専門士

埼玉県 上尾南 Ｔ・Ｈ ㈱ハングリングベイ 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・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公認モチ
ベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

埼玉県 上尾南 Ｍ・Ｎ ㈲コスモテニスカレッヂ 東京都 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・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・専門士

埼玉県 新座 Ｋ・Ｄ ㈱ABCマート 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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公認モチ
ベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

埼玉県 進修館 Ｋ・Ｋ ㈱ABC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・日本スポーツボランティアネットワーク
認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・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公認モチベーション・マネジャー資格エントリー
コース修了書・専門士

埼玉県 西武台 Ｉ・Ｙ 住友不動産エスフォルタ㈱ 東京都 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・専門士

埼玉県 川越総合 Ｅ・Ｙ 野村不動産ライフ＆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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・モ
チベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・日本コンピュータ能力教育
協議会パソコン技能検定3級・一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスクラブマネジ
メント技能検定３級・公益財団法人　健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者　合格・
専門士

埼玉県 川口工業 Ｓ・Ｋ スポーツクラブNAS㈱ 東京都
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・ミズノ株式会社
MIZUNOアクアラン・ミズノ株式会社MIZUNOアクア　H.I.Tトレーニング・ミズノ株式会社
MIZUNOアクア★FUSION・ミズノ株式会社MIZUNOアクアベーシック認定インストラクター・
専門士

埼玉県 大宮武蔵野 Ｙ・Ｒ ㈱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・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・専門士

埼玉県 東京成徳大学深谷 Ｉ・Ｒ ㈱ランドウェル 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本スポーツボランティアネットワーク
認定スポーツボランティア研修会・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公認モチベーション・マネジャー資格エントリー
コース修了書・専門士
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埼玉県 東野 Ｓ・Ｔ （福）北水会 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　日本テニス協会公認C
級審判員・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・一般社団法人　日本コミュニ
ケーション教育協会チームビルディングインストラクター養成講座・専門士

埼玉県 武蔵野星城 Ｇ・Ｔ エイムスポーツクラブ 埼玉県 モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本
サッカー協会公認C級コーチ・専門士

埼玉県 武南 Ｋ・Ｓ うぐす保育園　日進 埼玉県 モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本
サッカー協会公認C級コーチ・専門士

埼玉県 本庄第一 Ｔ・Ｔ ㈱ABCマート 東京都
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
メント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・公益財団法人　健
康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者　合格・専門士

茨城県 結城第一 Ｕ・Ｍ ㈱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・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・専門士

茨城県 多賀 Ｂ・Ｋ 住友不動産エスフォルタ㈱ 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・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公認モチベーション・マネジャー資格エントリー
コース修了書・専門士

茨城県 日立商業 Ａ・Ｒ ㈱ゲオ 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・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公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

栃木県 足利南 Ａ・Ｋ ㈱ウェルネスフロンティア 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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・モ
チベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・一般社団法人　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

栃木県 矢板中央 Ｎ・Ｈ ㈱ドリームファクトリー 大阪府
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・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公認モチ
ベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

栃木県 國學院大學栃木 Ｈ・Ｒ キッズ大陸しょうなん辻堂園 神奈川県 モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本
サッカー協会公認C級コーチ・専門士

群馬県 伊勢崎商業 Ｋ・Ｔ ㈱イナホスポーツ 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・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・ミズノ株式会社MIZUNOアクアラン・ミズノ株式会社
MIZUNOアクア　H.I.Tトレーニング・ミズノ株式会社MIZUNOアクア★FUSION・ミズノ株式会
社MIZUNOアクアベーシック認定インストラクター・公益財団法人　健康・体力づくり事業財団認
定健康運動実践指導者　合格・専門士

群馬県 高崎経済大学附属 Ｕ・Ｋ KCJGROUP㈱ キッザニア東京 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・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・モチ
ベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・日本コンピュータ能力教育協
議会パソコン技能検定3級・専門士

