
神奈川県 KTCおおぞら高等学院　横浜キャンパス Ｎ・Ｋ （福）やすらぎミラージュ 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・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

神奈川県 旭丘 Ｙ・Ｈ ㈱メディア22世紀 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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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

神奈川県 旭丘 Ｎ・Ｒ ㈱ナチュラ 神奈川県
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　日本サッカー協会公認C級コーチ・専門士

神奈川県 綾瀬 Ｔ・Ｈ 小田急藤沢テニスガーデン 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・公益財団法人　日本テニス協会公認C
級審判員・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・ストリンガー講習・専門士

神奈川県 磯子工業 Ｙ・Ｓ ㈱RAJA 東京都
JCCAベーシックインストラクター・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキング・（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

神奈川県 横須賀総合 Ｉ・Ｒ ㈱アシックス 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・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

神奈川県 横須賀明光 Ｔ・Ｔ ㈱ルーデンスコーポレーション 東京都
日本赤十字社赤十字救急法救急員・公益財団法人　日本テニス協会公認C級審判員・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・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・ストリンガー講習・専門士

神奈川県 横浜旭陵 Ｓ・Ｍ ㈱エポックスポーツクラブ 神奈川県
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・AFAA　JAPAN認定プライマリー・フィットネス・インストラクター・AFAA　JAPAN認定
フィットネスダンスエクササイズ・専門士

神奈川県 横浜学園 Ｋ・Ｒ シダックス㈱ 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・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・日本スポーツ教育協議会主催こど
も運動指導者検定2級・専門士

神奈川県 横浜学園 Ｉ・Ｓ ㈱逗子スポーツクラブ 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・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・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキン
グ・専門士

神奈川県 横浜清風 Ｎ・Ａ ㈱ラコステジャパン 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
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

神奈川県 横浜総合 Ｓ・Ｙ シダックス㈱ 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・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

神奈川県 横浜明朋 Ｔ・Ｋ ミズノフットサルプラザ藤沢 神奈川県

JCCAベーシックインストラクター・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・自
然体験活動指導者（野外コーチ）・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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

神奈川県 横浜緑園 Ｙ・Ａ ㈱ラストウェルネス 神奈川県

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・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アクアベーシック認定インストラクター・
MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキング・（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

神奈川県 茅ケ崎 Ｍ・Ｒ ㈱アシックス 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・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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神奈川県 光明学園相模原 Ｓ・Ｙ ㈱アサヒサンクリーン 静岡県
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
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・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 Ｔ・Ｓ 星槎大学（進学） 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・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・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

神奈川県 光明学園相模原 Ｉ・Ｄ ACミランアカデミー千葉 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
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　日本サッカー協会
公認C級コーチ・（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

神奈川県 三浦学苑 Ｋ・Ｔ 社会福祉法人若竹大寿会 神奈川県 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

神奈川県 三浦学苑 Ｈ・Ｙ スポーツコミュニティ㈱ 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・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

神奈川県 鹿島学園　厚木キャンパス Ｔ・Ｋ ㈲ムサシビジョンプロモーション 神奈川県 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　日本サッカー協会公認C級コーチ・専門士

神奈川県 湘南学院 Ｕ・Ｋ ㈱ハイパーフィットネス 神奈川県

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・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・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・AFAA　JAPAN認定プライマリー・フィットネス・インストラクター・
AFAA　JAPAN認定フィットネスダンスエクササイズ・（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

神奈川県 湘南学院 Ｈ・Ｋ ㈱ライジングサンセキュリティーサービス 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・公益財団法人　日本テニス協会公認C
級審判員・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

神奈川県 上矢部 Ｓ・Ｒ ㈱メディア22世紀 東京都 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・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 瀬谷 Ｍ・Ｔ ㈱クラリティ 東京都
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・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・AFAA　JAPAN認定プライマリー・
フィットネス・インストラクター・AFAA　JAPAN認定フィットネスダンスエクササイズ・専門士

