
２０１９年２月福岡試験受験者リスト 【福岡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 米原 千草 ヨネハラ チグサ 熊本県 松本ひかる アテンダー　小島　   080-6431-05972 黒木 知佳 クロギ チカ 熊本県 松本ひかる
3 田原 香織 タハラ カオリ 福岡県 宮本亜衣 〈留守番電話に伝言を残してください〉
4 平窪 絵莉華 ヒラクボ エリカ 鹿児島県 米丸美先
5 山本 翠 ヤマモト ミドリ 福岡県 久保蘭
6 村上 宏美 ムラカミ ヒロミ 熊本県 松本ひかる 2月26日7 大庫 智恵美 オオクラ チエミ 熊本県
8 下宮 恭子 シモミヤ キョウコ 長崎県 米丸美先
9 高市 美由紀 タカイチ ミユキ 福岡県 喜納美幸 ベビーマッサージベーシック ファーストサイン

10 塚崎 華蓮 ツカザキ カレン 福岡県 喜納美幸
11 正成 ひかり マサナリ ヒカリ 福岡県 河野 藍子 9:10 受付
12 寄谷 彩 ヨリタニ アヤ 大分県 川野悦子 9:20 ガイダンス 9:40～10:10 小崎 早苗
13 新屋 枝里 シンヤ エリ 愛知県 川村美佳 宮崎 小雪
14 不動 恵里 フドウ エリ 福岡県 濱田康子 9:30～10：30 正成 ひかり
15 松尾 あゆみ マツオ アユミ 熊本県 松本ひかる 花山 仁愛
16 戸越 幸恵 トゴエ ユキエ 宮崎県 知覧美穂子 森 彩香 10:10～10:40合否判定～結果発表
17 武石 優子 タケイシ ユウコ 大分県 川野悦子 村田 奈都美
18 小崎 早苗 コサキ サナエ 長崎県 松本奈三江
19 岡田 綾 オカダ アヤ 福岡県 川村美佳 10:30 受付 10:40～11:10 三宅 小織
20 苑川 知香 ソノカワ チカ 熊本県 山河ルミ子 10:40 ガイダンス 斉藤 翔子
21 秦 愛美 シン マナミ 大分県
22 坂井 歩 サカイ アユミ 福岡県 柿添麻美 10:50～11:50 牛島 真美
23 花山 仁愛 ハナヤマ メグミ 福岡県 河野藍子 松尾 あゆみ 11:10～11:40 合否判定～結果発表
24 刈茅 圭以 カルカヤ ケイ 福岡県 篠原明子 矢野 友希
25 森 彩香 モリ アヤカ 福岡県 河野藍子 山田 陽子
26 宮崎 小雪 ミヤザキ コユキ 長崎県 松本奈三江
27 蜂須賀 綾 ハチスガ アヤ 福岡県 濱田 康子
28 村田 奈都美 ムラタ ナツミ 福岡県 河野藍子
29 小原 麗奈 コハラ レイナ 福岡県 佐藤見仁
30 山田 陽子 ヤマダ ヨウコ 福岡県 野寄 舞子 ベビマアドバンス
31 柴尾 景子 シバオ ケイコ 福岡県 柿添麻美
32 末松 いずみ スエマツ イズミ 大分県 田原みゆき 12:40 受付
33 守下 貴世 モリシタ タカヨ 福岡県 佐藤見仁 12:50 ガイダンス
34 久保 ひかる クボ ヒカル 熊本県 白浜 藍
35 岡村 啓子 オカムラ ケイコ 福岡県 篠原明子 13:00～14:00 苑川 知香 12:40～13:20 柿添 麻美
36 堤 麻弥 ツツミ マヤ 長崎県 森 綾 田原 香織 江崎 薫
37 満岡 美津子 ミツオカ ミツコ 福岡県 佐藤見仁 平窪 絵莉華 アドバンス 小原 麗奈
ゴールドライセンス講師更新検定 三浦 彩
No. 氏名 フリガナ ＲＴＡ 在住県 講師 備考
1 長置 みぎわ ナガオキ ミギワ 宮崎県 徳弘有希 13:20～14:00   合否判定～結果発表
2 寺田 美帆 テラダ ミホ 鹿児島県 篠原恵子 14:00 受付
3 延 千穂 ノブ チホ 長崎県 松本 奈三江 14:10 ガイダンス
4 野村 妃香里 ノムラ ヒカリ 長崎県 河野 藍子
5 本田 みゆき ホンダ ミユキ 鹿児島県 篠原恵子 14:20～15:20高市 美由紀
6 田渕 真由美 タブチ マユミ 長崎県 奥津　久美子 塚崎 華蓮
7 福留 梓 フクドメ アズサ 鹿児島県 篠原　恵子 岡村 啓子 14:00～14:50 牛島 真美
8 二宮 紗知 ニノミヤ サチ 愛媛県 関本涼子 刈茅 圭以 アドバンス 小野 千世
9 上野 沙弥華 ウエノ サヤカ 福岡県 馬場　志保 矢野 友希

