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（別紙1）
B級指導者としての有効期限が2019年12月末に切れる方の扱いは以下とする。

2020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/2027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／2025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。

■2019.12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 3159 佐藤 英明 東北 703102 斎藤 和真
北海道 403390 小山内 大地 東北 802115 堀切 七恵
北海道 503209 岡崎 由佳 東北 802127 加藤 智奈美
北海道 503246 臼井 裕紀 東北 802174 河田 薫
北海道 503253 輔田 泰智 東北 802182 山口 歩
北海道 503285 中坂 高志 東北 1001396 平野 智之
北海道 503287 名村 哲至 東北 1001434 保苅 麻菜美
北海道 503306 ⻄村 武訓 東北 1101178 近藤 将人
北海道 603323 徳山 智代 東北 1101183 舟山 祥平
北海道 603327 茂庭 夕貴 東北 1101185 志田 和紀
北海道 603368 加藤 慎吾 東北 1101650 原田 東
北海道 603608 本間 裕助 東北 1101970 解良 杏菜
北海道 603615 寺林 岬 東北 1102171 佐藤 告天子
北海道 703552 土田 周人 東北 1103590 手塚 暁彦
北海道 802336 渡辺 崇史 2019A受講中 東北 1201430 奥山 藍
北海道 802452 生藤 亜依 東北 1201437 須田 光千野
北海道 903399 石河 遥 東北 1202365 千葉 光亮
北海道 903427 ⻑⾕部 翔⾺ 東北 1202368 橋本 武
北海道 1002679 ⻄川 佳⽃ 東北 1202561 武田 和人
北海道 1002681 田森 航也 東北 1202869 間野 由布子
北海道 1003210 伊藤 貴文 東北 1202871 十川 麻衣
東北 2739 山本 信 東北 1203339 石川 佳奈枝
東北 3625 山⾕ 季理子 東北 1203673 入倉 健
東北 6850 ⻫藤 淑子 東北 1203718 井出 綾花
東北 403388 臼田 祐太 東北 1203723 佐藤 里莉
東北 503353 金野 歩未 東北 1203728 今井 陽子
東北 601943 小野 薫 東北 1300061 畠山 恵璃
東北 602010 山中 麻美 東北 1300068 佐藤 優衣
東北 602134 松岡 聖史 東北 1300098 高橋 美咲
東北 702344 布宮 亜樹 東北 1300099 高橋 絵里奈
東北 702380 原田 南 東北 1300463 鈴木 裕江
東北 702383 伊東 裕希 東北 1300647 今野 雅生
東北 702459 佐藤 徹也 東北 1302150 佐藤 琴音



2 / 5

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
東北 1303236 磯島 匠 関東 601016 上野 恵美
東北 1303238 佐藤 悠介 関東 602099 中⾕ 圭佑
東北 1303240 鈴木 隆太 関東 602251 ⽃光 瞬
東北 1303242 ⻑藤 淳 関東 602812 月森 晴基
東北 1400132 岡 舞花 関東 602885 橋本 悠太
東北 1400139 小柳津 千晶 関東 603086 齋藤 拓也
東北 1400349 高橋 菜緒 関東 603462 箕輪 愛海
東北 1400350 石川 茉莉 関東 701285 萩原 里絵
関東 2781 渡辺 奈緒 関東 701407 三浦 元太郎