神奈川県 生田東 Ｋ・Ｙ ㈱ユマニティ 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・AFAA　JAPAN認定プライマ
リー・フィットネス・インストラクター・AFAA　JAPAN認定フィットネスダンスエクササイズ・専門
士

神奈川県 生田東 Ｔ・Ａ ㈱エポックスポーツクラブ 神奈川県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソ
コン技能検定3級・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・AFAA　JAPAN認定プライマリー・フィットネス・インストラクター・AFAA　
JAPAN認定フィットネスダンスエクササイズ・専門士

神奈川県 川崎工科 Ｙ・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
公益財団法人　日本テニス協会公認C級審判員・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・ストリンガー講習・専門士

神奈川県 相原 Ｉ・Ｄ ㈱メディア22世紀 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

神奈川県 相原 Ｋ・Ｈ ㈱BEST HERBS 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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士
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神奈川県 相模原青陵 Ｔ・Ｒ ㈱ジャクパ 東京都
自然体験活動指導者（野外コーチ）・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・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

神奈川県 相模原青陵 Ｙ・Ｎ ㈱東祥 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・AFAA　JAPAN認定プライマ
リー・フィットネス・インストラクター・AFAA　JAPAN認定フィットネスダンスエクササイズ・専門
士

神奈川県 相洋 Ｋ・Ｒ ㈱アシックス 兵庫県 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・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

神奈川県 大井 Ｍ・Ｙ ㈱スポーツプラザ報徳 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・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・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキン
グ・（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

神奈川県 大西学園 Ｔ・Ｓ ㈱学研ココファンホールディングス 東京都 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・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキング・専門士

神奈川県 津久井浜 Ｏ・Ｒ 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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・公
益財団法人　日本テニス協会公認C級審判員・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・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・ストリンガー講習・（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

神奈川県 藤沢総合 Ｋ・Ｓ ㈱セサミ 神奈川県
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・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

神奈川県 霧が丘 Ａ・Ｒ ㈱ユニコーン 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・公
益財団法人　日本テニス協会公認C級審判員・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・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・ストリンガー講習・（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 伊豆総合 Ｓ・Ｎ ㈱Breams 静岡県
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
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・MIZUNO株式会社MIZUNOアク
ア　機能改善水中ウォーキング・専門士

静岡県 小山 Ｅ・Ｓ ㈱アシックスジャパン 東京都

日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・公益財団法人　実務技
能検定協会サービス接遇検定3級・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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

静岡県 誠恵 Ｏ・Ｔ ㈱エイワンスポーツプラザ 静岡県
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・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・MIZUNO株式会社
MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキング・専門士

静岡県 飛龍 Ｇ・Ｎ ㈱東祥 愛知県
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・AFAA　JAPAN認定プライマリー・フィットネス・インストラクター・AFAA　JAPAN認定
フィットネスダンスエクササイズ・専門士

北海道 クラーク記念国際 Ｓ・Ａ 幼児活動研究会㈱ 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・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

北海道 市立札幌啓北商業 Ｓ・Ｔ ㈱荏原湘南スポーツセンター 神奈川県
日本赤十字社赤十字救急法救急員・公益財団法人　日本テニス協会公認C級審判員・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 水戸農業 Ｋ・Ｍ ダンロップスポーツウェルネス㈱ 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・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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茨城県 大成女子 Ｍ・Ｆ ㈱ルネサンス 神奈川県
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・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキング・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

山梨県 日本航空 Ｎ・Ｓ ㈱ナカノ 神奈川県 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 富士河口湖 Ｉ・Ｓ ㈱トゥエンティーフォーセブン 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
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・MIZUNO株式会社MIZUNOアク
ア　機能改善水中ウォーキング・専門士

東京都 駒沢学園女子 Ａ・Ｒ セブンエー美容㈱ 福岡県
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

沖縄県 宮古 Ｓ・Ｓ ㈱アシックス 兵庫県 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・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・Ｊ 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・JCCAベーシックインストラクター・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・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキング・専門士

