
２０１９年１月２４、２５日愛知試験受験者リスト 【愛知試験タイムテーブル初版】
ゴールドライセンス講師認定検定
No. 氏名 フリガナ ＲＴＡ 在住県 講師 備考 試験当日の連絡先
1 後藤 友理 ゴトウ ユリ 愛知県 森山 麻里 アテンダー　 堀口綾乃　    090-8663-54072 伊藤 綾 イトウ アヤ 愛知県 神村沙季奈
3 大村 柚生 オオムラ ユウキ 愛知県 澤村千晴 〈留守番電話に伝言を残してください〉
4 小川 美紗子 オガワ ミサコ 愛知県 瀬川紀子
5 宮本 麻美 ミヤモト マミ 愛知県 森山麻里
6 安田 美里 ヤスダ ミサト 岐阜県 遠山美香 1月24日7 榊田 桃香 サカキダ モモカ 愛知県 遠藤紗由美
8 野瀬 真理子 ノセ マリコ 愛知県 遠藤紗由美
9 榊原 友里 サカキバラ ユリ 愛知県 山本 彩香 ベビーマッサージベーシック

10 細谷 慧 ホソタニ ケイ 愛知県 山本彩香
11 柳瀬 有香 ヤナセ ユカ 岐阜県 遠藤紗由美 9:10 受付
12 木村 千緩 キムラ チヒロ 愛知県 神村 紗季奈 9:20 ガイダンス
13 大葭原 奈美江 オオヨシハラ ナミエ 石川県 退会しています
14 依田 知子 ヨリタ トモコ 愛知県 山本　彩香 9:30～10：30 宮本 麻美 野瀬 真理子
15 山下 沙織 ヤマシタ サオリ 愛知県 森山麻里 山下 沙織 柳瀬 有香
16 獺越 有希 オソコシ ユウキ 愛知県 神村沙季奈 服部 みさと 榊田 桃香
17 山田 千春 ヤマダ チハル 愛知県 神村　沙季奈 佐藤 めぐみ 大村 柚生
18 森田 沙織 モリタ サオリ 奈良県 西脇郁恵
19 酒井 彩 サカイ アヤ 愛知県 瀬川紀子 10:30 受付
ゴールドライセンス講師更新検定 10:40 ガイダンス
No. 氏名 フリガナ ＲＴＡ 在住県 講師 備考
1 今西 里紗 イマニシ リサ 高知県 三木恵美 10:50～11:50 春日井 彩花 細谷 慧
2 松田 裕子 マツダ ユウコ 愛知県 松田裕子 獺越 有希 榊原 友里
3 長谷川 恵美 ハセガワ エミ 愛知県 吉野　陽子 木村 千緩 依田 知子
4 飯沼 あゆみ イイヌマ アユミ 長野県 三井めぐみ 山田 千春 安田 美里
5 加藤 奈穂 カトウ ナホ 長野県 花岡恵梨子
6 堺谷 美智子 サカイダニ ミチコ 富山県 水島美紀
7 福田 典子 フクダ ノリコ 岡山県 佐川貴子 ベビマアドバンス&サイン
8 冨崎 恵 トミザキ メグミ 三重県 鈴木恵
9 守屋 純子 モリヤ ジュンコ 静岡県 渡辺温子

10 東原 裕美 ヒガシハラ ヒロミ 滋賀県 森野有美子
11 田中 育恵 タナカ イクエ 愛知県 小山智代
12 中島 京子 ナカシマ キョウコ 愛知県 小山智代
13 佐々木 香織 ササキ カオリ 富山県 久田裕里佳 13:00~13:50 嶋村 法子
14 久田 裕里佳 ヒサダ ユリカ 富山県 佐々木香織 アドバンス 塩田 智香子
15 向山 智恵 ムカイヤマ チエ 和歌山県 峯瀬桂子 森山 麻里
16 沖廣 真理子 オキヒロ マリコ 岐阜県 吉野 陽子 酒井 彩
17 水田 千紘 ミズタ チヒロ 兵庫県 入江ありさ
ホワイトライセンス講師認定検定 13:50～14：40
No. 氏名 フリガナ ＲＴＡ 在住県 講師 備考
1 佐藤 めぐみ サトウ メグミ 愛知県 森山 麻里 14:40～15:20 石野 菜々子
2 吉本 江里 ヨシモト エリ 石川県 寺地美穂 サイン 山本 彩香
ホワイトライセンス講師更新検定 嶋村 法子
No. 氏名 フリガナ ＲＴＡ 在住県 講師 備考
1 磯部 美雪 イソベ ミユキ 三重県 冨崎　恵 15:20～16:00 合否判定～結果発表
2 伊藤 洋子 イトウ ヨウコ 静岡県 中田いつみ
3 寺井 枝里 テライ エリ 静岡県 中田  いつみ