関東 3214 川又 教代 関東 701842 幾島 野枝
関東 4258 阿見 千律子 関東 702977 小宮山 貴史
関東 4555 佐々木 圭 関東 703073 岩崎 海里
関東 4676 末木 信丈 関東 800717 河島 妃奈子
関東 5044 水上 大輔 関東 800867 河原崎 美保
関東 5144 小川 弘 関東 801543 山口 慎平
関東 6246 柳林 泰文 関東 801888 ⼾花 夏緒里
関東 7412 加藤 育洋 関東 802832 小林 はるか
関東 8979 志田 匡士 関東 803112 大庭 成浩
関東 100533 牧 美奈子 関東 900431 奈良 祐人
関東 100668 竹内 彩 関東 900906 福田 麗
関東 101472 立野 順生 関東 900915 千野 亜弥子
関東 102206 冨満 能武 関東 900969 川村 恭平
関東 200397 池田 亜里沙 関東 901721 山口 枝梨花
関東 200456 岩本 海介 関東 901787 水嶋 剛
関東 201338 松井 理紗 関東 902752 五十嵐 勇紀
関東 302005 小内 由賀 関東 1000182 山下 友美子
関東 302374 中村 謙仁 関東 1000238 高坂 みゆき
関東 302416 品川 佳寿美 関東 1000398 松田 陽子
関東 302547 佐保田 裕介 関東 1000403 稗田 早織
関東 302625 吉田 卓矢 関東 1000793 木村 奈穂
関東 400822 関⾕ 智実 関東 1000855 松岡 賢
関東 402076 高橋 塁 関東 1001336 市原 一輝
関東 402305 内藤 雄介 関東 1002491 山田 あやか
関東 500283 伊藤 咲哉 関東 1100043 若槻 美波
関東 501267 和食 佑 関東 1100059 伊藤 あみ
関東 501793 今井 彩乃 関東 1100086 大塚 恵菜
関東 502394 大久保 茜 関東 1100090 大塚 萌子
関東 600189 柏葉 麻実 関東 1100260 中村 圭
関東 600289 加藤 千沙 関東 1100727 畠中 十和子
関東 600663 曽山 のぞみ 関東 1100846 廣野 睦
関東 600899 丸山 亜矢子 関東 1100864 荒木 千広
関東 601010 高柳 由夏 関東 1101494 川本 華子
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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 1101495 北原 咲 東海 902332 北風 礼那
関東 1101499 嘉陽 夏子 東海 902821 位田 知美
関東 1101769 飯田 千尋 東海 903378 ⻤頭 阿希
関東 1200443 渡邉 なつみ 東海 903484 藤永 涼
関東 1200445 山木 絵里加 東海 903882 中野 優実
関東 1200446 池山 采香 東海 1000030 岡田 渓
関東 1200539 吉池 真梨 東海 1002737 永田 知美
関東 1202582 太田 麻衣子 東海 1002749 松本 瑠奈
関東 1203059 日比 真央 東海 1102296 成瀬 亜美
関東 1300715 川崎 佳大 東海 1103191 巴山 貴晶
関東 1301081 石橋 みずき 関⻄ 462 伊勢 雄太
関東 1301845 下山 智加 関⻄ 4265 田中 貴章
関東 1301846 山野井 理奈 関⻄ 4939 堀内 金吾 2019A受講中
関東 1302313 山口 量平 関⻄ 4953 横矢 奈津子
東海 2367 若松 利夫 関⻄ 4994 苅田 純
東海 4199 橋本 智弘 関⻄ 5085 田川 康介
東海 102296 丹羽 玲子 関⻄ 8188 辰己 育広
東海 202909 山口 昌吾 関⻄ 101055 本持 裕亮
東海 301045 穂積 由香里 関⻄ 201746 巽 圭司
東海 401155 高柳 弥晴 関⻄ 201753 髙松 真也
