
神奈川県 KTCおおぞら高等学院　横浜キャンパス　＜通信制＞ Ｈ・Ａ （株）スイート・ピア 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・
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 アレセイア湘南 Ｔ・Ｈ （株）ロピア 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラン
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・JCCAアドバンストトレーナー・日本
スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

神奈川県 旭丘 Ｙ・Ｋ （株）ティダ 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専
門士

神奈川県 旭 Ｉ・Ｙ （株）Birth47 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・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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・日本スポーツボランティア
ネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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 Ｓ・Ｒ （株）ロイヤル 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラン
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・JCCAアドバンストトレーナー・日本
スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

神奈川県 綾瀬 Ｋ・Ｉ （株）ゼブラージャパン 神奈川県
一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日
本スポーツ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・JCCAアドバンスト
トレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

神奈川県 綾瀬 Ｍ・Ｈ （株）カラダファクトリー 神奈川県

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・一般社団法人　日本フィットネス産業
協会フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H 
Basic Certificate・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・マネージャー資
格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボ
ランティア研修会・専門士

神奈川県 伊勢原 Ｏ・Ｙ （株）フュービック 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専
門士

神奈川県 伊勢原 Ｔ・Ｙ （株）タスク・フォース 大阪府

一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・日本スポーツ教育協議会主
催こども運動指導者検定2級・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・マネー
ジャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・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・専門士

神奈川県 横浜学園 Ｓ・Ｍ （株）アスモ 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・
PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会
DIFFUSER・専門士

神奈川県 横浜 Ｉ・Ｙ （株）ニューバランスジャパン 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンストト
レーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・公益財団法人　
実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

神奈川県 横浜 Ｓ・Ｒ （株）ナイキジャパン／NIKE COMPANY STORE東京 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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラン
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・JCCAアドバンストトレーナー・日本
スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・公益財団法人　実務技能検
定協会サービス接遇検定3級・専門士

神奈川県 横浜修悠館　＜通信制＞ Ｓ・Ｙ （株）　パーパスオブライフ 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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 横浜商科大学 Ｕ・Ｎ （株）タスク・フォース 大阪府

（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　日本こどもフィットネ
ス協会6H Basic Certificate・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日
本スポーツ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・JCCAアドバンス
トトレーナー・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
ポーツボラン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 横浜商科大学 Ｏ・Ｋ （株）スクールパートナー 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・一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィッ
トネスクラブマネジメント技能検定３級・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H 
Play Fitness Certificate・日本スポーツボラン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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神奈川県 横浜翠陵 Ｏ・Ｋ （株）ファクトリージャパングループ 東京都

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・日本スポーツボランティア
ネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

神奈川県 横浜創学館 Ｈ・Ｔ 星槎大学（進学） 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専
門士

神奈川県 横浜創学館 Ｓ・Ａ （株）　大貫企画 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専
門士

神奈川県 厚木北 Ｔ・Ｙ （株）Sports Culture Development 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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 高津 Ｎ・Ｈ （株）有賀園ゴルフ 群馬県
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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンストト
レーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・公益財団法人　
実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

神奈川県 座間総合 Ｓ・Ｈ （株）エポックスポーツクラブ 神奈川県
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボランティアネッ
トワーク認定スポーツボランティアリーダー研修会・JCCAアドバンストトレーナー・日本スポーツ
ボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

神奈川県 三浦学苑 Ｎ・Ｋ （有）スポーツゲイト 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・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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・日本スポーツボランティア
ネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

神奈川県 三浦学苑 Ｈ・Ｗ ウインザー商事（株） 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンストト
レーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・公益財団法人　
実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

神奈川県 三浦初声　入江キャンパス Ｕ・Ｓ ショコー産業（株） 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専
門士

神奈川県 鹿島学園　小田原キャンパス＜通信制＞ Ｏ・Ｋ （株）大貫企画 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

神奈川県 小田原東 Ｏ・Ｍ （株）三鮮商事 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専
門士

神奈川県 湘南学院 Ｉ・Ｓ （株）One play 神奈川県
一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボランティ
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・JCCAアドバンストトレーナー・日本ス
ポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

神奈川県 湘南学院 Ｙ・Ｍ 高木工業（株） 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専
門士

神奈川県 湘南工科大学附属 Ｉ・Ｈ （株）メディロム 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・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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・日本スポーツボランティア
ネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

神奈川県 上矢部 Ｎ・Ｙ ノアインドアステージ（株） 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・公
益財団法人　日本テニス協会公認テニス教師・専門士
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神奈川県 上矢部 Ｔ・Ｒ （株）ベネッセスタイルケア 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボランティアネッ
トワーク認定スポーツボランティアリーダー研修会・JCCAアドバンストトレーナー・日本スポーツ
ボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

