
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 在住県 講師 備考

1 西野 智子 ニシノ トモコ 大阪府 黒目奈穂
2 田中 幸栄 タナカ サチエ 鹿児島県 西原 由希
3 牛島 真美 ウシジマ マミ 熊本県 松本ひかる
4 宮本 梨恵子 ミヤモト リエコ 熊本県 松本ひかる
5 彌田 留美 ヤダ ルミ 大分県 川野悦子
6 塚崎 華蓮 ツカザキ カレン 福岡県 喜納美幸
7 池上 沙希 イケガミ サキ 熊本県 川中恵梨香
8 濱尾 志帆 ハマオ シホ 長崎県 中村綾
9 矢野 友希 ヤノ ユキ 熊本県 松本ひかる
10 坂口 美咲 サカグチ ミサキ 熊本県 松本ひかる
11 浅田 亜矢 アサダ アヤ 熊本県 栗山 敦子
12 岩嵜 茜 イワサキ アカネ 鹿児島県 上原なつみ
13 石井 冨美代 イシイ フミヨ 熊本県 百田ゆかり
14 佐藤 実幸 サトウ ミユキ 熊本県 川中 恵里香
15 常田 奈津美 トキダ ナツミ 福岡県 本村 雪乃
16 都甲 翔子 トゴウ ショウコ 鹿児島県 板敷香織
17 津留 智美 ツドメ トモミ 宮崎県 西原由希
18 横江 幸 ヨコエ ユキ 大分県 川野 悦子
19 横田 由衣 ヨコタ ユイ 大分県 川野悦子
20 松宮 亜紀 マツミヤ アキ 福岡県 渡邊美穂
21 錦戸 志緒梨 ニシキド シオリ 熊本県 川中 恵里香
22 手島 采哉香 テシマ サヤカ 福岡県 喜納美幸
23 大渕 麻里 オオフチ マリ 熊本県 山河ルミ子
24 江隈 櫻子 エグマ サクラコ 大分県 川村美佳
25 亀石 かおり カメイシ カオリ 福岡県 河野　藍子
26 園木 梓 ソノキ アズサ 長崎県 中村 綾
27 宮本 高子 ミヤモト タカコ 熊本県 山河ルミ子
28 川本 祐紀 カワモト ユウキ 長崎県 森　綾
29 松田 直子 マツダ ナオコ 長崎県 森綾
30 新原 真奈美 シンバラ マナミ 熊本県 古賀万里奈
31 田本 裕子 タモト ユウコ 熊本県 百田 ゆかり
32 矢田 理沙 ヤダ リサ 熊本県 栗山敦子
33 荒木 沙和 アラキ サワ 熊本県 久保蘭
34 東 恵梨奈 ヒガシ エリナ 熊本県 久保 蘭
35 森岡 千恵 モリオカ チエ 大分県 川村　美佳
36 本村 理恵 モトムラ リエ 熊本県 久保蘭
37 稲垣 陽子 イナガキ ヨウコ 兵庫県 西脇郁恵

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 在住県 講師 備考

1 喜納 美幸 キナ ミユキ 福岡県 牧野由佳
2 板敷 香織 イタシキ カオリ 群馬県 知覧美穂子
3 橋口 志保子 ハシグチ シホコ 北海道 町田涼子
4 宮本 亜衣 ミヤモト アイ 千葉県 岡崎優子
5 中村 千明 ナカムラ チアキ 北海道 西原由希
6 河野 藍子 カワノ アイコ 神奈川県 岡崎　優子
7 森田 しのぶ モリタ シノブ 東京都 町田涼子
8 竹下 三恵 タケシタ ミエ 北海道 柿添麻美
9 南 理恵 ミナミ リエ 静岡県 岩下　明央
10 百田 ゆかり モモタ ユカリ 千葉県 岩下未央
11 大野 紗矢香 オオノ サヤカ 埼玉県 神谷恭子
12 藤山 智代 フジヤマ チヨ 新潟県 知覧美穂子

スタートゼミ（ライセンス所有者対象）

No. 氏名 フリガナ 在住県 講師 備考

1 山河 ルミ子 ヤマカワ ルミコ 熊本県 山河ルミ子
2 古賀 万里奈 コガ マリナ 大分県 田原みゆき
3 苑川 知香 ソノカワ チカ 熊本県 山河ルミ子
4 中村 綾 ナカムラ アヤ 長崎県 河野藍子
5 松本 奈三江 マツモト ナミエ 長崎県 関本涼子
6 柿添 麻美 カキゾエ アサミ 福岡県 丸山千晶
7 西原 由希 ニシハラ ユキ 鹿児島県 河野藍子
8 東 美樹 ヒガシ ミキ 熊本県 松本ひかる
9 森 綾 モリ アヤ 長崎県 神谷恭子
10 松本 ひかる マツモト ヒカル 熊本県 池田亜希子
11 川野 悦子 カワノ エツコ 大分県 牧野由佳
12 川村 美佳 カワムラ ミカ 大分県 河野藍子
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