群馬県 中之条 Ｉ・Ｎ ㈱バディ企画研究所 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・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・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・専門
士

千葉県 松戸 Ｍ・Ｍ ㈱FEEL CONNECTION 東京都

日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・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公認モ
チベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日本フィットネス産業協会
フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・公益財団法人　健康・体力づくり事業財団認定健康
運動実践指導者　合格・専門士

千葉県 船橋 Ｉ・Ｓ ㈱ハイ・スタンダード 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
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公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスクラ
ブマネジメント技能検定３級・専門士
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千葉県 日本体育大学柏 Ｋ・Ｎ 野村不動産ライフ＆スポーツ㈱ 東京都 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・専門士

神奈川県 光明学園相模原 Ｍ・Ｃ ㈱森ビルホスピタリティコーポレーション 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・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・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・専門士

神奈川県 湘南学院 Ｍ・Ｙ ㈱ドリームファクトリー 大阪府
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・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公認モチ
ベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

山梨県 白根 Ｔ・Ｒ ㈱タスク・フォース 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・公益財団法人　実務技
能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インス
トラクター・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

山梨県 富士北稜 Ｓ・Ｎ ㈱ブルーアースジャパン 山梨県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・専門士

秋田県 花輪 Ｋ・Ｓ ㈱ゼン 岩手県
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・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公認モチベーション・マネジャー資格エントリー
コース修了書・専門士

新潟県 関根学園 Ｓ・Ｙ ㈱ブレイン＆アーティスト 東京都 モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本
サッカー協会公認キッズリーダー・専門士

福井県 北陸 Ｍ・Ｓ ㈱THINKフィットネス 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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・モ
チベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・一般社団法人　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

静岡県 下田 Ｉ・Ｃ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・専門士

沖縄県 名護 Ｋ・Ｒ ㈱トップキャリア 東京都 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・専門士

その他 既卒 Ｓ・Ｎ セントラルスポーツ㈱ 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・日本スポーツボランティアネットワーク
認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インスト
ラクター・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般社団法人　日本フィットネ
ス産業協会フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・公益財団法人　健康・体力づくり事業財
団認定健康運動実践指導者　合格・専門士

その他 高卒認定 Ｍ・Ｍ ㈱ブレイン＆アーティスト 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・日本スポーツボラン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・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・モチベーション・マネジメン
ト協会公認モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズリー
ダー・公益財団法人　健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者　合格・専門士

その他 既卒 Ｍ・Ｔ ㈱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・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・モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・
インストラクター・公益財団法人　健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者　合格・専
門士

その他 既卒 Ｓ・Ｓ ㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ 東京都 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・専門士

その他 既卒 Ｋ・Ｄ レアルマドリードファンデーションスクール 東京都 モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本
サッカー協会公認C級コーチ・専門士
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その他 既卒 Ｉ・Ｎ アルドールテニスステージ㈱ 兵庫県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本テニス協会公認テニス教師・専門士

その他 既卒 Ａ・Ｓ ㈱FEEL CONNECTION 東京都 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・専門士

その他 既卒 Ｈ・Ｋ ノアインドアステージ㈱ 兵庫県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・専門
士

6

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（現：スポーツインストラクター科）

東京リゾート＆スポーツ専門学校　2020



東京都 王子総合 Ｆ・Ｍ ㈱バディ企画研究所 東京都 文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・厚
生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・専門士

東京都 錦城学園 Ｋ・Ｙ 広尾フレンズ 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・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許

（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格
（併修校にて）・専門士

東京都 昭和第一 Ａ・Ｍ ㈱グローバルキッズ 東京都
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許

（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格
（併修校にて）・専門士

東京都 東海大学付属高輪台 Ｆ・Ｇ （学）三幸学園　キッズ大陸 東京都
自然体験活動指導者（野外コーチ）・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・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併
修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併
修校にて）・専門士