神奈川県 新羽 Ａ・Ｔ （株）クリエイト 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・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・公益財団法人　日本テニス協会公認テニス教師・専門士

神奈川県 新栄 Ｙ・Ｍ （株）ボディセラピストエージェンジー 東京都
一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボランティ
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・JCCAアドバンストトレーナー・日本ス
ポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

神奈川県 新栄 Ｓ・Ｓ （株）Birth47 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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 秦野曽屋 Ｆ・Ｍ 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・一般社団法人　
日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・日本スポーツボラン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 星槎学園高等部湘南校 Ｋ・Ｔ TI TRAINING HABIT 神奈川県

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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
ネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認
定スポーツボランティア研修会・専門士

神奈川県 相模原青陵 Ｓ・Ｈ （株）イモト 大阪府

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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボランティア
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・JCCAアドバンストトレーナー・日本スポー
ツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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

神奈川県 相模向陽館 Ａ・Ｓ （株）大貫企画 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

神奈川県 相洋 Ｇ・Ｒ ㈱ユニディ　湘南平塚店 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラン
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・JCCAアドバンストトレーナー・日本
スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

神奈川県 大磯 Ｔ・Ｈ （有）アメリカンラングエイジセンター 神奈川県

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィッ
トネスクラブマネジメント技能検定３級・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H 
Play Fitness Certificate・日本スポーツボラン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 大磯 Ｔ・Ｒ （有）アメリカンラングエイジセンター 神奈川県

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・一般社団法人　日本フィットネス産業
協会フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H 
Basic Certificate・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバ
ンストトレーナー・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
スポーツボラン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 鶴嶺 Ａ・Ｍ （株）ZEN PLACE 神奈川県

一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボランティ
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・JCCAアドバンストトレーナー・日本ス
ポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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

神奈川県 藤沢総合 Ｎ・Ｍ （株）ブレイン＆アーティスト 東京都

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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日
本スポーツ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・一般社団法人　
日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・日本スポーツボラン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 二俣川看護福祉 Ｕ・Ｈ （株）ハピヨガ 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専
門士

神奈川県 柏木学園 Ｈ・Ｎ （有）アメリカンラングエイジセンター 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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・一般社団法人　
日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・日本スポーツボラン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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神奈川県 白鵬女子 Ｙ・Ｊ （株）イトマンスイミングスクール 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・
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 白鵬女子 Ｓ・Ａ 朝日キッズクラブ 神奈川県 日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティアリーダー研修会・JCCAアドバン
ストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

神奈川県 舞岡 Ｓ・Ｈ 二ホンターフメンテナンス（株） 神奈川県

一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボランティア
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・JCCAアドバンストトレーナー・日本スポー
ツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定3級・専門士

神奈川県 保土ヶ谷 Ｓ・Ｓ （株）グッドウェーブ 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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラン
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・JCCAアドバンストトレーナー・日本
スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・公益財団法人　実務技能検
定協会サービス接遇検定3級・専門士

神奈川県 保土ヶ谷 Ｔ・Ｄ （株）光洋スクエア 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンストト
レーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

神奈川県 保土ヶ谷 Ｍ・Ｓ 幼児活動研究会（株） 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボランティアネッ
トワーク認定スポーツボランティアリーダー研修会・JCCAアドバンストトレーナー・日本スポーツ
ボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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 麻生総合 Ｗ・Ｒ （株）ラビットスポーツ 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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンストトレーナー・日
本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

静岡県 伊豆総合 Ｙ・Ｕ （株）Jキャスト 神奈川県

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・一般社団法人　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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・日本スポーツボランティア
ネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

静岡県 清水西 Ｏ・Ｙ 幼児活動研究会（株） 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・一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィッ
トネスクラブマネジメント技能検定３級・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H 
Play Fitness Certificate・日本スポーツボラン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 知徳 Ｏ・Ｋ （株）　イナバ 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・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・専門士

静岡県 飛龍 Ｏ・Ｒ ノアインドアステージ（株） 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・JCCAアドバンストトレーナー・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・専門士

静岡県 富士宮北 Ｓ・Ａ （株）ラストウェルネス 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・JCCAアドバンストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボラン
ティア研修会・専門士

東京都 蒲田女子 Ｋ・Ｍ 武蔵野大学（進学） 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティアリーダー研修会・日本スポーツボ
ランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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

東京都 東京実業 Ｙ・Ｒ （株）ステップ 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキング・専門士

