
スタートゼミ/講師認定検定（新規・ゴールド）

No. 氏名 フリガナ ＲＴＡ 在住県 講師 備考

1 黒岩 鈴香 クロイワ スズカ 岡山県
2 大橋 真奈 オオハシ マナ 兵庫県 栗山 弥生
3 中村 真女 ナカムラ マサメ 兵庫県 栗山 弥生
4 小山内 可奈子 オサナイ カナコ 兵庫県 美川彩
5 西山 郁恵 ニシヤマ イクエ 山口県 川島里香
6 小森 佳奈 コモリ カナ 大阪府 黒目奈穂
7 原 菜津美 ハラ ナツミ 奈良県 安瀬早紀
8 土居 美幸 ドイ ミユキ 愛媛県 松本葵
9 山田 健代 ヤマダ タケヨ 徳島県 三木 恵美
10 馬本 みく ウマモト ミク 兵庫県 西脇郁恵
11 川淵 史恵 カワブチ フミエ 兵庫県 栗山 弥生
12 池田 亜衣 イケダ アイ 兵庫県 栗山弥生
13 平山 銀朱 ヒラヤマ ギンシュ 兵庫県 西脇郁恵
14 玉城 洋子 タマシロ ヨウコ 大阪府 山本麻衣
15 中村 正美 ナカムラ マサミ 兵庫県 栗山弥生
16 別府 香織 ベップ カオリ 兵庫県 栗山弥生
17 岸本 沙絵子 キシモト サエコ 兵庫県 栗山弥生
18 松本 彩 マツモト アヤ 大阪府 黒目奈穂
19 横田 真奈美 ヨコタ マナミ 島根県 足立由美子
20 平部 啓子 ヒラベ ケイコ 兵庫県 鈴木里香
21 谷 桃子 タニ モモコ 徳島県 三木恵美

スタートゼミ/講師認定検定（更新・ゴールド）

No. 氏名 フリガナ ＲＴＡ 在住県 講師 備考

1 櫻井 麻加 サクライ アサカ 愛知県 神村沙季奈
2 吉川 節子 ヨシカワ セツコ 島根県 宮本えみこ
3 久田 智彦 ヒサダ トモヒコ 石川県 松本由美
4 村上 くるみ ムラカミ クルミ 兵庫県 上田 礼子
5 野村 幸代 ノムラ サチヨ 富山県 水島美紀
6 豊田 尚美 トヨタ タカミ 岡山県 安井 貴子
7 伊達 理恵 ダテ リエ 鹿児島県 藤村佳絵
8 松重 恵 マツシゲ メグミ 広島県 神谷 恭子
9 松本 葵 マツモト アオイ 愛媛県 村山　舞衣子
10 山下 愛 ヤマシタ アイ 石川県 鍋島ゆかり

No. 氏名 フリガナ ＲＴＡ 在住県 講師 備考

1 立花 由季子 タチバナ ユキコ 和歌山県 安達麻理子

No. 氏名 フリガナ ＲＴＡ 在住県 講師 備考

1 柏木 さおり カシワギ サオリ 兵庫県 伊藤　真由子
2 宮賀 春佳 ミヤガ ハルカ 奈良県 辰巳　真名美

スタートゼミ（ライセンス所有者対象）

No. 氏名 フリガナ RTA 在住県 講師 備考

1 黒目 奈穂 クロメ ナホ 大阪府 栗山弥生
2 栗山 弥生 クリヤマ ヤヨイ 兵庫県 三木恵美
3 竹川 亜衣未 タケガワ アイミ 兵庫県 栗山弥生
4 塚本 麻澄 ツカモト マスミ 奈良県 栗山弥生

スタートゼミ/講師認定検定（新規・ホワイト）

スタートゼミ/講師認定検定（更新・ホワイト）

２０１９年３月兵庫会場



5 黒岩 鈴香 クロイワ スズカ 岡山県 花城千賀子
6 鶴尾 美佐子 ツルオ ミサコ 和歌山県 安達麻理子
7 西脇 郁恵 ニシワキ イクエ 兵庫県 栗山弥生
8 瀬川 紀子 セガワ ノリコ 愛知県 瀬川紀子
9 松井 香那 マツイ カナ 兵庫県 栗山 弥生
10 正木 友加里 マサキ ユカリ 愛知県 瀬川紀子
11 中野 朋子 ナカノ トモコ 山口県 佐村美波
12 山本 彩香 ヤマモト アヤカ 愛知県 神村沙季奈
13 安瀬 早紀 アンゼ サキ 大阪府 小池浩代
14 崎田 千恵 サキタ チエ 大阪府 安瀬 早紀
15 遠藤 紗由美 エンドウ サユミ 岐阜県 神村沙季奈
16 井元 有香 イモト ユカ 大阪府 美川 彩 
17 森田 沙織 モリタ サオリ 奈良県 西脇郁恵