東京都 東京立正 Ｓ・Ｙ 中野ひかり保育園 東京都
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許

（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格
（併修校にて）・専門士

東京都 東村山西 Ｋ・Ｈ （医）健誠会 鹿児島県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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　健
康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者　合格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許

（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格
（併修校にて）・専門士

東京都 東村山西 Ｋ・Ｔ ㈱WITH 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・文部科学省認定幼稚
園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・厚生労働省認定社会福
祉主事任用資格（併修校にて）・専門士

東京都 豊南 Ｋ・Ｍ 汽車ぽっぽ保育園 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・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・文部科学省認定幼稚
園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・厚生労働省認定社会福
祉主事任用資格（併修校にて）・専門士

埼玉県 埼玉栄 Ｏ・Ｍ ㈱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・文部科学省認定幼稚
園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・厚生労働省認定社会福
祉主事任用資格（併修校にて）・専門士

埼玉県 埼玉栄 Ｙ・Ｎ （学）北島学園古河白梅幼稚園 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・文部科学省認定幼稚
園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・厚生労働省認定社会福
祉主事任用資格（併修校にて）・専門士

埼玉県 秩父農工科学 Ｙ・Ｔ 立野みどり福祉会立野みどり保育園 東京都
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定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・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格

（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・専門士

神奈川県 光明学園相模原 Ｗ・Ｈ （福）清水地域福祉奉仕会 神奈川県
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・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許

（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格
（併修校にて）・専門士

神奈川県 相模女子大学高等部 Ｍ・Ｒ （福）愛光学舎 東京都
自然体験活動指導者（野外コーチ）・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコ
ン技能検定3級・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格

（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・専門士

千葉県 日本体育大学柏 Ｔ・Ｓ ㈱フュービック 東京都
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許

（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格
（併修校にて）・専門士

新潟県 柏崎常盤 Ｈ・Ｙ 青葉幼稚園 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・文部科学省認定幼稚
園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・厚生労働省認定社会福
祉主事任用資格（併修校にて）・専門士
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長野県 松本第一 Ｍ・Ｙ 立野みどり福祉会立野みどり保育園 東京都
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許

（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格
（併修校にて）・専門士

その他 既卒 Ｏ・Ｓ （学）小泉学園　東京いずみ幼稚園 東京都
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定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・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省認定保育士資格

（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・専門士
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埼玉県 浦和東 Ｋ・Ｙ ㈱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・モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インスト
ラクター・公益財団法人　日本スポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・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　合格・専門士

埼玉県 浦和東 Ｙ・Ｓ ㈱ウェルネスフロンティア 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・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・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　合格・専門士

埼玉県 越谷東 Ｗ・Ｔ ㈱グローバルスポーツ医学研究所 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・NPO法人　日本トレーニング指導者協会認定Ｊ
ＡＴＩ認定トレーニング指導者　合格・専門士

埼玉県 花咲徳栄 Ｔ・Ｓ ㈱FEEL CONNECTION 東京都 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・専門士

埼玉県 寄居城北 Ｉ・Ｙ （学）服部学園 服部栄養専門学校（進学） 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・モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インスト
ラクター・公益財団法人　日本スポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・公益財団法人　健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者　合格・専門士

埼玉県 宮代 Ｎ・Ｋ TBCグループ㈱ 東京都 PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

埼玉県 幸手桜 Ｓ・Ｙ ㈱ドリームファクトリー 大阪府 PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・専門士

埼玉県 坂戸西 Ｋ・Ｍ ㈱FEEL CONNECTION 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・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・IHTA認定ヨガライフアドバ
イザー・専門士

埼玉県 埼玉栄 Ｋ・Ｓ 星槎大学（進学） 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・日本医師会心肺蘇生法・日本スポーツ
ボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本スポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・公益
財団法人　健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者　合格・専門士

埼玉県 埼玉平成 Ｋ・Ｉ ㈱エーワン 東京都 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・専門士

埼玉県 埼玉平成 Ｎ・Ｔ ㈲チ・キュウ 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本サッカー協会公認C級コー
チ・専門士