10 鴨川 鮎実 カモガワ アユミ 長崎県 松本 奈三江 15:20 受付 谷口 カレン
11 横山 律子 ヨコヤマ リツコ 福岡県 神谷　恭子 15:30 ガイダンス
12 濱田 康子 ハマダ ヤスコ 福岡県 岡崎優子 14:50～15:40   合否判定～結果発表
13 吉田 良子 ヨシダ リョウコ 広島県 高橋友絵 15:40～16:40 武石 優子
14 白川 直子 シラカワ ナオコ 鹿児島県 町田涼子 寄谷 彩
15 大江 香子 オオエ キョウコ 福岡県 水田結 秦 愛美
16 新川 典子 シンカワ ノリコ 長崎県 丸山　千晶 久保 ひかる
17 伊達 理恵 ダテ リエ 鹿児島県 藤村佳絵
18 神谷 恭子 カミタニ キョウコ 福岡県 三木恵美
ホワイト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 ファーストトーク
1 三浦 彩 ミウラ アヤ 鹿児島県 瀬戸口今日子
ホワイトライセンス講師更新検定 16:10 受付
No. 氏名 フリガナ ＲＴＡ 在住県 講師 備考 16:20 ガイダンス
1 上田 彩 ウエダ アヤ 長崎県 田渕真由美 16:30～ 西原 由希

RTA認定試験
No. 氏名 フリガナ 科目 在住県 講師 備考
1 満岡 美津子 ミツオカ ミツコ リフレ 福岡県 佐藤見仁

1 岡田 綾 オカダ アヤ ベーシック 福岡県 川村　美佳
2 新屋 枝里 シンヤ エリ ベーシック 愛知県 川村美佳
3 田原 香織 タハラ カオリ ベーシック 福岡県 宮本亜衣
4 武石 優子 タケイシ ユウコ ベーシック 大分県 川野悦子
5 平窪 絵莉華 ヒラクボ エリカ ベーシック 鹿児島県 米丸美先
6 牛島 真美 ウシジマ マミ ベーシック 熊本県 松本　ひかる
7 高市 美由紀 タカイチ ミユキ ベーシック 福岡県 喜納美幸
8 塚崎 華蓮 ツカザキ カレン ベーシック 福岡県 喜納美幸
9 正成 ひかり マサナリ ヒカリ ベーシック 福岡県 河野 藍子