その他 既卒 Ｍ・Ｃ 野村不動産ライフ＆スポーツ㈱ 東京都

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・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・AFAA　JAPAN認定プライマリー・フィットネス・インストラクター・AFAA　JAPAN認
定フィットネスダンスエクササイズ・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専
門士

その他 既卒 Ｍ・Ｅ ㈱プレミアムライフ 東京都
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・AFAA　JAPAN認定プライマリー・フィットネス・インストラクター・AFAA　JAPAN認定
フィットネスダンスエクササイズ・専門士

その他 ピア高等部　町田校 Ｓ・Ｎ TOPインドアステージ 神奈川県 公益財団法人　日本テニス協会公認C級審判員・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

その他 既卒 Ｉ・Ｓ 幼児活動研究会㈱ 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・日本スポーツ教育協議会主催こども運
動指導者検定2級・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・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・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 Ｎ・Ｙ ㈱スポーツプラザ報徳 神奈川県
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・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・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・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキ
ング・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

その他 既卒 Ｍ・Ｈ ショコー産業㈱ 神奈川県 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・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキング・専門士
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神奈川県 アレセイア湘南 Ｔ・Ｙ ㈱こどもの森 東京都
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・日本スポーツ教育協議会主催こども運
動指導者検定2級・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

神奈川県 綾瀬西 Ｋ・Ｋ （福）白根学園 神奈川県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本スポーツ教育協議会主催こども運
動指導者検定2級・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

神奈川県 横須賀明光 Ｋ・Ｒ 京急キッズランド保育園 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・社団法人　国際ホリスティックセラピー
協会認定チャイルドボディセラピスト3級・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　日本こどもフィットネス協会6H Play 
Fitness Certificate・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・専門士

神奈川県 横浜清風 Ｅ・Ｙ （学）三幸学園 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1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・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　
日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会
6H Play Fitness Certificate・専門士

神奈川県 吉田島 Ｓ・Ｍ ㈱ソーケン 埼玉県
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・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・日本スポーツ教育協議会主催こど
も運動指導者検定1級・専門士

神奈川県 光明学園相模原 Ｓ・Ｒ ライクアカデミー㈱ 東京都
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・日本スポーツ教育協議会主催こども運
動指導者検定2級・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　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・専門士

神奈川県 三浦学苑 Ｔ・Ｔ 中央出版㈱ 愛知県
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・日本スポーツ教育協議会主催こども
運動指導者検定2級・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　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness 
Certificate・専門士

神奈川県 大和東 Ｏ・Ｋ ㈱Kids Smile Project 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・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　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・日本ス
ポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・専門士

神奈川県 大和南 Ｈ・Ｎ 幼児活動研究会㈱ 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・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　日本こどもフィッ
トネス協会6H Basic Certificate・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness 
Certificate・専門士

神奈川県 藤沢清流 Ｏ・Ｍ ㈱ベネッセスタイルケア 東京都
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・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　日本こどもフィット
ネス協会6H Basic Certificate・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness 
Certificate・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・専門士

神奈川県 白山 Ｍ・Ｙ ㈱ベネッセスタイルケア 東京都
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サー
ビス接遇検定3級・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・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　
日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・専門士

神奈川県 白鵬女子 Ｈ・Ｎ （福）白根学園 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1級・公益財団法人　実務技能検定協会サー
ビス接遇検定3級・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・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　
日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・専門士

神奈川県 飛鳥未来　横浜キャンパス＜通信制＞ Ｔ・Ａ PLEASURE 神奈川県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソ
コン技能検定3級・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　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・一般社
団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・専門士

神奈川県 平塚工科 Ｔ・Ｓ ㈱ケンツー 東京都
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　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・日本スポーツ教育協議会
主催こども運動指導者検定1級・専門士

神奈川県 平塚農業 Ｏ・Ｒ ㈱ハート引越センター 神奈川県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本スポーツ教育協議会主催こども運
動指導者検定2級・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　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・日本ス
ポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・専門士

5

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

横浜リゾート＆スポーツ専門学校　2020



東京都 蒲田女子 Ｉ・Ｎ （学）三幸学園 東京都
社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・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　
日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・専門士