埼玉県 山村国際 Ｋ・Ｒ スタイルプロジェクト㈱ 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・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・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・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　合格・専門士

埼玉県 春日部東 Ｙ・Ｈ ㈱Gサルース 埼玉県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・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Ｊ
ＡＴＩ認定トレーニング指導者　合格・専門士

埼玉県 上尾南 Ｓ・Ｋ ㈱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・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・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・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　合格・公益財団法人　健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指
導者　合格・専門士

埼玉県 上尾南 Ｉ・Ａ ㈱ビーエスシー 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・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・専門士
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埼玉県 新座 Ｏ・Ｔ ㈱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・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本サッカー協会公認C級コー
チ・専門士

埼玉県 正智深谷 Ｋ・Ｓ ㈱Dr.トレーニング 東京都
モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本ス
ポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・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　合格・専門士

埼玉県 川口工業 Ｆ・Ｋ ㈱リアル 埼玉県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本サッカー協会公認C級コー
チ・専門士

埼玉県 鶴ヶ島清風 Ｓ・Ｍ ミズノスポーツサービス㈱ 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・専門士

埼玉県 東京成徳大学深谷 Ｓ・Ｓ ㈱フュービック 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本スポーツ協会JSPO‐AT理
論　合格・専門士

埼玉県 東京成徳大学深谷 Ｔ・Ｈ ㈱Ｏｚ 東京都 日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・インストラクター・専門士

埼玉県 東京成徳大学深谷 Ｓ・Ｄ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・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　合格・専門士

埼玉県 武南 Ｋ・Ｓ ㈱ウェルネスフロンティア 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・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・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　合格・専門士

埼玉県 蓮田松韻 Ｓ・Ｙ （特非）MIPスポーツ・プロジェクト 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本サッカー協会公認キッズ
リーダー・公益財団法人　日本サッカー協会公認C級コーチ・専門士

東京都 永山 Ｋ・Ｈ ㈱リフレーヌ・カンパニー 東京都
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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・インストラクター・専門士

東京都 関東第一 Ｙ・Ｔ ㈲髙岡　スポーツジムコスモス 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・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般
社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・NPO法人　日
本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者　合格・公益財団法人　健康・体力
づくり事業財団認定健康運動実践指導者　合格・専門士

東京都 共栄学園 Ｎ・Ｒ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都 モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・専門士

東京都 駒澤大学 Ｍ・Ｋ ㈱B-ST 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・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・インストラクター・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能
検定3級・一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・
NPO法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者　合格・公益財団法人　
健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者　合格・専門士

東京都 荒川工業 Ｙ・Ｋ ㈱つながり 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・専門
士

東京都 篠崎 Ｏ・Ｈ ㈱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・日本スポーツボランティアネットワーク
認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インスト
ラクター・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士
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東京都 駿台学園 Ｔ・Ｇ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都 モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・専門士

東京都 小平西 Ｙ・Ｒ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本スポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・公益
財団法人　健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者　合格・専門士

東京都 城西大学附属城西 Ａ・Ｍ ㈱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・モ
チベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・日本コンピュータ能力教育
協議会パソコン技能検定3級・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　合格・専門士

東京都 世田谷総合 Ｋ・Ｍ ㈱FEEL CONNECTION 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・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・専門士

東京都 足立西 Ｎ・Ｙ ㈱フージャース ウェルネス＆スポーツ 東京都 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・専門士

東京都 大成 Ｓ・Ａ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

東京都 第四商業 Ｔ・Ｍ ㈱つながり 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・日本医師会心肺蘇生法・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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピス
ト・専門士

東京都 東京家政大学附属女子 Ｈ・Ｍ ㈱シティウェーブ 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・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・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・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　合格・専門士

東京都 日本学園 Ｓ・Ｔ ㈱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・
モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本ス
ポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・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　合格・公益財団法人　健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者　合
格・専門士