RTA認定試験
No. 氏名 フリガナ 科目 在住県 講師 備考
1 山本 優子 ヤマモト ユウコ ベーシック 静岡県 中田いつみ
2 春日井 彩花 カスガイ アヤカ ベーシック 愛知県 神村沙季奈
3 大村 柚生 オオムラ ユウキ ベーシック 愛知県 澤村千晴
4 宮本 麻美 ミヤモト マミ ベーシック 愛知県 森山麻里
5 野瀬 真理子 ノセ マリコ ベーシック 愛知県 遠藤紗由美 ファーストトーク
6 柳瀬 有香 ヤナセ ユカ ベーシック 岐阜県 遠藤紗由美
7 榊田 桃香 サカキダ モモカ ベーシック 愛知県 遠藤紗由美 15:50 受付
8 安田 美里 ヤスダ ミサト ベーシック 岐阜県 遠山美香 16:00 ガイダンス
9 細谷 慧 ホソタニ ケイ ベーシック 愛知県 山本彩香 16:10～ 鈴木 知江美

10 獺越 有希 オソコシ ユウキ ベーシック 愛知県 神村沙季奈
11 榊原 友里 サカキバラ ユリ ベーシック 愛知県 山本　彩香
12 山下 沙織 ヤマシタ サオリ ベーシック 愛知県 森山麻里
13 服部 みさと ハットリ ミサト ベーシック 愛知県 森山麻里
14 佐藤 めぐみ サトウ メグミ ベーシック 愛知県 森山 麻里
15 木村 千緩 キムラ チヒロ ベーシック 愛知県 神村 紗季奈
16 依田 知子 ヨリタ トモコ ベーシック 愛知県 山本　彩香 1月25日17 酒井 彩 サカイ アヤ ベーシック 愛知県 瀬川 紀子
18 山田 千春 ヤマダ チハル ベーシック 愛知県 神村　沙季奈
19 森田 沙織 モリタ サオリ ベーシック 奈良県 西脇郁恵

1 石野 菜々子 イシノ ナナコ サイン 富山県 野村さち代
2 山本 彩香 ヤマモト アヤカ サイン 愛知県 神村沙季奈
3 嶋村 法子 シマムラ ノリコ サイン 滋賀県 神村沙季奈

1 鈴木 知江美 スズキ チエミ トーク 愛知県 水谷内　恵 ベビーマッサージベーシック

1 酒井 彩 サカイ アヤ アドバンス 愛知県 瀬川 紀子 9:30 受付
2 塩田 智香子 シオタ チカコ アドバンス 京都府 福藤　幸果 9:40 ガイダンス
3 森山 麻里 モリヤマ マリ アドバンス 愛知県 神村沙季奈
4 嶋村 法子 シマムラ ノリコ アドバンス 滋賀県 神村沙季奈 9:50～10:50 山本 優子

酒井 彩
森田 沙織

実技試験開始２０分までに 
受付を済ませてください

ホワイト&ゴールドライセンス 
12:20               受付 
12:30～16:00   講座

重要なお知らせ 

★ホワイト&ゴールドライセンス講師認定検定申込前にRTAの加入を済ませていない方は、 

受講することができません 

★開業条件やHPについてなど、開業に関する指導は担当講師が事前にご説明下さい。 

認定試験受験者が当日持参する書類に不備があった場合、認定試験を受験することはできません。 

試験中、あるいは、受験後に不備が発見された場合には、不合格となりますので、担当講師は受験
生を試験に送り出す前に、必提出書類の確認を行なってください。 

★サティフィケート発行申請書の担当講師名とスクール名は担当講師が 

　自筆でご記入下さい。 

合否判定～結果発表

試験～合否結果の時間については 
前後することをご了承ください。


