
本部教授4 今⼤路 隆⼦ 教授1 橋本 陽子 教授6 沖 久仁子 本部講師ゼネラル1 栗⽥ 照⼦

本部教授4 井上 美代子 教授1 佐藤 さか江 教授6 生野 幸代 本部講師ゼネラル1 和⽥ 惠利⼦

本部教授4 山口 恵子 教授1 ⽜⽥ 奈央⼦ 教授6 ⻄井 真由美 本部講師ゼネラル1 ⻫藤 紀久代

本部教授4 中田 とも子 教授1 神⽥ 良⼦ 教授7 平松 啓子 本部講師ゼネラル1 濃野 久美子

本部教授5 酒井 百合子 教授1 吉川 由子 教授7 ⼤塚 理恵⼦ 本部講師ゼネラル1 川上 昌子

本部教授5 松宮 早利 教授2 十河 田鶴子 教授7 川口 ひろみ 本部講師ゼネラル1 藤原 弘子

本部教授5 大山 祐子 教授3 福田 恵美子 教授7 今井 朋子 本部講師ゼネラル1 前原 恵子

本部教授6 ごとう かずこ 教授3 磯⽥ 知⾥ 教授7 酢谷 和子 本部講師ゼネラル1 松盛 恭代

本部教授6 夏川 恵子 教授3 狩野 貴美江 教授7 森島 順子 本部講師ゼネラル1 安永 たかね

本部教授8 松宮 由味 教授3 芳賀 和子 教授7 宮井 真佐子 本部講師ゼネラル1 ⻑⽥ 千鶴

本部教授8 梶谷 十江 教授3 畑 百代 教授7 有馬 恵子 本部講師ゼネラル1 中島 小夜子

本部教授9 中村 静江 教授3 野口 佐代子 教授7 清家 優子 本部講師ゼネラル1 小畠 啓子

本部教授10 ⼩柳津 柚美⼦ 教授3 木澤 育子 教授7 洞澤 たず⼦ 本部講師ゼネラル1 大島 明子

教授3 前川 淳子 教授8 福原 泰代 本部講師ゼネラル1 門田 和枝

教授4 ⾦岡 光代 教授8 横関 光子 本部講師ゼネラル1 天野 圭子

教授4 菅 育子 教授8 森下 典子 本部講師ゼネラル1 松野 威子

教授5 中⻄ 敬⼦ 本部講師ゼネラル1 内山 久美子

教授5 有田 優美子 本部講師ゼネラル1 河原 恵美子

教授5 岸 美由紀 本部講師ゼネラル2 三村 多賀子

教授5 中島 美智代 本部講師ゼネラル2 道家 紀美子

教授5 澤田 陽子 本部講師ゼネラル2 柳沼 洋⼦

教授5 奥村 和子 本部講師ゼネラル2 佐藤 とき子

教授5 野﨑 淑子 本部講師ゼネラル2 堀井 真⾥絵

教授5 島田 三恵子 本部講師ゼネラル3 山下 愛子

教授5 板野 康子 本部講師ゼネラル4 木下 かほる

教授5 堤下 みどり 本部講師ゼネラル4 香川 恵子

教授5 藤井 きよみ 本部講師ゼネラル4 蒲 容子

教授5 遠藤 昭美 本部講師ゼネラル5 白川 友子

教授5 高尾 淑子 本部講師ゼネラル5 吉川 京子

教授5 竹井 りか

本部講師1 田中 久美子 主任講師1 澤 世津子 講師1 大平 香織 講師3 和田 知江子

本部講師1 園田 ひなよ 主任講師1 中山 文子 講師1 高桑 育子 講師3 福田 たかゑ

本部講師1 前田 文子 主任講師1 酒井 俊子 講師1 芦田 香織 講師3 柴田 恵子

本部講師1 神原 祐子 主任講師1 松崎 幸代 講師1 中園 美幸 講師3 高木 美代子

本部講師1 相原 千恵 主任講師1 中村 由美 講師1 ⾏基 充 講師3 荒川 るみ子

本部講師1 野田 三千代 主任講師1 山本 真澄 講師1 ⽥辺 要利⼦ 講師3 田中 直美

本部講師1 山本 ひとみ 主任講師1 本橋 京子 講師1 友杉 淑子 講師3 松崎 芳子

本部講師1 柳 照美 主任講師1 太田 敏子 講師1 細井 礼子 講師3 岡林 順⼦

本部講師1 竹上 紗智子 主任講師1 ⻄森 陽⼦ 講師2 矢野 広美 講師3 物江 あさ子

本部講師1 渋谷 雅子 主任講師1 大橋 美代子 講師2 三尾 美智子

本部講師1 川⼾ 直⼦ 主任講師1 呉 孝愛 講師2 吉原 理絵

本部講師2 美濃部 美也子 主任講師1 池田 毬子 講師2 ⾦⼦ 眞知⼦

本部講師2 佐藤 幸子 主任講師1 大垣 雪江 講師2 山口 裕美

本部講師3 ⻄⼝ 友⼦ 主任講師2 岡部 有美子 講師2 上田 安紀子

本部講師3 田代 美津子 主任講師2 門垣 久美子 講師2 脇本 令⼦

本部講師3 土橋 恵子 主任講師2 古谷 郁美 講師2 佐藤 由佳子

本部講師3 櫻井 昌子 主任講師2 内藤 直美 講師2 乾 愉美

主任講師3 井上 操 講師2 倉澤 智子

主任講師3 ⿊野 光⼦

主任講師3 ⻄村 美佑樹

主任講師3 新谷 典子
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