東京都 日本体育大学荏原 Ｎ・Ｍ ㈱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・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本スポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・専門
士

東京都 福生 Ｆ・Ｋ ㈱ジャクパ 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・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・専門士

東京都 保善 Ｍ・Ｔ ㈱FEEL CONNECTION 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・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・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　合格・専
門士

東京都 堀越 Ｙ・Ｎ ㈱FEEL CONNECTION 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・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・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　合格・専
門士

東京都 獨協 Ａ・Ｉ ㈱デサント 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・IHTA
認定ヨガライフアドバイザー・専門士

茨城県 伊奈 Ｙ・Ｒ ㈱東京アスレティッククラブ 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・インストラクター・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　日本サッカー協会公認C級コーチ・専門士
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茨城県 下妻第二 Ｎ・Ｒ 東京ヴェルディ㈱ 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・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・公益財団法人　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　合格・公益財団法人　日本
サッカー協会公認C級コーチ・専門士

茨城県 古河第一 Ａ・Ｙ ㈱早稲田エルダリーヘルス事業団 東京都 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・専門士

茨城県 守谷 Ｍ・Ｙ ㈱Gサルース 埼玉県
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・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・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　合格・専門士

茨城県 守谷 Ｙ・Ｍ ㈱LIFE CREATE 北海道
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本スポーツボランティアネットワーク
認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インスト
ラクター・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・専門士

茨城県 常磐大学 Ｋ・Ｒ ㈱globeコーポレーション 群馬県
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・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・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　合格・公
益財団法人　日本サッカー協会公認C級コーチ・専門士

茨城県 水戸葵陵 Ｙ・Ｋ ㈱BodyAxis 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本スポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・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　合格・公益財団法人　健
康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者　合格・専門士

茨城県 水城 Ｋ・Ｍ スタジオボディデザイン 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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・
モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本ス
ポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・専門士

茨城県 日立第二 Ｆ・Ｈ ㈱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・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本スポーツ協会JSPO‐AT理
論　合格・専門士

茨城県 竜ケ崎第二 Ｉ・Ａ ㈱モスティ 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・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・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　合格・専
門士

茨城県 竜ケ崎第二 Ｏ・Ａ ㈱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・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・NPO法人　日本トレーニング指導者協会認定Ｊ
ＡＴＩ認定トレーニング指導者　合格・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実
践アドバイザー・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・専門士

茨城県 竜ケ崎第二 Ｆ・Ｋ ゼビオホールディングス㈱ 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・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本サッカー協会公認C級コーチ・専門士

千葉県 松戸 Ｓ・Ｈ ㈱ビーホリック 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・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・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・専門士

千葉県 二松學舍大学附属柏 Ｔ・Ｎ TSCホリスティック㈱ 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・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・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　合格・専
門士

千葉県 白井 Ｏ・Ｙ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都
モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本ス
ポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・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　合格・専門士

千葉県 飛鳥未来　千葉キャンパス Ａ・Ｒ 星槎大学（進学） 東京都 モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本
サッカー協会公認C級コーチ・専門士
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千葉県 富里 Ｅ・Ｒ ㈱FEEL CONNECTION 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践
アドバイザー・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・公益財団
法人　健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者　合格・専門士

千葉県 木更津総合 Ｈ・Ｋ フィールズアカデミー㈱ 東京都 日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・インストラクター・専門士

長野県 更級農業 Ｔ・Ｋ ㈱FEEL CONNECTION 東京都 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・IHTA認定ヨガライフアド
バイザー・専門士

長野県 松商学園 Ｍ・Ｋ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・NPO法人　日本トレー
ニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者　合格・公益財団法人　健康・体力づくり事
業財団認定健康運動実践指導者　合格・専門士

長野県 上伊那農業 Ｉ・Ｍ ㈱ザ・スポーツコネクション 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・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本スポーツ協会JSPO‐AT理
論　合格・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　合格・公
益財団法人　健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者　合格・専門士

