
小学校５・６年生フライト部門

No. JAF登録クラブ 名前 フリガナ 都道府県 性別

201 A.G.T. グリーンHOP 中川 千咲季 ナカガワ チサキ 東京都 女性

202 山口 彩莉 ヤマグチ アヤリ 神奈川県 女性

10:00 開　場　&　受付開始 203 AE刈谷 高柳 汐里 タカヤナギ シオリ 愛知県 女性

11:00 全国ユースフライト・エアロビック選手権大会　開　会 204 Studio 山本塾 山裾 愛華 ヤマスソ マナカ 静岡県 女性

　挨拶 205 鈴木 里彩 スズキ リサ 茨城県 女性

　リーダー紹介 206 OKJエアロビックファミリー 嶌田 隼太 シマダ シュンタ 茨城県 男性

　審判員紹介 207 HK エアロビクトリー 小林 莉乃 コバヤシ リノ 山形県 女性

11:15 予選ラウンド（25分） 208 植松 杏奈 ウエマツ アンナ 神奈川県 女性

11:40 休　憩（30分） 209 Free Throwエアロビッククラブ 後藤 舞衣 ゴトウ マイ 福岡県 女性

12:10 予選ラウンド通過者発表 210 鹿野 結月 シカノ ユヅキ 福岡県 女性

12:25 小学校4年生以下フライト部門決勝ラウンド（6名×3組予定） 211 くまとりA.G.C. 石田 暖 イシダ ノン 大阪府 女性

12:40 小学校5、6年生フライト部門決勝ラウンド（6名×2組予定） 212 BREEZE 菊池 桃子 キクチ モモコ 香川県 女性

12:50 中学生フライト部門決勝ラウンド（6名×2組予定） 213 木村 一葉 キムラ カズハ 福岡県 女性

13:00 休　憩（20分） 214 落合 結 オチアイ ユイ 茨城県 女性

13:20 結果発表及び表彰式 215 岸邊 茉央 キシベ マヒロ 神奈川県 女性

13:40 全国ユースフライト・エアロビック選手権大会　閉　会 216 Free Throwエアロビッククラブ 小田 智希 オダ トモキ 福岡県 男性

217 秋山 飛依 アキヤマ ヒヨリ 埼玉県 女性

〜この後14:00から翌日JOCジュニアオリンピックカップの予選〜 218 高林 歩実 タカバヤシ アユミ 神奈川県 女性

219 高崎 祐香里 タカサキ ユカリ 茨城県 女性

中学生フライト部門 220 A.G.T. グリーンHOP 石原 菜月 イシハラ ナヅキ 東京都 女性
No. JAF登録クラブ 名前 フリガナ 都道府県 性別 221 AE刈谷 鬼頭 美帆 キトウ ミホ 愛知県 女性

