
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 下山 真由美 シモヤマ マユミ 埼玉県 佐藤知子
2 小田切 あけみ オタギリ アケミ 山梨県 三井めぐみ
3 小見山 麻紀子 コミヤマ マキコ 新潟県 米山香菜子
4 水原 春美 ミズハラ ハルミ 富山県 沖田雅美
5 佐藤 靖子 サトウ ヤスコ 東京都 藤田まみ子
6 吉内 司織 ヨシウチ シオリ 静岡県 佐藤　知子
7 小林 真里 コバヤシ マリ 新潟県 米山香菜子
8 久保田 有花 クボタ ユカ 新潟県 佐藤 由夏
9 田川 沙織 タガワ サオリ 栃木県 佐藤 知子
10 橋本 あや ハシモト アヤ 東京都 土屋紗智子
11 上田 友香 ウエダ ユカ 山梨県 三井 めぐみ
12 若井 愛美 若井 愛美 神奈川県 齊藤初美
13 吉尾 花 ヨシオ ハナ 東京都 跡野 愛子
14 星 美幸 ホシ ミユキ 東京都 吉岡美帆
15 唐澤 真由子 カラサワ マユコ 新潟県 三浦 愛
16 浅井 彩香 アサイ アヤカ 新潟県 米山香菜子
17 藤江 結真 フジエ ユマ 東京都 石川美由紀
18 塚田　 真利枝 ツカダ マリエ 長野県 小山亜衣
19 笠原 也未 カサハラ ナリミ 新潟県 米山香菜子
20 小林 真理 コバヤシ マリ 東京都 吉岡美帆
21 堤 香月 ツツミ カヅキ 東京都
22 冬木 希 フユキ ノゾミ 群馬県 久保田由佳

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 波多野 さやか ハタノ サヤカ 埼玉県 大室恵里
2 瀬戸 圭子 セト ケイコ 群馬県 近藤知子
3 飯村 有希 イイムラ ユウキ 北海道 山口 智映
4 永瀬 真巳 ナガセ マミ 千葉県 永瀬真巳
5 宮本 友紀 ミヤモト ユキ 北海道 佐藤泉
6 石田 早苗 イシダ サナエ 神奈川県 関本　涼子
7 池村 和美 イケムラ カズミ 東京都 高橋 沙織
8 野尻 真由 ノジリ マユ 北海道 野尻　真由
9 眞木 和代 マキ カズヨ 静岡県 香焼みよ子
10 田所 真希子 タドコロ マキコ 千葉県 津川美雪
11 菊地 美佐子 キクチ ミサコ 埼玉県 植村佳代
12 遠藤 文柄 エンドウ フミエ 新潟県 渡辺明子
13 泉 夏美 イズミ ナツミ 茨城県 飯田裕美
14 小野 直子 オノ ナオコ 宮城県 阿部美帆
15 濱崎 えみ ハマザキ エミ 富山県 水島美紀
16 佐藤 順子 サトウ ジュンコ 新潟県 渡辺明子
17 小西 香里 コニシ カオリ 福島県 足利絵里
18 神田 亜紀 カンダ アキ 千葉県 大室恵里
19 水島 美紀 ミズシマ ミキ 富山県 沖田雅美

No. 氏名 フリガナ ＲＴＡ 在住県 講師 備考

1 土屋 千佳 ツチヤチカ 長野県

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月神奈川会場



No. 氏名 フリガナ ＲＴＡ 在住県 講師 備考

1 笠井 孝委 カサイ タカイ 千葉県 永瀬真巳

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 関本 若菜 セキモト ワカナ 東京都 萎澤亜希子
2 早川 和美 ハヤカワ カズミ 埼玉県 高橋友佳
3 相原 架奈 アイハラ カナ 栃木県 堀内美佳
4 植田 ひとみ ウエダ ヒトミ 神奈川県 関本涼子
5 跡野 愛子 アトノ アイコ 東京都 土屋　紗智子
6 川野 悦子 カワノ エツコ 大分県 牧野由佳
7 佐藤 かおり サトウ カオリ 神奈川県 関本涼子
8 新盛 奈津子 シンモリ ナツコ 栃木県 佐藤知子
9 落合 明子 オチアイ アキコ 栃木県 佐藤知子
10 東海 真由美 トウカイ マユミ 富山県 水島美紀
11 上野 綾香 ウエノ アヤカ 東京都 上田　由美子
12 坂根 友美 サカネ トモミ 千葉県 徳弘有希
13 塚原 めぐみ ツカハラ メグミ 福島県 牧野由佳
14 小宮山 智美 コミヤマ サトミ 東京都
15 鳥海 美奈 トリウミ ミナ 神奈川県 奥山 聖子
16 三船 知佳 ミフネ ハルカ 香川県 大西三寿子