東京都 日本体育大学荏原 Ｎ・Ｓ （株）三鮮商事 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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・日本スポーツボ
ランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

4

県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

スポーツインストラクター科

横浜リゾート＆スポーツ専門学校　2021



東京都 目黒 Ｎ・Ｒ （株）LAVA International 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・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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・日本スポーツボランティア
ネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

茨城県 岩瀬 Ｗ・Ｍ 星槎大学（進学） 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専
門士

栃木県 白鴎大学足利 Ｏ・Ｃ （株）エスアンドエフ 神奈川県

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボランティアネッ
トワーク認定スポーツボランティアリーダー研修会・JCCAアドバンストトレーナー・日本スポーツ
ボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　
機能改善水中ウォーキング・専門士

長野県 松本第一 Ｆ・Ｍ （株）マツモトスイミングセンター 長野県
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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本スポーツ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・JCCAア
ドバンストトレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・
MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキング・専門士

香川県 香川誠陵 Ｉ・Ａ （株）ザ・ファースト 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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラン
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・JCCAアドバンストトレーナー・日本
スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士

神奈川県 既卒 Ａ・Ｙ （株）アシックス 兵庫県

一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボランティア
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・JCCAアドバンストトレーナー・日本スポー
ツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

神奈川県 既卒 Ｍ・Ｔ アルドールテニスステージ（株） 兵庫県
一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日
本スポーツ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・JCCAアドバンスト
トレーナー・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・専門士
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神奈川県 アレセイア湘南 Ｉ・Ｈ （株）こどもの森 東京都
厚生労働省認定保育士資格・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
社会福祉主事任用資格（併修校にて）・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日
本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 綾瀬 Ｋ・Ｔ （株）バディ企画研究所 東京都
厚生労働省認定保育士資格・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
社会福祉主事任用資格（併修校にて）・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・専門士

神奈川県 横浜隼人 Ｍ・Ｙ NPO法人きてん 神奈川県
厚生労働省認定保育士資格・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
社会福祉主事任用資格（併修校にて）・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・専門士

神奈川県 光明学園相模原 Ｓ・Ｈ （株）こどもの森 神奈川県
厚生労働省認定保育士資格・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
社会福祉主事任用資格（併修校にて）・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 厚木清南 Ｋ・Ｒ （株）こどもの森 東京都

厚生労働省認定保育士資格・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
社会福祉主事任用資格（併修校にて）・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日
本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・一般社団法人　日本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 小田原城北工業 Ｋ・Ｙ （福）みその 神奈川県
厚生労働省認定保育士資格・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
社会福祉主事任用資格（併修校にて）・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日
本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・日本スポーツ教育協議会主催こども運動
指導者検定1級・専門士

神奈川県 城山 Ｅ・Ｍ （株）ベネッセスタイルケア 東京都
厚生労働省認定保育士資格・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
社会福祉主事任用資格（併修校にて）・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日
本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・日本スポーツ教育協議会主催こども運動
指導者検定1級・専門士

神奈川県 生田東 Ｓ・Ｋ （株）こどもの森 東京都
厚生労働省認定保育士資格・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
社会福祉主事任用資格（併修校にて）・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日
本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・日本スポーツ教育協議会主催こども運動
指導者検定1級・専門士

神奈川県 相洋 Ｙ・Ｒ （福）一燈会 神奈川県 厚生労働省認定保育士資格・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
社会福祉主事任用資格（併修校にて）・専門士

神奈川県 大井 Ａ・Ｎ 中央出版（株） 愛知県 厚生労働省認定保育士資格・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
社会福祉主事任用資格（併修校にて）・専門士

神奈川県 麻布大学附属 Ｔ・Ｓ （福）東の会／小町通りみたけこども園 神奈川県
厚生労働省認定保育士資格・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
社会福祉主事任用資格（併修校にて）・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・専門士

東京都 千歳丘 Ｙ・Ａ （株）バディ企画研究所 東京都
厚生労働省認定保育士資格・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
社会福祉主事任用資格（併修校にて）・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日
本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・日本スポーツ教育協議会主催こども運動
指導者検定1級・専門士

東京都 東京実業 Ｏ・Ｔ ライクアカデミー（株） 東京都
厚生労働省認定保育士資格・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
社会福祉主事任用資格（併修校にて）・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・専門士

東京都 日本体育大学荏原 Ｋ・Ｍ ライクアカデミー（株） 東京都
厚生労働省認定保育士資格・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
社会福祉主事任用資格（併修校にて）・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・専門士

