
認定講師一覧（五十音順） 2022年5月時点

JMA-shuuemura認定講師 JMA認定講師 セルフメイク認定講師

岩田 弘子 朝倉 泰子 茶谷 英子 石井 恵子

大樫 多恵子 阿部 英恵 陳 靄嵐 繪村 久美子

大城 絵見理 有馬 梨紗 辻 弘美 岡田 ゆう子

大野 美奈子 有村 美保 中岡 弘喜 岡田 莉奈

小川 孝子 池原 美枝子 永田 早代 沖中 たえ

奥田 利子 池辺 舞子 仲西 小百合 尾﨑 智衣

垣内 綾子 石井 香里 永野 順子 川津 優貴恵

金山 真美 石川 絵美 中山 いずみ 黒川 味里

川上 絵理 石堂 津多江 成竹 幸子 佐久間 愛素佳

川島 沙織 井手 陽子 新沼 絵理 白井 沙希

木村 裕美 李 慧瑛 能田 美奈 新谷 智子

木村 美紀 入口 誠子 野田 有子 杉井 慶子

楠 雅代 宇都 順子 白 羽 杉本 静香

こみ山 えい子 江﨑 栄美 羽鳥 美保 張 卉

小宮山 美代子 及川 渓 花高 亜紀 中村 至代

榊原 幸子 王 雨薇 林田 凛 福島 麻紀

重松 愛子 大塚 千佳 原崎 房代 福田 由佳里

島袋 優 大場 智津 平林 身江子 藤本 かおり

住安 美穂 岡野 早苗 平松 眞治 安井 麻里加

関本 利恵 織田 純子 福田 惠 芳川 宏美

仙波 愛美 柏原 公美子 福永 望美

髙田 眞由美 片岡 詠子 福村 純子

高良 明日香 河内 房子 福本 真弓

徳差 あつこ 川元 明美 藤原 典子

野場 陽子 木川 久美 放生 順子

則 めぐみ 蔵持 佑生子 保坂 あかね

蜂須賀 亜希子 倉元 如 前原 沙叔里

比企 恵美子 黄 晶晶 増田 京子

平田 知世 河野 桃子 松林 真紀

藤山 奈美 近藤 亜紀 丸山 瑞恵

舩越 久恵 酒井 明美 毛利 美保

本多 菜穂 坂口 奈緒子 元繁 あゆみ

萬川 亜未 佐々木 美代子 森口 明美

宮里 里苗 佐々田 美穂 守屋 繁美

宮田 和子 佐藤 卓也 八木 彬

持留 朱美 サトウ ユミ 山崎 あかね

森脇 優子 椎葉 舞子 山﨑 裕美

吉田 有沙 柴田 真紀子 山下 咲

葭矢 峰世 渋谷 恵 山田 かおり

鈴木 佐知子 湯浅 妙子

鈴木 静江 吉田 夏実

関根 則子 劉 文静

高瀬 陽子 林 立

高田 千加子 和田 沙絵

竹本 圭子 渡邊 愛

田尻 彩子 渡辺 麻紀

田中 義之 渡邊 正人

田邊 友子 渡辺 幸美