長野県 上田西 Ｋ・Ｒ ㈱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・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・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　合格・専門士

長野県 須坂東 Ｔ・Ｔ ㈱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・モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インスト
ラクター・公益財団法人　日本スポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・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　合格・専門士

長野県 池田工業 Ｍ・Ｍ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都 モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・ＩＨＴＡ認定リラクゼーショ
ンセラピスト・専門士

栃木県 佐野 Ｔ・Ｓ ㈱メディロム・ヒューマン・リソーセス 東京都 日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・インストラクター・専門士

栃木県 栃木商業 Ｓ・Ｈ ㈱B-ST 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・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　合格・公益財団法人　健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者　合
格・専門士

栃木県 白鴎大学足利 Ｏ・Ｙ ㈱ディーズ 群馬県
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・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・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　合格・公
益財団法人　健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者　合格・専門士

栃木県 國學院大學栃木 Ｍ・Ｔ MUSCLE GYM TOKYO 東京都 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・専門士

群馬県 沼田女子 Ｈ・Ｒ ㈱FEEL CONNECTION 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・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・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・専門士

群馬県 前橋育英 Ｎ・Ａ ㈱ティダ 東京都 PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・専門士

山梨県 日本航空 Ｓ・Ｒ ㈱NEXT GYM 東京都 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・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　合格・専門士
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山梨県 富士北稜 Ｈ・Ａ ㈱FEEL CONNECTION 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・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・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・専門士

青森県 弘前東 Ｍ・Ｋ ㈱Lime 東京都
モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・一般社団法人　日本栄
養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協
会1ツ星　栄養コンシェルジュ・専門士

福島県 相馬東 Ｋ・Ｋ ㈱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・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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

神奈川県 星槎 Ｎ・Ｓ （学）杏文学園東京都柔道整復専門学校（進学） 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・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・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　合格・専
門士

新潟県 関根学園 Ｔ・Ｋ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都 日本医師会心肺蘇生法・モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・
公益財団法人　日本スポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・専門士

静岡県 田方農業 Ｔ・Ａ ㈱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・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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

香川県 星槎国際　高松学習センター Ｆ・Ｒ 医学アカデミー川越（進学） 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・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　合格・公益財団法人　健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者　合
格・専門士

大分県 別府翔青 Ｎ・Ｔ パークタワーホテル㈱ 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・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本スポーツ協会JSPO‐AT理
論　合格・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　合格・公
益財団法人　健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者　合格・専門士

その他 既卒 Ｙ・Ｋ ㈱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・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・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・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　合格・専門士

その他 既卒 Ｔ・Ｓ ㈱メディロム・ヒューマン・リソーセス 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・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・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・専門士

その他 既卒 Ｄ・Ｕ ㈱B-ST 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・モチベーション・マネジ
メント協会公認モチベーション・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Ｊ
ＡＴＩ認定トレーニング指導者　合格・専門士

その他 既卒 Ｆ・Ｔ ㈱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・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・公益財団法人　日本スポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・公益
財団法人　健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者　合格・専門士

その他 既卒 Ｓ・Ｋ ㈲アトラスプラス 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・モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インスト
ラクター・公益財団法人　日本スポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・公益財団法人　健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者　合格・専門士

その他 既卒 Ｏ・Ｙ （医）草芳会　三芳野病院 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・モチベーション・マネジメ
ント協会公認モチベーション・インストラクター・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検
定3級・専門士

その他 既卒 Ｉ・Ａ ㈱Shapes International 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・公益財団法人　実務技
能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インス
トラクター・JCCAベーシックインストラクター・専門士
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その他 既卒 Ｙ・Ｙ セントラルスポーツ㈱ 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・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・モチベーション・マネジメ
ント協会公認モチベーション・インストラクター・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検
定3級・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　合格・公益
財団法人　健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者　合格・専門士