長野県 上田西 Ｓ・Ｋ （株）こどもの森 東京都
厚生労働省認定保育士資格・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
社会福祉主事任用資格（併修校にて）・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・専門士
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静岡県 伊東　城ヶ崎分校 Ｙ・Ｓ 鎌倉みどり幼稚園 神奈川県
厚生労働省認定保育士資格・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
認定社会福祉主事任用資格（併修校にて）・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
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神奈川県 KTCおおぞら高等学院　横浜キャンパス　＜通信制＞ Ｔ・Ｃ （株）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公認モチベーション・マネージャー資格エントリーコース修
了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

神奈川県 アレセイア湘南 Ｋ・Ｎ （株）PANCA-SKANDHAS 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・マネージャー資格エントリーコース
修了書・JCCAアドバンストトレーナー・日本赤十字社赤十字救急法救急員・一般社団法人スポー
ツリズムトレーニング協会DIFFUSER・一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会JUNIOR 
INSTRUCTOR・専門士

神奈川県 愛川 Ｋ・Ｈ （株）リフレーヌ・カンパニー 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラ
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・JCCAアドバンストトレーナー・専
門士

神奈川県 旭丘 Ｍ・Ｔ （株）ファクトリージャパングループ 神奈川県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンスト
トレーナー・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 旭 Ｓ・Ｎ （株）ビーナススタイル 神奈川県
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本スポーツボラン
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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

神奈川県 綾瀬 Ｉ・Ｙ （株）メディロム 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

神奈川県 綾瀬 Ｋ・Ｈ （株）メディロム 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・マネー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 Ｉ・Ｋ （株）チキンジム 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・マネー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 Ｎ・Ａ （株）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
メント協会公認公認モチベーション・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラ
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・JCCAアドバンストトレーナー・専
門士

神奈川県 磯子 Ｏ・Ｒ （株）クラリティ 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボラ
ンティア研修会・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・マネージャー資格エ
ントリーコース修了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

神奈川県 永谷 Ｙ・Ｋ （株）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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・専門士

神奈川県 横須賀学院 Ｙ・Ｈ （株）ベネッセスタイルケア 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・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・マネー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 Ｕ・Ｓ （株）トップキャリア 神奈川県
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO法人日本SAQ協会認定SAQイ
ンストラクターレベル1・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・マネージャー
資格エントリーコース修了書・日本赤十字社赤十字救急法救急員・公益財団法人日本スポーツ協
会JSPO‐AT理論　合格・専門士

神奈川県 横浜桜陽 Ｎ・Ｋ （株）アビセス 東京都

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボ
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・JCCAアドバンストトレーナー・
日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

神奈川県 横浜修悠館　＜通信制＞ Ｈ・Ｒ （株）ニューフラッグ 神奈川県 ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・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・マネー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 横浜商科大学 Ｓ・Ｒ 星槎大学（進学） 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

神奈川県 横浜商科大学 Ｍ・Ｍ （株）エービーシー・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
メント協会公認公認モチベーション・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラ
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・JCCAアドバンストトレーナー・専
門士

神奈川県 横浜清風 Ｔ・Ａ （株）ジョイフィット 香川県 専門士

神奈川県 横浜清風 Ｍ・Ｉ （株）ベアハグ 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・マネー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 Ｍ・Ｍ （株）ファクトリージャパングループ 東京都

ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボ
ランティア研修会・ＩＨＴＡ認定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
公認モチベーション・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・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・専門士

神奈川県 横浜創学館 Ｅ・Ｈ （株）リバティヒル_リバティヒルクラブ 東京都
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・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・
マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンストトレーナー・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・専門士

神奈川県 横浜総合 Ｏ・Ｓ （株）ファクトリージャパングループ 東京都
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本赤十字社赤十字救急法救
急員・専門士

神奈川県 横浜立野 Ｍ・Ｈ （株）インターネットインフィニティー 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
メント協会公認公認モチベーション・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンスト
トレーナー・専門士

神奈川県 寒川 Ｉ・Ａ 一般社団法人SJスポーツクラブ 北海道
NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本赤十字社赤十字救急法救
急員・専門士

神奈川県 寒川 Ｓ・Ｔ （株）アダストリア 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
メント協会公認公認モチベーション・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラ
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・JCCAアドバンストトレーナー・専
門士

神奈川県 岩谷学園高等専修学校 Ｕ・Ｋ （株）ボディワークホールディングス 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・専門士

神奈川県 金井 Ｓ・Ｊ （株）ジャクパ 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・マネー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 Ｔ・Ａ （株）アンダンテ 神奈川県

日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラ
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・JCCAアドバンストトレーナー・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

神奈川県 光明学園相模原 Ｋ・Ｒ （株）ライブフードプロデュース 神奈川県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンスト
トレーナー・専門士

