
2019年5月1日〆　受験者リスト
お名前 フリガナ 都道府県 担当講師名 科目

1 大川 香織 オオカワ カオリ 神奈川県 佐藤恵 ベーシック
2 筑紫 結 ツクシ ユイ 神奈川県 池村　和美 ベーシック
3 荒井 愛咲美 アライ アサミ 神奈川県 鈴木美希 ベーシック
4 御園生 あい ミソノオ アイ 群馬県 泉山聡美 ベーシック
5 東山 有記 ヒガシヤマ ユキ 兵庫県 栗山弥生 ベーシック
6 桑原 恭代 クワバラ ヤスヨ 新潟県 米山香菜子 ベーシック
7 酒本 理恵 サカモト リエ 福島県 水口真弓 ベーシック
8 中島 栄美 ナカシマ エミ 熊本県 平川有紀 ベーシック
9 旭 紘子 アサヒ ヒロコ 千葉県 徳弘有希 ベーシック

10 牛坂 愛 ウシザカ アイ 福島県 水口真弓 ベーシック
11 信澤 麻依子 ノブサワ マイコ 神奈川県 大内麻世 ベーシック
12 貝森 優子 カイモリ ユウコ 石川県 河崎知恵 ベーシック
13 増木 有里 マスキ ユリ 兵庫県 栗山 弥生 ベーシック
14 笹川 喜三子 ササガワ キミコ 新潟県 米山香菜子 ベーシック
15 室井 彩香 ムロイ アヤカ 福島県 牧野由佳 ベーシック
16 高澤 小愛 タカザワ サアイ 千葉県 秋山逸美 ベーシック
17 山岸 美紀 ヤマギシ ミキ 東京都 佐藤有香 ベーシック
18 風間 真依 カザマ マイ 山口県 段上智美 ベーシック
19 辻内 安希奈 ツジウチ アキナ 和歌山県 福田春奈 ベーシック
20 宮本 綾香 ミヤモト アヤカ 大分県 川野悦子 ベーシック
21 小沼 麻紀子 コヌマ マキコ 東京都 池村 和美 ベーシック
22 松井 文映 マツイ フミエ 富山県 水島 美紀 ベーシック
23 大野 博子 オオノ ヒロコ 大分県 川野悦子 ベーシック
24 角田 奈穂 ツノダ ナオ 埼玉県 小宮山　智美 ベーシック
25 小林 めぐみ コバヤシ メグミ 埼玉県 波多野さやか ベーシック
26 山本 優子 ヤマモト ユウコ 静岡県 中田いつみ ベーシック
27 老沼 ゆかり オイヌマ ユカリ 神奈川県 池村　和美 ベーシック
28 岸本 由希子 キシモト ユキコ 神奈川県 関本涼子 ベーシック
29 寺本 菜摘 テラモト ナツミ 兵庫県 西脇郁恵 ベーシック
30 北川 智子 キタガワ トモコ 鳥取県 安部麻里 ベーシック

1 松田 弥生 マツダ ヤヨイ 茨城県 泉夏美 アドバンス
2 佐藤 真里奈 サトウ マリナ 埼玉県 塚原めぐみ アドバンス
1 平川 有紀 ヒラカワ ユキ 熊本県 松本ひかる サイン
2 山下 沙織 ヤマシタ サオリ 愛知県 森山麻里 サイン
3 丸山 知恵 マルヤマ チエ 兵庫県 栗山弥生 サイン
4 吉高神 直美 キッコウジン ナオミ栃木県 三木　恵美 サイン
1 金子 奈津美 カネコ ナツミ 埼玉県 石井　三生 リフレ
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