その他 既卒 Ｔ・Ｙ セントラルスポーツ㈱ 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・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・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　合格・専門士
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埼玉県 伊奈学園総合 Ｏ・Ｆ ㈱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・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・
公益財団法人　日本スポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・専門士

埼玉県 越谷南 Ｋ・Ｈ 東京メディカル＆スポーツ専門学校（進学） 東京都 NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・公益財団法人　日本スポーツ協会
JSPO‐AT理論　合格・専門士

埼玉県 志木 Ｓ・Ｋ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都 NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・（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

埼玉県 草加西 Ｈ・Ｎ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都 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・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　日本スポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・専門士

埼玉県 大宮工業 Ｔ・Ｙ 星槎大学（進学） 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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO法人　日
本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者　合格・専門士

埼玉県 大宮北 Ｍ・Ｙ ㈱メディカルアーツ 神奈川県
NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・日本スポーツボランティアネットワー
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・
公益財団法人　日本スポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・専門士

茨城県 守谷 Ｋ・Ｓ 東京医療福祉専門学校（進学） 東京都 NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・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・（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 石岡第二 Ｋ・Ｒ ㈱オアシスグループ 千葉県
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・（公財）健康・体力づくり事業財団
認定健康運動実践指導者・一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスクラブマネジメン
ト技能検定３級・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　合
格・専門士

茨城県 土浦湖北 Ｎ・Ｒ ㈱メディカルアーツ 神奈川県 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　日本スポーツ協会
JSPO‐AT理論　合格・専門士

茨城県 竜ケ崎第二 Ｙ・Ｍ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都 NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・公益財団法人　日本スポーツ協会
JSPO‐AT理論　合格・専門士

東京都 関東第一 Ｃ・Ｔ ㈱Dr.トレーニング 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・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　
合格・専門士

東京都 神田女学園 Ｓ・Ｒ 野村不動産ライフ＆スポーツ㈱ 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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

東京都 飛鳥 Ｍ・Ａ スタジオボディデザイン 東京都 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・（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 大智学園 Ｈ・Ｔ ㈱森ビルホスピタリティコーポレーション 東京都 専門士

福島県 勿来工業 Ｓ・Ｎ ㈱グッドウェーブ 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
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栃木県 佐野日本大学 Ｎ・Ｙ Body conditioning Reflexer 千葉県 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・公益財団法人　日本スポーツ協会
JSPO‐AT理論　合格・専門士

栃木県 國學院大學栃木 Ｉ・Ｔ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都 NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・専門士

神奈川県 湘南工科大学附属 Ｍ・Ｓ ㈱Birth47 東京都 専門士

神奈川県 湘南台 Ｆ・Ｎ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都 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・（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

静岡県 伊東商業 Ｓ・Ｔ ㈱グローバルスポーツ医学研究所 東京都 NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・（公財）健康・体力づくり事業財団認
定健康運動実践指導者・公益財団法人　日本スポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・専門士

静岡県 誠恵 Ｍ・Ｄ ㈱Ｂアプロコーポレーション　浜町接骨院 群馬県
NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・日本スポーツボランティアネットワー
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・
公益財団法人　日本スポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・専門士

青森県 五所川原工業 Ｓ・Ｒ ㈲スポーツゲイト 東京都 NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・（公財）健康・体力づくり事業財団認
定健康運動実践指導者・公益財団法人　日本スポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・専門士

新潟県 帝京長岡 Ａ・Ｙ ㈱AHB 東京都 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・専門士

山梨県 富士北稜 Ｓ・Ａ ㈱メディカルアーツ 神奈川県 NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・（公財）健康・体力づくり事業財団認
定健康運動実践指導者・公益財団法人　日本スポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・専門士

福岡県 小倉南 Ｋ・Ｈ ㈱メディカルアーツ 神奈川県
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　日本スポーツ協会
JSPO‐AT理論　合格・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　合格・専門士
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