神奈川県 厚木商業 Ｔ・Ｍ 星槎大学（進学） × JCCAアドバンストトレーナー・専門士
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神奈川県 厚木北 Ｉ・Ｙ （株）エンハンス 神奈川県
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本赤十字社
赤十字救急法救急員・専門士

神奈川県 高浜 Ｈ・Ｔ （株）リフレーヌ・カンパニー 東京都
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボ
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・JCCAアドバンストトレーナー・
IHTA認定ヨガライフアドバイザー・専門士

神奈川県 高木学園女子 Ｋ・Ｓ （株）メディロム 東京都

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・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・
マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・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・専門士

神奈川県 三浦学苑 Ａ・Ｒ （株）ベンチャーバンク 東京都

ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボラ
ンティア研修会・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポー
ツ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・JCCAアドバンストトレー
ナー・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

神奈川県 三浦学苑 Ｕ・Ｋ （株）ロジカル 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本スポーツボラン
ティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

神奈川県 三浦学苑 Ｍ・Ｒ 幼児活動研究会（株） 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
メント協会公認公認モチベーション・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンスト
トレーナー・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急
法救急員・専門士

神奈川県 三浦初声　入江キャンパス Ｅ・Ｍ パーフェクトボディ 神奈川県
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（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・マネージャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会
DIFFUSER・専門士

神奈川県 三浦初声　入江キャンパス Ｓ・Ｙ （株）マエカワケアサービス 神奈川県
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本赤十字社赤十字救急法救
急員・専門士

神奈川県 三浦初声　入江キャンパス Ｔ・Ｙ （株）フュービック 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・専門士

神奈川県 三浦初声　入江キャンパス Ｎ・Ｓ （株）リラックス 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

神奈川県 山北 Ｓ・Ｓ （株）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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

神奈川県 秀英　＜通信制＞ Ｆ・Ｙ （株）ルネサンス 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
メント協会公認公認モチベーション・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンスト
トレーナー・専門士

神奈川県 秀英　＜通信制＞ Ｓ・Ｓ （同）スピリッツ 神奈川県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラ
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・JCCAアドバンストトレーナー・専
門士

神奈川県 小田原城北工業 Ｋ・Ｍ ヘルスライフジム大曲店 神奈川県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンスト
トレーナー・専門士

神奈川県 湘南学院 Ｉ・Ｚ （株）フュービック 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・マネー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 湘南学院 Ｎ・Ｋ （株）ロコスポーツ湘南 神奈川県 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士

神奈川県 湘南学院 Ｉ・Ｇ （株）carecon 神奈川県
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本スポーツボラン
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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

神奈川県 湘南学院 Ｓ・Ｋ （株）PML 神奈川県
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本スポーツボラン
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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

神奈川県 湘南工科大学附属 Ｓ・Ｔ （株）チキンジム 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

神奈川県 湘南工科大学附属 Ｙ・Ｓ ジョニースタイル（株） 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
メント協会公認公認モチベーション・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンスト
トレーナー・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・専門士

神奈川県 湘南台 Ａ・Ｍ （株）三鮮商事 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・専門士

神奈川県 上鶴間 Ｈ・Ｙ （株）エニタイムフィットネス 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

神奈川県 新羽 Ｍ・Ｈ （株）ファクトリージャパングループ 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本スポーツボラン
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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

神奈川県 新栄 Ｋ・Ｍ （株）シード 神奈川県
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（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・マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士

神奈川県 深沢 Ｋ・Ｉ ソフネットジャパン（株） 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本スポーツボラン
ティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンストトレーナー・日本赤
十字社赤十字救急法救急員・専門士

神奈川県 深沢 Ｙ・Ｓ （株）ファクトリージャパングループ 東京都

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボ
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・JCCAアドバンストトレーナー・
専門士

神奈川県 神奈川工業 Ｓ・Ｓ （株）ぜん 東京都

ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボラ
ンティア研修会・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・マネージャー資格エ
ントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・専門士

神奈川県 神奈川総合産業 Ｈ・Ｉ （株）アルジャンスー 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
メント協会公認公認モチベーション・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラ
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・JCCAアドバンストトレーナー・専
門士

神奈川県 秦野曽屋 Ｍ・Ｍ S-LIFE JAPAN 神奈川県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・ＩＨＴＡ認定リラクゼーショ
ンセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネージャー資格エント
リーコース修了書・JCCAアドバンストトレーナー・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・専門士

