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（別紙2）

B級指導者としての有効期限が2020年12月末に切れる方の扱いは以下とする。

2021年度A級指導者認定講習会の受講：可能

　・受講した場合

　　　A級指導者として認定→A級取得（有効：7年/2028年12月末まで）

　　　A級指導者として認定見送り→B級維持（有効：5年／2026年12月末まで）

　・受講しなかった場合

　　　B級失効。改めてB級指導者認定講習会を受講する必要あり。

■2020.12月末・B級有効期限を迎える方々／会員番号は2019年まで使用していた番号

B級受講地区 会員番号 氏名 備考 B級受講地区 会員番号 氏名 備考

北海道 302978 増田 絵利 北海道 1403411 古高 里菜

北海道 901674 川島 香織 北海道 1403498 佐藤 涼生

北海道 903852 野口 愛由 北海道 1404674 宮武 希衣

北海道 1002534 佐藤 里咲 北海道 1404675 今村 文音

北海道 1103392 渡邊 哲矢 北海道 1500107 桃井 彩加

北海道 1103400 亀田 滉貴 北海道 1500170 岩本 拓磨

北海道 1103406 田中 隆介 東北 404033 菊池 美紀

北海道 1103409 村山 淳人 東北 1201524 髙橋 美紗子

北海道 1200907 堀野 愛 東北 1202857 五月女 里梨

北海道 1201798 竹内 祐人 東北 1203312 宮原 修人

北海道 1201805 西井 優 東北 1500553 安達 由佳

北海道 1201819 神田 柊一郎 東北 1500566 土田 咲絵

北海道 1201883 石原 由貴 東北 1500567 常田 真葵音

北海道 1301675 角野 祐貴 関東 203 田中 理恵

北海道 1301676 宮脇 寛治 関東 1391 飯田 久代

北海道 1302159 鎌田 奈実子 関東 3059 竹内 晶子

北海道 1302415 福地 成海 関東 4814 高橋 浩平

北海道 1302424 平沢 優花 関東 200989 大森 登太

北海道 1302426 明田 有沙 関東 602766 野口 真由美

北海道 1302814 谷口 知夏子 関東 700387 岩田 麻衣子

北海道 1302816 新堀 咲里 関東 801482 和田 正彦

北海道 1302820 安藤 実紗 関東 900317 五十嵐 千智

北海道 1303395 西 葉月 関東 901255 金子 優祐

北海道 1303533 江村 芽吹 関東 901545 牛木 真之

北海道 1303912 江間 満里奈 関東 1000113 高橋 未来

北海道 1303950 阿部 友哉 関東 1000839 奥山 千穂

北海道 1303956 寺地 渉 関東 1000846 大石 陽子

北海道 1401650 金子 侑生 関東 1000990 奥 晴雄

北海道 1401653 川合 智也 関東 1001338 山崎 光洋

北海道 1402262 藤田 なつみ 関東 1002030 八重樫 奈々

北海道 1402714 河本 匡平 関東 1002034 岡田 久美

北海道 1402721 四宮 一 関東 1002612 二ノ宮 太一

北海道 1403280 福司 雅幸 関東 1003481 前嶋 浩輝
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B級受講地区 会員番号 氏名 備考 B級受講地区 会員番号 氏名 備考