10 寄谷 彩 ヨリタニ アヤ ベーシック 大分県 川野悦子
11 山田 陽子 ヤマダ ヨウコ ベーシック 福岡県 野寄 舞子
12 松尾 あゆみ マツオ アユミ ベーシック 熊本県 松本ひかる
13 矢野 友希 ヤノ ユキ ベーシック 熊本県 松本 ひかる 2月27日14 柴尾 景子 シバオ ケイコ ベーシック 福岡県 柿添麻美
15 苑川 知香 ソノカワ チカ ベーシック 熊本県 山河ルミ子
16 坂口 美咲 サカグチ ミサキ ベーシック 熊本県 松本ひかる
17 花山 仁愛 ハナヤマ メグミ ベーシック 福岡県 河野 藍子
18 岡村 啓子 オカムラ ケイコ ベーシック 福岡県 篠原 明子
19 秦 愛美 シン マナミ ベーシック 大分県 川野 悦子
20 森 彩香 モリ アヤカ ベーシック 福岡県 河野藍子
21 小原 麗奈 コハラ レイナ ベーシック 福岡県 佐藤見仁 ベビーマッサージベーシック リフレクソロジー
22 福山 希望 フクヤマ ノゾミ ベーシック 福岡県 松本ひかる
23 坂井 歩 サカイ アユミ ベーシック 福岡県 柿添麻美 9:10 受付 9:10 受付
24 刈茅 圭以 カルカヤ ケイ ベーシック 福岡県 篠原明子 9:20 ガイダンス 9:20 ガイダンス
25 村田 奈都美 ムラタ ナツミ ベーシック 福岡県 河野藍子
26 守下 貴世 モリシタ タカヨ ベーシック 福岡県 佐藤見仁 9:30～10：30 小原 麗奈 930～10:30 満岡 美津子
27 大渕 麻里 オオフチ マリ ベーシック 熊本県 山河ルミ子 守下 貴世
28 浅田 亜矢 アサダ アヤ ベーシック 熊本県 栗山　敦子 戸越 幸恵
29 濱尾 志帆 ハマオ シホ ベーシック 長崎県 中村綾 堤 麻弥
30 西村 沙耶 ニシムラ サヤ ベーシック 熊本県 松本ひかる ベビマアドバンス
31 久保 ひかる クボ ヒカル ベーシック 熊本県 白浜 藍
32 徳永 あゆみ トクナガ アユミ ベーシック 熊本県 松本 ひかる
33 戸越 幸恵 トゴエ ユキエ ベーシック 宮崎県 知覧美穂子 11:00～11:50 西浦 さとみ
34 堤 麻弥 ツツミ マヤ ベーシック 長崎県 森 綾 10:30 受付 深町 江海
35 三浦 彩 ミウラ アヤ ベーシック 鹿児島県 瀬戸口今日子 10:40 ガイダンス 渡木 歩美
36 津留 智美 ツドメ トモミ ベーシック 宮崎県 西原由希 福田 麻希

10:50～11:50 柴尾 景子
1 斉藤 翔子 サイトウ ショウコ サイン 福岡県 松本さとみ 坂井 歩 11;50～12:40   合否判定～結果発表
2 村田 美香 ムラタ ミカ サイン 長崎県 中村 綾 キャンセル 岡田 綾
3 小崎 早苗 コサキ サナエ サイン 長崎県 松本奈三江 新屋 枝里
4 宮崎 小雪 ミヤザキ コユキ サイン 長崎県 松本 奈三江
5 三宅 小織 ミヤケ サオリ サイン 山口県 河野藍子

13:20 受付
1 西原 由希 ニシハラ ユキ トーク 鹿児島県 河野藍子 13:30 ガイダンス

1 牛島 真美 ウシジマ マミ アドバンス 熊本県 松本　ひかる 13:40～14:40
2 小野 千世 オノ チセ アドバンス 熊本県 松本ひかる 浅田 亜矢 坂口 美咲
3 谷口 カレン タニグチ カレン アドバンス 福岡県 宮本亜衣 濱尾 志帆 福山 希望
4 矢野 友希 ヤノ ユキ アドバンス 熊本県 松本 ひかる 津留 智美 西村 沙耶
5 柿添 麻美 カキゾエ アサミ アドバンス 福岡県 河野藍子 大渕 麻里 徳永 あゆみ
6 小原 麗奈 コハラ レイナ アドバンス 福岡県 松本奈三江
7 江崎 薫 エザキ カオル アドバンス 福岡県 河野藍子
8 深町 江海 フカマチ エミ アドバンス 長崎県 森綾
9 福田 麻希 フクダ マキ アドバンス 鹿児島県 中園 真弓

10 渡木 歩美 ワタキ アユミ アドバンス 長崎県 森 綾
11 西浦 さとみ ニシウラ サトミ アドバンス 熊本県 山河　ルミ子

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。

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

実技試験開始２０分までに 
受付を済ませてください

実技試験開始２０分までに 
受付を済ませてください

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。

実技試験開始２０分までに 
受付を済ませてください

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。