神奈川県 逗子 Ｍ・Ｈ （医）山手クリニック 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本赤十字社赤十字救急法救
急員・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・公益財団法人日本スポーツ
協会JSPO‐AT理論　合格・専門士
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神奈川県 菅 Ｓ・Ｍ （株）いざわ 福岡県 専門士

神奈川県 瀬谷西 Ｓ・Ｙ （株）INSPA横浜 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・マネー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 Ｋ・Ｔ （株）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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンスト
トレーナー・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

神奈川県 瀬谷西 Ｙ・Ｙ （株）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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

神奈川県 瀬谷西 Ｔ・Ｍ （株）ヴィラ 神奈川県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラ
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・JCCAアドバンストトレーナー・専
門士

神奈川県 星槎国際　厚木学習センター　＜通信制＞ Ｎ・Ｋ （株）ファミリア 神奈川県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラ
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・JCCAアドバンストトレーナー・専
門士

神奈川県 星槎国際　湘南学習センター　＜通信制＞ Ｏ・Ａ 星槎大学（進学） 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・マネージャー資格エントリーコー
ス修了書・日本赤十字社赤十字救急法救急員・一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会
DIFFUSER・一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会JUNIOR INSTRUCTOR・専門士

神奈川県 星槎国際　湘南学習センター　＜通信制＞ Ｓ・Ｓ （株）パル・パルスポーツクラブ 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・専門士

神奈川県 川崎工科 Ｓ・Ｓ （株）KOHATAホールディングス 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・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・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・マネー
ジャー資格エントリーコース修了書・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

神奈川県 相模原青陵 Ｋ・Ｎ （株）ソフネットジャパン 埼玉県
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・一般社団法人　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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門
士

神奈川県 相模向陽館 Ｎ・Ｓ カズ（株） 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・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

神奈川県 相模女子大学高等部 Ａ・Ｍ （株）セレーネ 香川県
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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・JCCAアドバンストトレーナー・一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・
一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会JUNIOR INSTRUCTOR・専門士

神奈川県 相洋 Ｉ・Ｙ （有）スポーツゲイト 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

神奈川県 相洋 Ｋ・Ｋ アクアダイビング 静岡県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンスト
トレーナー・専門士

神奈川県 相洋 Ｙ・Ｙ （株）ベンチャーバンク 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
メント協会公認公認モチベーション・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンスト
トレーナー・専門士
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神奈川県 大師 Ｓ・Ｒ （株）Birth47 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・マネー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 Ｋ・Ｒ （株）SHUTUP＆SQUAT 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

神奈川県 大師 Ｋ・Ｇ （株）レインズインターナショナル 神奈川県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・ＩＨＴＡ認定リラクゼーショ
ンセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネージャー資格エント
リーコース修了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

神奈川県 大西学園 Ｓ・Ｎ （株）エポックスポーツクラブ 神奈川県
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・一般社団法人　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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門
士

神奈川県 大西学園 Ｙ・Ｙ （株）木下の介護 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
メント協会公認公認モチベーション・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラ
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・JCCAアドバンストトレーナー・専
門士

神奈川県 大和商業高等専修学校 Ｆ・Ｈ （株）レクト 山形県 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

神奈川県 大和商業高等専修学校 Ｔ・Ｙ 星槎大学（進学） 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

神奈川県 大和東 Ｓ・Ｒ （株）Birth47 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

神奈川県 大和南 Ｍ・Ｍ （株）BEST HERBS 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

神奈川県 大和南 Ｕ・Ｎ （株）チキンジム 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・専門士

神奈川県 鶴見総合 Ｅ・Ｔ 流通経済大学／ラグビーフットボール部 茨城県

ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・公益財団法人日本スポーツ協会JSPO‐AT理
論　合格・専門士

神奈川県 鶴見総合 Ｗ・Ｈ 星槎大学（進学） 神奈川県
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワー
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・
マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

神奈川県 藤沢清流 Ｓ・Ｔ （株）ファクトリージャパングループ 東京都
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・NPO法人日本SAQ協会認定SAQイ
ンストラクターレベル1・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・マネージャー
資格エントリーコース修了書・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

神奈川県 藤沢翔陵 Ｍ・Ｋ （株）関東サービス 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・マネー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・Ｙ （同）スピリッツ 神奈川県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラ
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・JCCAアドバンストトレーナー・専
門士
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神奈川県 二宮 Ｉ・Ｓ （株）ベンチャーバンク 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人スポーツリズムト
レーニング協会DIFFUSER・専門士

神奈川県 二宮 Ｋ・Ｋ （株）ファクトリージャパングループ 東京都 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士