東京都 鶴川 Ｉ・Ａ 中央出版㈱ 愛知県
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・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　日本こどもフィット
ネス協会6H Play Fitness Certificate・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1
級・専門士

東京都 鶴川 Ｏ・Ｍ （学）三幸学園 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本スポーツ教育協議会主催こども運
動指導者検定2級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・社団法人　国際ホリ
スティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・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・日本スポーツ教育協議会主催こ
ども運動指導者検定1級・専門士

東京都 東京 Ｍ・Ａ （学）三幸学園 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・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　日本こどもフィット
ネス協会6H Play Fitness Certificate・専門士

静岡県 伊豆総合 Ｓ・Ｓ 幼児活動研究会㈱ 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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・日本
スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能
検定3級・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・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　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・一般社団法人　日本こどもフィットネス協
会6H Play Fitness Certificate・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・専門士

静岡県 城南静岡 Ａ・Ｍ （福）静岡市厚生事業協会 静岡県
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・日本スポーツ教育協議会主催こども運
動指導者検定2級・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　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・一般社
団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・専門士

秋田県 秋田商業 Ｋ・Ｓ ㈱Kids Smile Project 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・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・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・専門士
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神奈川県 愛川 Ａ・Ｍ RIZAP㈱ 東京都 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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専門士

神奈川県 旭丘 Ａ・Ｍ ㈱ネクシード 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
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

神奈川県 旭丘 Ｏ・Ｎ ㈱ソフネットジャパン 埼玉県 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

神奈川県 旭丘 Ｔ・Ｒ ㈱ジョニースタイル 東京都 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

神奈川県 旭丘 Ｊ・Ｎ ジョイントフットボール 神奈川県 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

神奈川県 綾瀬西 Ｓ・Ｄ エクササイズコーチジャパン㈱ 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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

神奈川県 伊勢原 Ｉ・Ｎ ㈱INSPA 東京都
日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

神奈川県 伊勢原 Ｈ・Ｔ 住友不動産エスフォルタ㈱ 東京都 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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

神奈川県 荏田 Ｍ・Ａ 八王子整形外科 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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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

神奈川県 荏田 Ｎ・Ｋ 幼児活動研究会㈱ 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　実務技能検定協会
サービス接遇検定2級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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

神奈川県 永谷 Ｓ・Ｄ ホリデイスクエアスポーツクラブ 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
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

神奈川県 横須賀総合 Ｏ・Ｍ ㈱INSPA 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

神奈川県 横浜旭陵 Ｈ・Ｔ ㈱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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
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

神奈川県 横浜旭陵 Ｓ・Ｒ 魚幸水産㈱ 神奈川県 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

神奈川県 横浜旭陵 Ｙ・Ｊ エイジレスフィット㈱ 神奈川県 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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専門士
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神奈川県 横浜旭陵 Ｓ・Ｒ ㈱ときわスポーツ 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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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

神奈川県 横浜 Ｈ・Ｔ ㈱INSPA 東京都
日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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 横浜 Ｏ・Ｙ ㈱ネクシード 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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニン
グ指導者・専門士

神奈川県 横浜 Ｎ・Ｍ ㈱B-ST 東京都
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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力
づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

神奈川県 横浜桜陽 Ｈ・Ｔ ㈱INSPA 東京都 日本赤十字社赤十字救急法救急員・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

神奈川県 横浜桜陽 Ｓ・Ｒ ㈱EXPEN DOUBLES 神奈川県
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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力
づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

神奈川県 横浜商科大学 Ｓ・Ｋ メディカルブルー整骨院 神奈川県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
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

神奈川県 横浜商科大学 Ｎ・Ｔ ㈱リフレーヌ・カンパニー 東京都 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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

神奈川県 横浜翠陵 Ｗ・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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

神奈川県 横浜清風 Ｗ・Ｈ ㈱ジョニースタイル 東京都 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