東海 402139 花井 梨恵子 関⻄ 202123 江原 祐美
東海 402233 竹内 美香 関⻄ 301330 森本 涼子
東海 502144 荒川 早友里 関⻄ 400098 舟引 祐実
東海 502164 中村 健志 関⻄ 400118 中⻄ 沙希
東海 502799 熊田 あかね 関⻄ 401723 新崎 泰隆
東海 502801 伊神 咲季 関⻄ 402527 波多野 智美
東海 600466 坂田 悠 関⻄ 404081 山田 寿代
東海 600503 杉浦 巴架 関⻄ 500836 松下 夏子
東海 601524 杉浦 友章 関⻄ 501131 小寺 雅子
東海 700885 伊藤 唯 関⻄ 501809 玉置 功一
東海 700972 木野村 宏文 関⻄ 501832 岩佐 れん
東海 701050 古藤 衣里子 関⻄ 502772 川本 眸
東海 701451 近藤 紗也子 関⻄ 503638 津田 典之
東海 702184 杉浦 佳奈恵 関⻄ 600308 阪田 多加代
東海 702608 堀 信之 関⻄ 600310 前田 紗央里
東海 702917 本間 進 関⻄ 600318 今井 佐帆子
東海 800635 田中 絵理 関⻄ 600321 澤 美香
東海 801258 髙橋 理佳 関⻄ 600789 中村 悠
東海 802354 山本 ゆい 関⻄ 602342 白井 まみ
東海 802382 田中 麻耶人 関⻄ 602700 野村 敬吾
東海 900768 粟村 恵理華 関⻄ 700874 中⾕ 麻理奈
東海 900769 河合 絢乃 関⻄ 701037 中塚 加奈子
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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
関⻄ 702266 野村 有里 関⻄ 1103158 服部 瑞穂
関⻄ 702267 木村 愛 関⻄ 1103163 杉本 結麻
関⻄ 800258 佐々木 未央 関⻄ 1201110 梶村 梨花
関⻄ 800933 高 秀明 関⻄ 1201308 浅田 真由子
関⻄ 801009 岩上 誠 関⻄ 1201574 菅⾕ 真奈
関⻄ 801358 湯口 未菜 関⻄ 1201581 菊⾕ 育代
関⻄ 801423 八部 崇史 関⻄ 1201591 森田 真央
関⻄ 801428 弓場 紳太郎 関⻄ 1202062 楢原 彰太
関⻄ 802607 木下 栄理子 関⻄ 1202067 松永 暁
関⻄ 803231 三好 咲子 関⻄ 1202074 徳梅 麗子
関⻄ 803563 田宮 優大 関⻄ 1202080 中村 奈々恵
関⻄ 803719 川内 朝美 関⻄ 1202082 山田 亜未
関⻄ 900417 前阪 知花 関⻄ 1202913 糸井 通裕
関⻄ 900423 中村 千紘 関⻄ 1203651 向井 義臣
関⻄ 900424 向 優穂 関⻄ 1203841 押⾕ 梓司
関⻄ 901062 阪本 雅文 関⻄ 1204038 安次富 利依奈
関⻄ 901867 四元 千賀 関⻄ 1301199 車田 勇輝
関⻄ 902537 宮端 杏奈 関⻄ 1301449 志水 翔大
関⻄ 902541 神田 文音 関⻄ 1301450 城山 龍一
関⻄ 902543 平野 陽子 関⻄ 1301451 前田 晃介
関⻄ 902697 荒井 咲耶 関⻄ 1301582 森本 匡美
関⻄ 902699 新保 亜美 関⻄ 1302878 鎌田 明里
関⻄ 902878 金光 慶大 関⻄ 1302881 藤井 紫保
関⻄ 902884 石田 篤義 関⻄ 1302884 阿部 七奈子
関⻄ 902889 植下 徹也 関⻄ 1302890 小⻄ 美奈
関⻄ 903237 後藤 文哉 関⻄ 1302892 今岡 晴香
関⻄ 1000559 蓑田 祥子 関⻄ 1302898 竹中 香月
関⻄ 1000560 帯山 侑女 関⻄ 1303846 中村 仁美
関⻄ 1000561 苗村 瑞穂 関⻄ 1304019 森田 霞
関⻄ 1001562 三島 優人 関⻄ 1304020 酒井 琴歩喜