関東 1100030 森下 明 関東 1301152 佐藤 太飛

関東 1100542 西城 友香 関東 1301153 玉井 孝幸

関東 1100550 熊谷 杏菜 関東 1301155 中澤 祐介

関東 1101157 松本 仁兵 関東 1301699 京谷 彩

関東 1101504 畑 かりん 関東 1301771 窪田 祐子

関東 1101514 辻本 麻亜 関東 1302648 中村 萌江

関東 1101820 阿保 賢二 関東 1303459 浅井 拓人

関東 1103220 南 大地 関東 1303461 守 紘世

関東 1103599 藤井 峻 関東 1400677 長岡 千尋

関東 1103929 柴田 涼平 2020A受講中 関東 1400945 松本 玲

関東 1200135 徳田 駿大 関東 1401008 工藤 理佳

関東 1200230 川勝 美輝 関東 1401019 綿田 美優

関東 1200481 森永 朝 関東 1401199 室野井 彩華

関東 1200546 松本 卓也 関東 1401828 白子 未祐

関東 1200571 竹田 菜穂 関東 1401836 力丸 絢

関東 1200745 大塚 彩花 関東 1401845 大木 茉莉

関東 1201008 佐藤 崚太 関東 1402236 金子 愛美

関東 1201341 石川 緑 関東 1402239 近藤 美緒

関東 1201481 細梅 靖晶 関東 1402240 美馬 奈津子

関東 1201486 筒井 大揮 関東 1402241 山下 由梨香

関東 1201498 山田 悠史 関東 1402243 澁谷 理彩

関東 1201609 堀田 昭子 関東 1402393 青木 友里

関東 1201710 須東 駿太 関東 1402422 吉田 秋

関東 1201836 岡野 一希 関東 1402650 木村 友香

関東 1201966 清水 大智 関東 1403492 大山 はるか

関東 1202384 石野 雅貴 関東 1404071 西舘 穂乃香

関東 1202644 近藤 弘彬 関東 1404088 中平 好美

関東 1202754 長峰 靖恭 関東 1500076 宮代 祐希

関東 1203776 大野 翔太 関東 1500118 岩崎 佑己

関東 1203822 内山 めぐみ 関東 1500164 木内 なつみ

関東 1300105 梶原 里沙 関東 1500350 亀井 美希

関東 1300246 藤原 美優 関東 1500365 三浦 恵利子

関東 1300342 小山 諒太郎 関東 1501932 井上 弓子

関東 1300418 深澤 眞幸 関東 1200596 鈴木 花野

関東 1300811 大津留 史麻 関東 1202752 倉島 航太

関東 1300814 末永 葵 関東 1400705 鈴木 夏菜

関東 1300815 水口 瞳 東海 4426 八木 信行

関東 1300818 生田目 南 東海 301111 竹谷 省吾

関東 1300898 井出 啓樹 2020A受講中 東海 401406 堀田 真広

関東 1301023 名頭薗 由維奈 東海 401700 竹内 将人

関東 1301024 高橋 希衣 東海 700961 榊原 晃輔

関東 1301074 山岡 元気 東海 701597 伊藤 香織
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東海 803247 村上 公浩 関西 1001667 小牧 文香

東海 1000400 亀岡 綾乃 関西 1001709 亀田 華菜恵

東海 1002294 山田 麻莉 関西 1002181 寺田 和暉

東海 1101293 立田 愛実 関西 1002654 辻田 達也

東海 1201857 朽名 里奈 関西 1002656 川端 凌

東海 1202321 丸山 大輝 関西 1003104 市川 葉月

東海 1301737 和田 菜摘 関西 1003106 後藤 明日香

東海 1301999 出口 美緒 関西 1003113 向井 三稀 2020A受講中

東海 1302531 間瀬 大介 関西 1003341 大畠 千咲

東海 1302539 坂 拓弥 関西 1003342 入江 かおり

東海 1303227 成相 紗良 関西 1100744 番匠谷 美渚

東海 1400713 打保 琴子 関西 1100783 中井 裕衣

東海 1400724 西本 有里子 関西 1101080 田中 友理

東海 1400728 宮前 有希 関西 1101084 塚田 千晶

東海 1402679 伊集院 蝶子 関西 1101712 岩元 美波

東海 1402678 伊藤 江美 関西 1102025 小林 千尋

東海 1502109 松尾 智美 関西 1102273 神野 将太

東海 1403600 岩田 侑子 関西 1103034 小堀 槙子

関西 2140 中村 武志 関西 1103078 齋藤 孝祐

関西 4718 山中 拓也 関西 1103542 嶋野 純平

関西 101088 大西 貴和 関西 1103543 豕瀬 克徳

関西 101928 平井 夏海 関西 1103605 羽原 悠貴

関西 102432 上野 勝義 関西 1103998 井上 将徳

関西 301309 榊原 朋子 関西 1200080 橋本 万梨子

関西 302904 榊原 健太郎 関西 1200849 加藤 あずさ

関西 601700 五條 麻人 関西 1201297 川面 江里

関西 601710 豊幾 志都 関西 1201359 合田 真帆

関西 702875 安達 知里 関西 1201396 鴨谷 真凜

関西 703262 山田 理絵 関西 1201450 富家 香代子

関西 703969 下垣 建太朗 関西 1201451 魚谷 優

関西 801981 岡田 梨沙 関西 1201565 德久 明香

関西 802458 前田 基樹 関西 1201645 小柴 良子

関西 802464 玉置 一樹 関西 1202081 堀 希美佳

関西 802487 狩浦 由香 関西 1202155 原田 百果

関西 900176 森本 久美子 関西 1202178 河村 侑馬

関西 900624 平田 有 関西 1202919 川北 真

関西 902134 阿部 竜士 関西 1203220 小宮山 碧

関西 903075 平井 未央 関西 1203529 上出 あゆみ

関西 1001058 山本 ひかり 関西 1203597 秋山 寛次

関西 1001366 今田 有香 関西 1203850 新谷 勇太

関西 1001378 松本 澪 関西 1204042 藤田 大貴

関西 1001633 吉井 あい 関西 1204064 宮井 祐太朗
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B級受講地区 会員番号 氏名 備考 B級受講地区 会員番号 氏名 備考