神奈川県 横浜清風 Ｗ・Ｔ ㈱ステップ 大阪府
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

神奈川県 横浜創学館 Ｍ・Ｋ ㈱ネクシード 東京都 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

神奈川県 横浜南陵 Ｓ・Ｙ ㈱ステップ 大阪府 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

神奈川県 横浜明朋 Ｔ・Ｋ 横浜社会福祉協会新山下ホーム 神奈川県 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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

神奈川県 茅ケ崎 Ｉ・Ｄ ㈱エイジェック 東京都
日本赤十字社赤十字救急法救急員・日本スポーツボラン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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・
専門士
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神奈川県 岸根 Ｓ・Ｍ ㈱東京小顔 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・公益財団法人　実務技能検定協
会サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・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・IHTA認定
ヨガライフアドバイザー・（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

神奈川県 元石川 Ｔ・Ｍ ㈱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・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

神奈川県 光明学園相模原 Ｎ・Ｙ ㈱ジョニースタイル 東京都 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

神奈川県 光明学園相模原 Ｉ・Ｈ ㈱ボディワークホールディングス 東京都
日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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・スポーツ栄養実践アドバイザー・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会
1ツ星　栄養コンシェルジュ・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

神奈川県 厚木商業 Ｓ・Ｔ ㈱トゥエンティーフォーセブン 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
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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導
者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専門士

神奈川県 厚木商業 Ｂ・Ｒ ㈱ゼン 岩手県 日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・専門士

神奈川県 厚木北 Ｋ・Ａ ㈱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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
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

神奈川県 鵠沼 Ｍ・Ｔ 神奈川衛生専門学校（進学） 神奈川県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導
者・専門士

神奈川県 鵠沼 Ｍ・Ｋ JR東日本スポーツ㈱ 神奈川県
日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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・Ｎ
ＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専門士

神奈川県 鵠沼 Ｍ・Ｒ ㈱ジェイファムコーポレーション 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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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　日本こどもフィットネ
ス協会6H Basic Certificate・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・IHTA認定ヨガライフアドバイ
ザー・（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

神奈川県 三浦学苑 Ｔ・Ｋ ㈱ピーウォッシュ 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・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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

神奈川県 三浦学苑 Ｔ・Ｋ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都 日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

神奈川県 三浦学苑 Ｔ・Ｔ ㈱クラリティ 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

神奈川県 山北 Ｅ・Ｓ ㈱Splendore 愛知県 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・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・専門士

神奈川県 商工 Ｉ・Ｎ ㈱Fast Fitness Japan 神奈川県
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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニン
グ指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士
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神奈川県 湘南工科大学附属 Ｙ・Ｔ Y-4GYM 東京都 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

神奈川県 湘南工科大学附属 Ｏ・Ｔ ㈱HANAエンタープライズ 神奈川県
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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic 
Certificate・専門士

神奈川県 城郷 Ｍ・Ｍ （同）PVHジャパン 東京都 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

神奈川県 城山 Ｈ・Ｍ ㈱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・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・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

神奈川県 新羽 Ｓ・Ｓ （公財）横浜市スポーツ協会 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
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

神奈川県 新羽 Ｓ・Ｔ ㈱INSPA 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・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・スポーツ栄養実践アドバイザー・一般社団法人　日本
栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運
動実践指導者・専門士

神奈川県 秦野曽屋 Ｍ・Ｍ パーフェクトボディ 神奈川県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
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

神奈川県 秦野総合 Ｏ・Ｓ ㈱ビューティーコンシャス 東京都 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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

神奈川県 秦野総合 Ｎ・Ｋ 住友不動産エスフォルタ㈱ 東京都 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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

神奈川県 逗子 Ｍ・Ｋ 横須賀歯科 神奈川県 日本赤十字社赤十字救急法救急員・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

神奈川県 瀬谷西 Ｓ・Ｈ 2ndpass　東京渋谷本校（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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
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・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

神奈川県 瀬谷西 Ｉ・Ｒ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都
日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定ト
レーニング指導者・専門士

神奈川県 瀬谷西 Ｈ・Ｍ ㈱わくわくホールディングス 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・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定2級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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・（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

