
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 原田 奈美恵 ハラダ ナミエ 千葉県 小池浩代
2 大藤 茉希 オオトウ マキ 埼玉県 高橋友佳
3 小辻 結賀 コツジ ユカ 愛知県 玉城利依子
4 渡辺 舞子 ワタナベ マイコ 埼玉県 池村和美
5 美坂 麻衣子 ミサカ マイコ 埼玉県 佐藤　芳美
6 柳下 あゆみ ヤギシタ アユミ 埼玉県 関本涼子
7 小林 絵里子 コバヤシ エリコ 茨城県 小林　桃子
8 塩澤 愛 シオザワ アイ 静岡県 永谷亜季子
9 鈴木 万菜美 スズキ マナミ 静岡県 永谷亜季子
10 笹川 喜三子 ササガワ キミコ 新潟県 米山香菜子
11 五十嵐 明日香 イカラシ アスカ 新潟県 八子園子
12 岸本 由希子 キシモト ユキコ 神奈川県 関本涼子
13 松本 佳那 マツモト カナ 栃木県 飯島英美
14 渡邉 美香 ワタナベ ミカ 埼玉県 轟木　智子
15 秋山 博子 アキヤマ ヒロコ 山梨県 三井めぐみ
16 老沼 ゆかり オイヌマ ユカリ 神奈川県 池村　和美
17 高澤 小愛 タカザワ サアイ 千葉県 秋山逸美
18 桑原 恭代 クワバラ ヤスヨ 新潟県 米山香菜子
19 辻 奈美子 ツジ ナミコ 神奈川県 池村和美
20 橋本 あや ハシモト アヤ 東京都 土屋紗智子
21 谷口 なお タニグチ ナオ 茨城県 齊藤初美
22 筑紫 結 ツクシ ユイ 神奈川県 池村和美
23 貝森 優子 カイモリ ユウコ 石川県 河崎知恵
24 旭 紘子 アサヒ ヒロコ 千葉県 徳弘有希
25 御園生 あい ミソノオ アイ 群馬県 泉山 聡美
26 佐藤 真里奈 サトウ マリナ 埼玉県 塚原めぐみ
27 山岸 美紀 ヤマギシ ミキ 東京都 佐藤有香
28 布施 紀子 フセ ノリコ 千葉県 ひいろ　ちはる
29 池田 沙織 イケダ サオリ 新潟県 米山香菜子
30 角田 奈穂 ツノダ ナオ 埼玉県 小宮山智美
31 松尾 桂子 マツオ ケイコ 埼玉県 池村和美
32 小沼 麻紀子 コヌマ マキコ 東京都 池村 和美
33 齋藤 知美 サイトウ トモミ 東京都 小池浩代

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 谷村  春華 タニムラ ハルカ 神奈川県 清田美穂
2 三好 真智子 ミヨシ マチコ 千葉県 山崎美紀
3 玉城 利依子 タマシロ リエコ 愛知県 及部富子
4 高橋 麻沙美 タカハシ マサミ 埼玉県 関本　涼子
5 瀧川 貴子 タキガワ タカコ 千葉県 三好真智子
6 奥原 麻未 オクハラ アサミ 沖縄県 徳門　さゆり
7 阿部 晃子 アベ アキコ 埼玉県 近藤知子
8 小原 由美子 オハラ ユミコ 東京都 青木美和子
9 高津 絵里 タカツ エリ 埼玉県 奥山紀子
10 徳門 さゆり トクジョウ サユリ 沖縄県 関本涼子
11 佐藤 有香 サトウ ユカ 埼玉県 須貝円香
12 鞠子 由香理 マリコ ユカリ 山梨県 三井めぐみ
13 秋澤 好美 アキサワ ヨシミ 東京都 青木美和子
14 加藤 ゆり かとう ゆり 東京都 青木美和子

２０１９年6月神奈川会場



15 丸山 裕子 マルヤマ ユウコ 山梨県 三井めぐみ
16 土屋 紗智子 ツチヤ サチコ 東京都 関本涼子
17 細川 弓子 ホソカワ ユミコ 東京都 松本亮子
18 中川 小夜子 ナカガワ サヨコ 千葉県 大室　恵里
19 青木 圭子 アオキ ケイコ 群馬県 根本朋子
20 向川 順子 ムコウガワ ジュンコ 神奈川県 吉村　美奈
21 桐木 央恵 キリキ ヒサエ 千葉県 松本加七美
22 大川 香織 オオカワ カオリ 神奈川県 佐藤恵
23 高橋 悠美絵 タカハシ ユミエ 埼玉県 齊藤知恵子
24 松本 加七美 マツモト カナミ 千葉県 加藤　りか
25 平良 ありさ タイラ アリサ 東京都 小池浩代
26 秋山 逸美 アキヤマ イツミ 東京都 小宮山智美
27 奥山 聖子 オクヤマ セイコ 神奈川県 山内　椎菜
28 鈴木 徹子 スズキ テツコ 東京都 齊藤博美
29 宮田 麻由実 ミヤタ マユミ 栃木県 浅野典子
30 津川　 美雪 ツガワ ミユキ 千葉県 大室　恵里
31 太田 智子 オオタ トモコ 東京都 長内　麻依
32 長内 麻依 オサナイ マイ 東京都 関本　涼子

スタートゼミ/講師認定検定（新規・ホワイト）

No. 氏名 フリガナ 在住県 講師 備考

1 千葉 歩 チバ アユム 埼玉県 松渕可奈子
2 高野 泰子 タカノ ヤスコ 神奈川県 黒田 恵子
3 金子 奈津美 カネコ ナツミ 埼玉県 石井三生

スタートゼミ/講師認定検定（更新・ホワイト）

No. 氏名 フリガナ 在住県 講師 備考

1 青山 里香 アオヤマ リカ 静岡県 森竹典子
2 中野 真緒 ナカノ マオ 東京都 伊藤友里愛
3 佐井川 真紀 サイカワ マキ 神奈川県 齊藤 初美
4 関口 真紀子 セキグチ マキコ 群馬県 三ツ橋由夏
5 有路 恵利果 アリジ エリカ 東京都 小池　浩代

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 関本 涼子 セキモト リョウコ 神奈川県 関本涼子
2 佐藤 知子 サトウ トモコ 栃木県 関本涼子
3 河崎 知恵 カワサキ チエ 富山県 水島美紀
4 佐藤 恵 サトウ メグミ 神奈川県 鵜名山真由美


