
２０１９年１月１６、１７日神奈川試験受験者リスト 【神奈川試験タイムテーブル確定版】
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 青柳 陽子 アオヤギ ヨウコ 群馬県 長谷川 佳子 アテンダー　奥山聖子          　090-1997-99302 川代 好美 カワシロ ヨシミ 埼玉県 波多野さやか
3 広谷　 亜祐美 ヒロタニ アユミ 埼玉県 藤田まみ子 〈留守番電話に伝言を残してください〉
4 中村 梨沙 ナカムラ リサ 埼玉県 飯島英美
5 井上 綾子 イノウエ アヤコ 群馬県 松井恵美
6 田川 沙織 タガワ サオリ 栃木県 佐藤知子
7 鳥海 美奈 トリウミ ミナ 神奈川県 奥山　聖子
8 曽根田 春美 ソネタ ハルミ 埼玉県 波多野さやか
9 先崎 絵里香 センザキ エリカ 福島県 波多野　さやか ベビーマッサージベーシック

10 滝本 さやか タキモト サヤカ 神奈川県 関本涼子
11 山田 育代 ヤマダ イクヨ 東京都 土屋紗智子 9:10 受付
12 坂根 友美 サカネ トモミ 千葉県 徳弘有希 9:20 ガイダンス
13 日高 茉美 ヒダカ マミ 埼玉県 佐藤芳美
14 蒲原 麻里 カマハラ マリ 千葉県 永瀬 真巳 9:30～10:30 田川 沙織 先崎 絵里香
15 辻 奈美子 ツジ ナミコ 神奈川県 池村和美 キャンセル 井上 綾子 坂根 友美
16 梶谷 裕美子 カジタニ ユミコ 千葉県 徳弘有希 鳥海 美奈 梶谷 裕美子
17 日高 尚子 ヒダカ ナオコ 静岡県 田中　有紀 五十嵐 早苗
18 五十嵐 早苗 イガラシ サナエ 千葉県 永瀬真巳
19 山田 文恵 ヤマダ フミエ 神奈川県 関本涼子
20 中川 裕美 ナカガワ ヒロミ 埼玉県 波多野さやか
ゴールドライセンス講師更新検定 ベビマアドバンス&サイン
No. 氏名 フリガナ ＲＴＡ 在住県 講師 備考
1 中西 靖子 ナカニシ ヤスコ 東京都
2 平野 佑香 ヒラノ ユカ 茨城県 泉　夏美
3 吉川 さやか ヨシカワ サヤカ 東京都 越智 小織
4 松坂 愛弓 マツサカ アユミ 千葉県 平田法子 10:50～11:40 川代 好美
5 志田 清美 シダ キヨミ 山梨県 世良　美鈴 アドバンス 中村 梨沙
6 山崎 藍子 ヤマザキ アイコ 栃木県 曽根田 春美
7 堀内 美佳 ホリウチ ミカ 栃木県 平田有希 舟橋 咲
8 磯部 実穂 イソベ ミホ 栃木県 佐藤　知子
9 佐藤 和希子 サトウ ワキコ 栃木県 長峰明日香 11:40～12:30 合否判定～結果発表