神奈川県 瀬谷西 Ｍ・Ｒ ㈱そら　千葉オフィス 千葉県
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・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

神奈川県 星槎 Ｅ・Ｓ 三ツ沢整骨院 神奈川県 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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神奈川県 星槎国際　湘南学習センター Ｔ・Ｎ ㈱パル 神奈川県 日本赤十字社赤十字救急法救急員・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

神奈川県 相原 Ｆ・Ｙ ㈱Body Axis 神奈川県
日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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・Ｎ
ＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づく
り事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

神奈川県 相原 Ｏ・Ａ ㈱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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

神奈川県 相原 Ｙ・Ｄ ㈱ベネッセスタイルケア 東京都
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・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

神奈川県 相模原 Ｉ・Ｓ 鹿屋体育大学（進学） 鹿児島県 日本赤十字社赤十字救急法救急員・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

神奈川県 相模原青陵 Ｏ・Ｙ ㈱B-ST 東京都 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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専門士

神奈川県 相模田名 Ｙ・Ｍ ㈱アクトス 岐阜県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・公
益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・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・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 相洋 Ｙ・Ｙ ㈱INSPA 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・公
益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者
協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導
者・専門士

神奈川県 相洋 Ｙ・Ｒ （学）三幸学園 神奈川県
日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定ト
レーニング指導者・専門士

神奈川県 相洋 Ｎ・Ｙ ㈱ベネッセスタイルケア 東京都 日本赤十字社赤十字救急法救急員・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

神奈川県 相洋 Ｆ・Ｈ ABCマート横浜店 神奈川県 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

神奈川県 足柄 Ｓ・Ｋ UPPS 神奈川県
日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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

神奈川県 大磯 Ｆ・Ｙ （学）花田学園（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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
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

神奈川県 大師 Ｍ・Ｙ みなそら川崎みなみ園 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
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

神奈川県 大楠 Ｓ・Ｍ ㈱ベネッセスタイルケア 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・介
護職員初任者研修・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・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・ＩＨＴＡ認定リラク
ゼーションセラピスト・専門士
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神奈川県 中央農業 Ｔ・Ｍ ㈱リラックス 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
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・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・スポーツ栄養実践アドバイザー・一般社団法人　日本
栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運
動実践指導者・専門士

神奈川県 追浜 Ｏ・Ｍ 東海大学付属相模高等学校サッカー部 神奈川県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
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

神奈川県 鶴見大学附属 Ｈ・Ｗ ㈱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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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

神奈川県 東 Ｓ・Ｙ 星槎大学（進学） 神奈川県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・公
益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・日本スポーツボランティアネットワーク認
定スポーツボランティア研修会・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・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・専門士

神奈川県 藤沢工科 Ｓ・Ｋ ㈱リラックス 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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・公
益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコ
ン技能検定3級・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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・
専門士

神奈川県 藤沢総合 Ｗ・Ｍ ㈱トゥエンティーフォーセブン 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
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

神奈川県 藤沢翔陵 Ｈ・Ｓ ㈱INSPA 東京都 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

神奈川県 日々輝学園　神奈川校 Ｋ・Ｄ ジョイントフットボール 神奈川県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・

ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導
者・専門士

神奈川県 柏木学園 Ｙ・Ｒ ショコー産業㈱ 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
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

神奈川県 八洲学園　横浜分校 Ｉ・Ｔ ㈱協栄スイミングクラブ町田 東京都 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

神奈川県 武相 Ｓ・Ｋ ㈱メディロム・ヒューマン・リソーセス 東京都
日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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

神奈川県 保土ヶ谷 Ｓ・Ｍ ㈱ビーエルシー 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
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

神奈川県 麻布大学附属 Ｍ・Ｈ ㈱そら　千葉オフィス 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・東京都健康長寿医療センター
認定介護予防運動指導員・専門士

神奈川県 弥栄 Ａ・Ｈ ㈱Descente　BLANC 神奈川県
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・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・専門士