神奈川県 二宮 Ａ・Ｒ みなみぐち薬局 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

神奈川県 二宮 Ｋ・Ｙ （株）木下の介護 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・専門士

神奈川県 二宮 Ｋ・Ａ あべ整形外科 神奈川県 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士

神奈川県 二宮 Ｋ・Ｍ （株）ベンチャーバンク 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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーショ
ンセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネージャー資格エント
リーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

神奈川県 二宮 Ｍ・Ｒ （株）ファクトリージャパングループ 東京都

ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本スポーツボラン
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・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・マネージャー資格エン
トリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

神奈川県 柏木学園 Ｓ・Ｙ （株）チキンジム 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本赤十字社赤十字救急
法救急員・専門士

神奈川県 柏木学園 Ｏ・Ｍ cortis　パーソナルトレーニングジム 神奈川県

ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボラ
ンティア研修会・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門
士

神奈川県 白鵬女子 Ｗ・Ｍ （株）セレーネ 香川県
一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・専
門士

神奈川県 白鵬女子 Ｏ・Ｒ （株）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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラ
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・JCCAアドバンストトレーナー・専
門士

神奈川県 白鵬女子 Ｗ・Ｒ あさがお整骨院 神奈川県

日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラ
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・JCCAアドバンストトレーナー・社
団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・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・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

神奈川県 八洲学園　横浜分校　＜通信制＞ Ｋ・Ｓ （株）ファクトリージャパングループ 東京都

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスクラブ
マネジメント技能検定３級・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボランティア
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・JCCAアドバンストトレーナー・公益財団
法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

神奈川県 八洲学園　横浜分校　＜通信制＞ Ｋ・Ａ （株）アールカンパニー 神奈川県

ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボラ
ンティア研修会・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・マネージャー資格エ
ントリーコース修了書・JCCAアドバンストトレーナー・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 飛鳥未来　横浜キャンパス　＜通信制＞ Ｋ・Ｋ （株）ヴィラ 神奈川県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボ
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・JCCAアドバンストトレーナー・
IHTA認定ヨガライフアドバイザー・専門士
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神奈川県 氷取沢 Ｃ・Ｋ （株）メディロム 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

神奈川県 保土ヶ谷 Ｆ・Ｎ ファイブリング（株） 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・マネー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 Ｎ・Ｒ （株）ラフィネグループ 神奈川県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラ
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・JCCAアドバンストトレーナー・専
門士

神奈川県 立花学園 Ｎ・Ｃ （株）ボディワークホールディングス 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士

神奈川県 立花学園 Ｍ・Ｙ （株）VIDA URUISE 神奈川県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・ＩＨＴＡ認定リラクゼーショ
ンセラピスト・日本スポーツ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・
JCCAアドバンストトレーナー・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

東京都 永山 Ｔ・Ｓ 星槎大学（進学） 神奈川県

ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボ
ランティア研修会・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・公益財団法人　
実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

東京都 関東第一 Ｂ・Ｓ （株）ハラショー 神奈川県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラ
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・JCCAアドバンストトレーナー・専
門士

東京都 駒場学園 Ｓ・Ｎ （株）ファクトリージャパングループ 東京都

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボ
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・JCCAアドバンストトレーナー・
日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

東京都 自由ケ丘学園 Ｔ・Ｋ （株）ジャパンミート 茨城県
日本スポーツボランティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンスト
トレーナー・専門士

東京都 鹿島学園　自由が丘キャンパス＜通信制＞ Ｋ・Ｋ TI FIT Habit 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
メント協会公認公認モチベーション・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンスト
トレーナー・専門士

東京都 町田工業 Ｋ・Ｋ 新横浜整形外科リウマチ科 神奈川県
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンストトレーナー・
専門士

東京都 日本学園 Ｙ・Ａ （株）R-body project 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

東京都 六郷工科 Ｋ・Ｙ （株）Strong Bonds 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本スポーツボラン
ティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

静岡県 桐陽 Ｍ・Ｒ （株）ファクトリージャパングループ 東京都
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・ＩＨＴＡ認定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公認モチベーション・マネージャー資格エントリーコース
修了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

静岡県 桐陽 Ｍ・Ｋ （有）するが薬局 静岡県 ＩＨＴＡ認定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公認モチベーション・
マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンストトレーナー・専門士

15

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　2021



静岡県 駿河総合 Ｎ・Ｙ シダックス（株） 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

静岡県 焼津水産 Ｔ・Ｍ （株）フュービック 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンストトレーナー・
日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

静岡県 常葉大学附属橘 Ｋ・Ｋ 海野接骨院 静岡県
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本赤十字社
赤十字救急法救急員・専門士