10 西岡 実穂 ニシオカ ミホ 神奈川県 高橋　麻沙美
11 齋藤 麻由 サイトウ マユ 神奈川県 石原真由子
12 越後 公美 エチゴ ヒロミ 富山県 濱崎えみ 13:30～14:10 新見 藍
13 菊島 裕香 キクシマ ユカ 山梨県 三井めぐみ アドバンス 朝日 佳子
14 山崎 美紀 ヤマザキ ミキ 千葉県 保坂めぐみ 北川 早紀
15 朝比奈 綾華 アサヒナ アヤカ 東京都 大室恵里
16 藤生 美沙子 フジウ ミサコ 埼玉県 佐藤芳美 14:10～14:50 合否判定～結果発表
17 石原 真由子 イシハラ マユコ 東京都 石原真由子
18 世良 美鈴 セラ ミスズ 山梨県 三井めぐみ
19 三井 めぐみ ミツイ メグミ 山梨県 関本涼子
20 関本 涼子 セキモト リョウコ 神奈川県 関本涼子 15:00～15:20 先崎 絵里香
21 丸山 尚美 マルヤマ ヒサミ 東京都 丸山　尚美 サイン
ホワイトライセンス講師認定検定 15:20～15:40 合否判定～結果発表
No. 氏名 フリガナ ＲＴＡ 在住県 講師 備考
1 北川 早紀 キタガワ サキ 神奈川県 小宮山智美
ホワイトライセンス講師更新検定
No. 氏名 フリガナ ＲＴＡ 在住県 講師 備考
1 石橋 恵子 イシバシ ケイコ 東京都 小池浩代
2 川添 郁代 カワゾエ イクヨ 茨城県 齋藤初美 1月17日3 佐藤 ゆかり サトウ ユカリ 千葉県 山口若菜
4 石田 英子 イシダ エイコ 神奈川県 秋山　惠美子

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

No. 氏名 フリガナ 科目 在住県 講師 備考
1 土屋 千佳 土屋 千佳 ベーシック 長野県 小暮　徳子
2 田川 沙織 タガワ サオリ ベーシック 栃木県 佐藤知子
3 白神 麻衣子 シラガ マイコ ベーシック 東京都 土屋紗智子
4 池上 沙希 イケガミ サキ ベーシック 熊本県 川中恵里香 キャンセル ベビーマッサージベーシック
5 井上 綾子 イノウエ アヤコ ベーシック 群馬県 松井恵美
6 小林 真理 コバヤシ マリ ベーシック 東京都 吉岡美帆
7 星 美幸 ホシ ミユキ ベーシック 東京都 吉岡美帆 9;10 受付
8 辻 奈美子 ツジ ナミコ ベーシック 神奈川県 池村和美 キャンセル 9:20 ガイダンス
9 鳥海 美奈 トリウミ ミナ ベーシック 神奈川県 奥山　聖子

10 先崎 絵里香 センザキ エリカ ベーシック 福島県 波多野　さやか 9:30～10: 30 白神 麻衣子
11 坂根 友美 サカネ トモミ ベーシック 千葉県 徳弘有希 山田 育代
12 山田 育代 ヤマダ イクヨ ベーシック 東京都 土屋紗智子 日高 茉美
13 山田 未央 ヤマダ ミオ ベーシック 東京都 鈴木直美 山田 文恵
14 梶谷 裕美子 カジタニ ユミコ ベーシック 千葉県 徳弘有希
15 日高 茉美 ヒダカ マミ ベーシック 埼玉県 佐藤芳美
16 山田 文恵 ヤマダ フミエ ベーシック 神奈川県 関本 涼子
17 五十嵐 早苗 イガラシ サナエ ベーシック 千葉県 永瀬真巳 10:30 受付

10:40 ガイダンス
1 先崎 絵里香 センザキ エリカ サイン 福島県 波多野　さやか 10:50～11:50 土屋 千佳

星 美幸
1 川代 好美 カワシロ ヨシミ アドバンス 埼玉県 波多野 さやか 山田 未央
2 中村 梨沙 ナカムラ リサ アドバンス 埼玉県 飯島英美 小林 真理
3 曽根田 春美 ソネタ ハルミ アドバンス 埼玉県 波多野さやか
4 舟橋 咲 フナバシ サキ アドバンス 埼玉県 波多野さやか
5 新見 藍 シンミ アイ アドバンス 宮崎県 中園真弓
6 朝日 佳子 アサヒ ヨシコ アドバンス 東京都 村山  ちひろ
7 北川 早紀 キタガワ サキ アドバンス 神奈川県 小宮山智美

１月１６日

実技開始20分までに 

受付を済ませてください

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。 