神奈川県 立花学園 Ｋ・Ｋ シダックス㈱ 東京都 自然体験活動指導者（野外コーチ）・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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静岡県 伊東商業 Ｕ・Ｓ ㈱ジェイファムコーポレーション 東京都 日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・専門士

静岡県 伊豆総合 Ｍ・Ｍ ㈱Fast Fitness Japan 静岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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・東京都健康長寿医療センター認定介護
予防運動指導員・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・（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 御殿場 Ｍ・Ｙ ㈱INSPA 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・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

静岡県 三島南 Ｍ・Ｔ ㈲スポーツゲイト 東京都

日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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・
NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者
協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導
者・専門士

静岡県 三島南 Ｏ・Ｍ ㈱東京小顔 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・JCCAベーシックインストラクター・日
本赤十字社赤十字救急法救急員・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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・専門士

静岡県 沼津城北 Ｎ・Ｒ ㈱エポックスポーツクラブ 神奈川県
日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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

静岡県 星陵 Ｋ・Ａ RIZAPグループ㈱ 東京都 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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・専門士

静岡県 清水西 Ａ・Ｋ メディカルジャパングループ㈱ 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
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 静岡農業 Ｓ・Ｔ ALULA　Sports＆spa 静岡県

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
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・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・スポーツ栄養実践アドバイザー・一般社団法人　日本
栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運
動実践指導者・専門士

静岡県 東海大学付属静岡翔洋 Ｉ・Ｙ ㈱東祥 愛知県

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・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・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・スポーツ栄養実践アドバイザー・一般社団法人　日本栄
養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動
実践指導者・専門士

静岡県 飛龍 Ｆ・Ｍ ㈱大和運輸 神奈川県 日本赤十字社赤十字救急法救急員・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

静岡県 飛龍 Ｏ・Ｙ 魚幸水産㈱ 神奈川県 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

静岡県 飛龍 Ｋ・Ｓ （医）SEISEN 静岡県 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

静岡県 飛龍 Ｙ・Ｙ フットセラピー㈱ 愛知県

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

静岡県 浜松城北工業 Ｔ・Ｉ リゾートトラスト㈱ 愛知県
介護職員初任者研修・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認
定健康運動実践指導者・専門士
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東京都 あずさ第一　町田キャンパス Ｋ・Ｋ ㈱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 一橋 Ｎ・Ｔ 加圧スタジオRitz 東京都
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者
協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専門士

東京都 城西大学附属城西 Ｍ・Ａ ㈱RAJA 東京都 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 成瀬 Ｙ・Ｉ ㈱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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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 大崎 Ｋ・Ｋ （福）若竹大寿会 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・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定2級・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・
日本赤十字社赤十字救急法救急員・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 大崎 Ｔ・Ｍ ㈱リフレーヌ・カンパニー 東京都 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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 大森学園 Ｓ・Ｈ ㈱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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
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 目黒学院 Ｓ・Ｍ ㈱パーフェクトボディ 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
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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導
者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指
導者・専門士

福島県 福島成蹊 Ｋ・Ｆ ㈱マーキュリー 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・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

長野県 東海大学付属諏訪 Ｋ・Ｍ リフレッシュハンズ㈱ 大阪府 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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

山口県 高水 Ｕ・Ｎ ㈱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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

その他 既卒 Ｋ・Ｍ RIZAP㈱ 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
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

その他 既卒 Ａ・Ｋ ㈱Dr.トレーニング 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・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定2級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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

その他 既卒 Ｈ・Ｙ ㈱ヒュービック 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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
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

その他 既卒 Ｔ・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
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

14

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

横浜リゾート＆スポーツ専門学校　2020



その他 既卒 Ｓ・Ｋ JUNGLE GYM 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソ
コン技能検定3級・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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

その他 既卒 Ｓ・Ｓ SOMPOケア㈱ 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・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・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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

その他 既卒 Ｓ・Ｉ 京都製華学園　女子サッカー部 京都府 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

その他 既卒 Ｋ・Ｍ ノジマ相模原ライズ 神奈川県
日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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・