関西 1301233 林田 孝祐 中四国 1102801 小川 踊子

関西 1301940 片山 彩 中四国 1201557 菅原 利宣

関西 1301943 小柳 有里奈 中四国 1201559 大内 雄太

関西 1302174 前谷 遥香 中四国 1202451 永井 絵理

関西 1302287 乾 有伽 中四国 1203257 坪内 厚志

関西 1302384 福井 大地 中四国 1203268 的場 正樹

関西 1302766 志馬 くるみ 中四国 1203497 刈谷 祐斗

関西 1303289 谷 せいな 中四国 1204158 神田 隆柱

関西 1303294 植木 唯香 中四国 1302680 中野 稚菜

関西 1304016 馬場 勇輔 中四国 1303161 三浦 春香

関西 1304090 浮守 寧々 中四国 1303165 藤澤 怜子

関西 1401277 安岡 みゆき 中四国 1303382 林 奈穂

関西 1401284 藤原 真由美 中四国 1303386 浅尾 みなみ

関西 1401290 江原 紗希 中四国 1303387 新谷 日奈子

関西 1401350 深見 奈々 中四国 1303389 鹿取 陽菜

関西 1401351 木曽 真由香 中四国 1303631 新宅 愛

関西 1401675 合田 夏帆 中四国 1303634 岡本 爽月

関西 1401676 山﨑 友貴 中四国 1400035 嘉屋本 美海

関西 1401677 平井 涼子 中四国 1400749 櫻井 彩樺

関西 1401961 清嶺地 歩 中四国 1400874 西原 有恵

関西 1402284 花岡 未希 中四国 1400882 青山 夏紀

関西 1402565 村田 芙紀 中四国 1401057 藤本 千春

関西 1402567 紀田 真美 中四国 1402116 阿部 紅音

関西 1402908 平野 夏鈴 中四国 1402117 有馬 実希

関西 1403067 加藤 遼 中四国 1402119 坂根 知佳子

関西 1403787 津田 美希 中四国 1402121 中野 令菜

関西 1403848 尾林 安紗 中四国 1402861 大家 真由

関西 1403884 世古 智子 中四国 1402862 小田 麻友美

関西 1404249 中 研輔 中四国 1402863 杉原 みのり

関西 1404389 尾本 佳奈美 中四国 1402865 山田 智香子

関西 1500020 松井 純一 中四国 1403653 倉重 孔隆

関西 1501655 高橋 良輔 中四国 1403838 古瀬 仁美

関西 1501658 西田 晃大 中四国 1500368 福岡 桃佳

関西 1504425 岡 柚希 中四国 1502340 中島 萌絵

関西 1504426 仁波 世海 中四国 1502346 筒井 詢子

中四国 303474 榎本 真也 中四国 1502347 角下 遥香

中四国 502113 安田 昌司 中四国 1502759 竹中 麻里

中四国 900885 藤田 敦子 中四国 1503569 田中 智映

中四国 1001039 井上 優八 中四国 1503572 峠 花観

中四国 1001704 江上 由夏 中四国 1503574 村田 梓

中四国 1100262 数井 竜太 中四国 1503696 大泉 里緒

中四国 1100511 田中 遥 中四国 1504079 梅岡 真央
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B級受講地区 会員番号 氏名 備考 B級受講地区 会員番号 氏名 備考

九州 5619 田中 雄介 九州 1501276 吉村 薫

九州 103115 足立 安優 九州 1501279 宮田 佳奈

九州 401032 泉 惇介 九州 1503544 志水 結香

九州 1001734 諸冨 美波 九州 1503711 荻原 沙季

九州 1002402 深田 蘭 2020A受講中 九州 1503714 分部 リカ

九州 1003137 團 友美 九州 1503715 王丸 夏希

九州 1003146 近藤 美里 九州 1503719 川村 知保合

九州 1003270 入澤 響 九州 1503720 山本 紗衣

九州 1103057 徳丸 歩美 九州 1503723 稲田 真子

九州 1103694 浦田 陽子 九州 1503731 竹内 瑞妃

九州 1103797 中島 一樹 九州 1600002 瀧口 碧

九州 1203612 本川 準一郎

九州 1203678 田村 あゆみ

九州 1203996 上田 麻由

九州 1204117 原田 大

九州 1300407 稲永 泰之

九州 1300469 本多 立季

九州 1300612 花村 梓

九州 1300622 大野 桃実

九州 1300699 宮﨑 明日光

九州 1301378 岸川 由佳

九州 1301379 中田 美紗

九州 1303100 光安 穂菜美

九州 1303105 秋山 健太郎

九州 1303124 長谷川 泰一

九州 1402126 山田 さき

九州 1402129 平川 佑香

九州 1402160 寺尾 誠弘

九州 1402411 平田 柚有奈

九州 1402637 高椋 真奈

九州 1402644 田井 花佳

九州 1402894 渡邊 裕子

九州 1403037 杉本 乃彗

九州 1403460 遠藤 小雪

九州 1403463 西山 美咲

九州 1403466 田中 伶果

九州 1403710 川口 りさ

九州 1403770 時枝 知佳

九州 1403774 谷 美咲

九州 1404107 沖 楓

九州 1404155 里村 昭

九州 1500019 白石明華音