関⻄ 1002451 南 麗 関⻄ 1304022 河瀬 朱理
関⻄ 1002453 麻生 志保 関⻄ 1401065 藤村 裕太郎
関⻄ 1002577 岡田 公美子 関⻄ 1401376 奥田 葉月
関⻄ 1002578 土野 史子 関⻄ 1401381 藤本 有里香
関⻄ 1002582 新垣 恵理子 関⻄ 1401514 野杁 万侑子
関⻄ 1101235 大野 睦実 関⻄ 1401520 三村 紗穂
関⻄ 1102084 笹倉 啓佑 関⻄ 1401947 大野 涼香
関⻄ 1102124 和田 貴充 関⻄ 1401948 吉村 怜子
関⻄ 1102398 嶋 花織 関⻄ 1402682 水川 ゆきの
関⻄ 1102399 竹尾 麻恵 中四国 303418 粉河 恵一
関⻄ 1102401 淺田 葵 中四国 501470 芳野 実佳
関⻄ 1102816 永田 晴哉 中四国 501655 木村 充志



5 / 5

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
中四国 502118 村上 寛洋 中四国 1101325 井上 千穂
中四国 502225 藤原 大希 中四国 1101326 鍵田 実奈⺒
中四国 601606 津村 知明 中四国 1101328 藤原 彩香
中四国 602424 真砂 圭輔 中四国 1103061 加藤 梨子
中四国 700743 平石 大貴 中四国 1103062 山本 翠
中四国 701079 前原 由宇 中四国 1103063 松永 奈々
中四国 701238 曽川 敬太 中四国 1103066 藤井 裕子
中四国 801452 ⻫藤 麻衣 中四国 1103067 河⻄ 瞳
中四国 801453 所 珠加 中四国 1201171 板倉 汐里
中四国 801594 山本 耕平 中四国 1201173 遠藤 ゆかり
中四国 802802 上原 佑介 中四国 1201179 大⻄ 雄大
中四国 900877 記⻁ 日香里 中四国 1201205 里見 紘寿
中四国 900881 白石 春奈 中四国 1202989 松浦 奈見
中四国 901187 内藤 咲紀 中四国 1203530 今中 友里絵
中四国 901206 橋本 佳奈 中四国 1303572 武⻄ 優美
中四国 901210 善家?愛 中四国 1303704 堀井 志保
中四国 901514 大田 菜摘 中四国 1304238 伊藤 恵哉
中四国 901838 小林 健太 九州 303356 占部 幸治
中四国 1001290 永田 祥貴 九州 403993 原 健太郎
中四国 1001695 上村 綾佳 九州 500828 木梨 桃子
中四国 1001697 北方 咲 九州 503932 門口 佳子
中四国 1001769 渡邉 健一 九州 902147 窪田 隼人
中四国 1001770 脇川 太一 九州 903473 甲斐田 沙織
中四国 1001781 田中 美菜子 九州 1002478 原田 滉
中四国 1001788 古森 美保 九州 1003648 藤澤 寿洋
中四国 1002520 中城 亜莉沙 九州 1203790 入江 俊
中四国 1002522 池北 実加 九州 1204099 中村 弘一
中四国 1002523 岡田 真美 九州 1300133 安藤 早弥花
中四国 1002524 清永 百香 九州 1300610 稲田 萌
中四国 1002525 土⾕ 清香 九州 1300626 占部 はるか
中四国 1002725 佐伯 和加奈 九州 1300705 草野 夏希
中四国 1002728 浦上 千佳 九州 1301996 笹原 洋子
中四国 1100248 壺坂 知広 九州 1303600 古園 健人
中四国 1100259 中⾕ 隆寛
中四国 1100267 三好 友陽
中四国 1101025 内川 貴喜
中四国 1101028 奥村 光
中四国 1101031 樽⾕ 将司
中四国 1101320 三⾕ ちひろ
中四国 1101321 八木 華奈子
中四国 1101322 濱本 沙貴
中四国 1101324 竹井 千裕