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

その他 既卒 Ｏ・Ｋ ㈱ドクターストレッチ 東京都 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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専門士

その他 既卒 Ｏ・Ａ ㈱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
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

その他 既卒 Ｋ・Ａ ㈱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・JCCAベーシックインストラクター・日
本赤十字社赤十字救急法救急員・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・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・（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

その他 既卒 Ｉ・Ｋ ㈱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
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

その他 既卒 Ｏ・Ｒ Secret Bays Fit 神奈川県
東京都健康長寿医療センター認定介護予防運動指導員・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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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神奈川県 横浜学園 Ｙ・Ｄ ㈱トゥエンティーフォーセブン 東京都
自然体験活動指導者（野外コーチ）・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・公
益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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

神奈川県 横浜商科大学 Ｉ・Ｍ ㈱ココドット 神奈川県 日本赤十字社赤十字救急法救急員・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

神奈川県 横浜清風 Ｙ・Ｋ ㈱JMB 神奈川県
自然体験活動指導者（野外コーチ）・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・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

神奈川県 寒川 Ｓ・Ｙ 北里研究所病院 東京都
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・自然体験活動指導者（野外コーチ）・Ｎ
ＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本赤十字社赤十字
救急法救急員・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

神奈川県 光明学園相模原 Ｏ・Ｒ ㈱ソフネットジャパン 東京都
自然体験活動指導者（野外コーチ）・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・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

神奈川県 光明学園相模原 Ｓ・Ｋ 相模大野駅前タワー整形外科・リウマチ科 神奈川県

日本赤十字社赤十字救急法救急員・自然体験活動指導者（野外コーチ）・ＮＰＯ法人　日本トレーニ
ング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本スポーツボランティアネットワーク認定ス
ポーツボランティアリーダー研修会・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・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

神奈川県 秦野総合 Ｉ・Ｓ ㈱B-ST 東京都

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・社団法人　国際ホリスティックセラ
ピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ
認定トレーニング指導者・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本スポーツ
ボラン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
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

神奈川県 逗子 Ｗ・Ｋ ㈱ウィンゲート 東京都

日本赤十字社赤十字救急法救急員・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・
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・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・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

神奈川県 星槎 Ｋ・Ｈ ㈱ボディワークホールディングス 東京都
自然体験活動指導者（野外コーチ）・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本スポーツボラン
ティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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

神奈川県 津久井浜 Ｋ・Ｓ ㈱THINKフィットネス 東京都
日本赤十字社赤十字救急法救急員・自然体験活動指導者（野外コーチ）・ＮＰＯ法人　日本トレーニ
ング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・公益財団法人　実務技能検定協会サービス
接遇検定3級・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

神奈川県 保土ヶ谷 Ｔ・Ｔ ㈱BEST HERBS 東京都

日本赤十字社赤十字救急法救急員・自然体験活動指導者（野外コーチ）・ＮＰＯ法人　日本トレー
ニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本スポーツボランティアネットワーク認
定スポーツボランティア研修会・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・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

静岡県 伊東商業 Ｎ・Ｙ トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント㈱ 東京都

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・自然体験活動指導者（野外コー
チ）・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体
力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本赤十字社赤十字救急法救急員・（公財）健康・体
力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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

静岡県 清水国際 Ｉ・Ｔ ㈱ニチイ学館 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
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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導
者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専門士

静岡県 飛龍 Ｓ・Ｋ ㈱ソフネットジャパン 埼玉県

日本赤十字社赤十字救急法救急員・自然体験活動指導者（野外コーチ）・社団法人　国際ホリス
ティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協
会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・
モチベーション・マネジメント協会公認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 大宮武蔵野 Ｔ・Ｊ トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント㈱ 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・自然体験活動指導者（野外コー
チ）・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体
力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラク
ターレベル1・専門士
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東京都 大森学園 Ｉ・Ｔ ㈱ベアハグ 東京都

自然体験活動指導者（野外コーチ）・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボ
ディセラピスト3級・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
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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