静岡県 静岡商業 Ｈ・Ａ 海野整骨院 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・専門士

静岡県 浜松大平台 Ｔ・Ａ （株）アシックス 兵庫県
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
メント協会公認公認モチベーション・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラ
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・専門士

秋田県 仁賀保 Ｋ・Ｔ （株）グッドウェーブ 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士

秋田県 仁賀保 Ｓ・Ｙ （社福）一燈会 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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本赤十字社赤十字救急法救
急員・専門士

宮城県 大崎中央 Ｔ・Ｄ （株）ベアハグ 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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

栃木県 作新学院 Ｍ・Ｒ （株）sky hve R 東京都

ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・日本スポーツボラン
ティアネットワーク認定スポーツボランティア研修会・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・PADIエマージェン
シー・ファーストレスポンス・専門士

千葉県 安房 Ｙ・Ｔ （株）フュービック 東京都

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定スポーツボランティア研修会・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボ
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・JCCAアドバンストトレーナー・
専門士

新潟県 開志学園　＜通信制＞ Ｏ・Ｎ BonBody合同（株） 神奈川県
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（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・マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士

岐阜県 岐阜第一 Ｋ・Ｒ （福）若竹大寿会 神奈川県

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本スポーツボランティアネットワー
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・
マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ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・JCCAアドバンストトレーナー・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・専門士

鹿児島県 神村学園高等部 Ｓ・Ｍ 弘明寺整骨院 神奈川県
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・（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・マネージャー資格エントリーコース修了書・専門士

沖縄県 那覇西 Ｓ・Ｗ （株）グッドウェーブ 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・マネージャー資格エントリーコース修
了書・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

神奈川県 既卒 Ｉ・Ｔ （株）SHUTUP＆SQUAT 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
メント協会公認公認モチベーション・マネージャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツボラ
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・JCCAアドバンストトレーナー・専
門士
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神奈川県 既卒 Ｋ・Ｓ （株）クラリティ 東京都
ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・NPO法人日本SAQ
協会認定SAQインストラクターレベル1・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンストトレーナー・日本赤十字社赤十
字救急法救急員・専門士

神奈川県 既卒 Ｈ・Ｄ （株）Hi美scus 神奈川県
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・一般社団法人　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・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・マネージャー資格エントリーコース修了書・JCCAアドバンストトレーナー・日本赤十字
社赤十字救急法救急員・専門士
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神奈川県 横浜 Ｏ・Ｋ （株）B-ST 東京都
NPO法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者　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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定3級・専門士

神奈川県 横浜商科大学 Ｉ・Ｍ （医）山手クリニック 東京都
NPO法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者　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・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 横浜南陵 Ｈ・Ｋ （福）若竹大寿会 神奈川県 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・公益財団法人日本スポーツ協会JSPO
‐AT理論　合格・専門士

神奈川県 茅ケ崎西浜 Ｔ・Ｙ ESFORCO F.C. 神奈川県 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
公益財団法人日本スポーツ協会JSPO‐AT理論　合格・専門士

神奈川県 厚木西 Ｙ・Ｓ 幼児活動研究会（株） 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・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 厚木北 Ｉ・Ｎ （株）ideal 宮城県 NPO法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者　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 湘南学院 Ｏ・Ｄ （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・専門士

神奈川県 湘南学院 Ｈ・Ｓ 学校法人呉竹学園（進学） 神奈川県 NPO法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者　合格・公益財団法人　
実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

神奈川県 上矢部 Ｗ・Ｙ （株）クラリティ 東京都
NPO法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者　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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定3級・専門士

神奈川県 城郷 Ｋ・Ｓ （株）クラリティ 東京都 NPO法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者　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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

神奈川県 瀬谷西 Ｓ・Ｒ （株）BEST HERBS 東京都 NPO法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者　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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

神奈川県 八洲学園　横浜分校　 Ｏ・Ｋ （株）チキンジム 東京都 専門士

東京都 城西大学附属城西 Ｉ・Ｙ ルックスオルティカジャパン（株） 東京都 専門士

東京都 東海大学付属望星　Ｆ・Ｙ （株）ファクトリージャパングループ 東京都 （公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

静岡県 駿河総合 Ｍ・Ｎ （株）ファーストストーリー 静岡県 専門士
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静岡県 磐田北 Ｙ・Ｋ 花田学園（進学） 東京都 JCCAアドバンストトレーナー・専門士

北海道 旭川実業 Ｋ・Ｒ （株）ideal 宮城県 NPO法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者　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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

福島県 福島工業 Ｋ・Ｔ （福）若竹大寿会 神奈川県
NPO法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者　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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定3級・専門士

山梨県 甲府商業 Ｎ・Ａ （株）VIDA CRUISE 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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
専門士
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