301 A.C. KURASHIKI 上原 理李佳 ウエハラ リリカ 岡山県 女性 222 FLAT BACK 仙野 七海 センノ ナナミ 岐阜県 女性

302 くまとりA.G.C. 井上 明音 イノウエ ハルネ 大阪府 女性 223 くまとりA.G.C. 井上 優里和 イノウエ ユリナ 大阪府 女性

303 大野 瑠菜 オオノ ルナ 神奈川県 女性 224 くまとりA.G.C. 西田 理子 ニシダ リコ 大阪府 女性

304 浦野 莉心 ウラノ リコ 福岡県 女性 225 FLAT BACK 原 茉凜 ハラ マリン 岐阜県 女性

305 OKJエアロビックファミリー 上斗米 彩花 カミトマイ アヤカ 東京都 女性 226 くまとりA.G.C. 長谷川 絢香 ハセガワ アヤカ 大阪府 女性

306 山口 莉奈 ヤマグチ リナ 群馬県 女性 227 地田 ひかり チダ ヒカリ 静岡県 女性

307 AE刈谷 高野 頌子 タカノ ショウコ 愛知県 女性 228 FLAT BACK 深谷 莉子 フカヤ リコ 岐阜県 女性

308 鈴木 穂乃香 スズキ ホノカ 静岡県 女性 229 遠藤 音々 エンドウ ネネ 神奈川県 女性

309 A.C. KURASHIKI 寄森 月子 ヨリモリ ツキコ 岡山県 女性 230 くまとりA.G.C. 木村 優希 キムラ ユキ 大阪府 女性

310 鶴蒔 愛奈 ツルマキ マナ 栃木県 女性 231 植松 桃萌子 ウエマツ モモコ 静岡県 女性

311 千葉 琴絵 チバ コトエ 北海道 女性 232 Free Throwエアロビッククラブ 吉田 雛子 ヨシダ ヒナコ 福岡県 女性

312 BREEZE 多田 奏音 タダ カノン 香川県 女性 233 石橋 聡汰 イシバシ ソウタ 福岡県 男性

313 阿部 里咲 アベ リサ 茨城県 女性 234 くまとりA.G.C. 山本 菜月 ヤマモト ナツキ 大阪府 女性

314 今野 瞳輝 コンノ マナカ 宮城県 女性 235 齊藤 来愛 サイトウ クレア 茨城県 女性

315 FLAT BACK 鈴木 清香 スズキ サヤカ 静岡県 女性 236 FLAT BACK 山本 彩由奈 ヤマモト アユナ 岐阜県 女性

316 樋浦 翔子 ヒウラ ショウコ 栃木県 女性 237 AE刈谷 藤谷 璃水 フジタニ リミ 愛知県 女性

317 出水 萌々香 デミズ モモカ 和歌山県 女性 238 関 ほのか セキ ホノカ 和歌山県 女性

318 A.C. KURASHIKI 多和 麗 タワ ウララ 岡山県 女性 239 市村 美麗 イチムラ ミレイ 和歌山県 女性

319 松本 萌花 マツモト モエカ 埼玉県 女性 240 金子 沙姫 カネコ サキ 埼玉県 女性

320 山崎 愛香 ヤマザキ マナカ 宮城県 女性 241 長谷川 莉子 ハセガワ リコ 大阪府 女性

321 AE刈谷 藤谷 瑠菜 フジタニ ルナ 愛知県 女性 242 Free Throwエアロビッククラブ 松井 愛香 マツイ マナカ 福岡県 女性

322 松尾 碧海 マツオ アミ 東京都 女性 243 AE刈谷 高柳 光希 タカヤナギ ミツキ 愛知県 女性

323 安保 彩華 アンボ アヤカ 神奈川県 女性 244 HK エアロビクトリー 寺岡 亜咲実 テラオカ アサミ 山形県 女性

324 くまとりA.G.C. 東 真衣 ヒガシ マイ 大阪府 女性 245 A.G.T. グリーンHOP 中村 友紀 ナカムラ ユキ 東京都 女性

325 HK エアロビクトリー 鈴木 真奈 スズキ マナ 山形県 女性 246 AE刈谷 嶺木 愛里 ミネキ アイリ 愛知県 女性

326 秋山 夢翔 アキヤマ ユメカ 埼玉県 女性 247 西田 彩乃 ニシダ アヤノ 福岡県 女性

327 阿部 李々子 アベ リリコ 新潟県 女性 248 齊藤 天音 サイトウ アマネ 神奈川県 女性

328 スポーツスタジオS.D.E. CITY 柴田 世歌 シバタ セイカ 福岡県 女性 249 北林 日愛 キタバヤシ ヒナリ 和歌山県 女性

329 くまとりA.G.C. 東 祐衣 ヒガシ ユイ 大阪府 女性 250 スポーツスタジオS.D.E. CITY 下村 快夏 シモムラ カイカ 福岡県 女性

330 石井 海晴 イシイ ミハル 埼玉県 女性 251 くまとりA.G.C. 金丸 佳可 カネマル ヨシカ 大阪府 女性

331 梶原 遥 カジワラ ハルカ 福岡県 女性 252 北川 蒼空 キタガワ ソラ 和歌山県 女性

332 Aero Step II 万江 あかり マンエ アカリ 熊本県 女性 253 西岡 このみ ニシオカ コノミ 埼玉県 女性

333 和田 千明 ワダ チアキ 福岡県 女性

334 杉村 夏音 スギムラ ナツネ 静岡県 女性

335 スポーツスタジオS.D.E. CITY 下村 朱璃 シモムラ シュリ 福岡県 女性

1/16(土）開催「第6回全国ユースフライト・エアロビック選手権大会」 出場選手リスト一覧
注意事項

・ 2015年度の選手登録データを基にリストを作成しております。「JAF登録クラブ」に所属していても選手登録上でクラブを選択していない場合はこのリストに反映されておりませ
んのでご了承下さい。加筆/訂正は大会当日受付にてお申し出下さい。

・大会当日の棄権者の場ミリはつめません。

・予選ラウンドは全部門一斉に動きます。決勝ラウンドは原則として各部門6名１組ずつですが、同点が出た場合等は人数がかわります。

受付時間　　全部門10:00〜10:35　時間厳守 ※承諾書提出必須

・今大会の決勝ラウンドの実施は体育館のフロア上で行います。

・大会当日の会場では、スケジュール/選手リスト/場ミリが掲載されたプログラムは配布しませんのでご持参下さい。

・リストに氏名が無い/場ミリ位置が無い場合は至急JAF菅原までご連絡下さい。

・今大会用のルーティン JAF「Youtube」チャンネルより必ずご確認の上ご参加下さい

・大会リーダー 吉山喜代美/丹憲一

大会スケジュール



小学校4年生以下フライト部門
No. JAF登録クラブ 名前 フリガナ 都道府県 性別

101 Free Throwエアロビッククラブ 中川原 陽梨 ナカガワラ ヒヨリ 福岡県 女性

102 盛田 海 モリタ ウミ 神奈川県 女性

103 Free Throwエアロビッククラブ 河野 莉娃 カワノ リア 福岡県 女性

104 エアロビックアスリートチーム ジム
ナ 清村 菜々美 シムラ ナナミ 群馬県 女性

105 小坂 佐織 コサカ サオリ 宮城県 女性

106 FLAT BACK 原田 綺花 ハラダ アヤカ 岐阜県 女性

107 くまとりA.G.C. 井上 愛莉 イノウエ アイリ 大阪府 女性

108 FLAT BACK 古山 奏 フルヤマ カナデ 岐阜県 女性

109 M’sファミリーエアロビッククラブ 田中 美咲 タナカ ミサキ 香川県 女性

110 植松 まり奈 ウエマツ マリナ 神奈川県 女性

111 エアロビックアスリートチーム ジム
ナ 藤本 つかさ フジモト ツカサ 群馬県 女性

112 FLAT BACK 安江 満友菜 ヤスエ マユナ 岐阜県 女性

113 くまとりA.G.C. 田中 美有 タナカ ミウ 大阪府 女性

114 AE刈谷 野々山 芽依 ノノヤマ メイ 愛知県 女性

115 Free Throwエアロビッククラブ 村田 桃香 ムラタ モモカ 福岡県 女性

116 HK エアロビクトリー 遠藤 玲佳 エンドウ レイカ 山形県 女性

117 甲斐 愛梨 カイ アイリ 神奈川県 女性

118 眞岡 優美 マオカ ナツミ 神奈川県 女性

119 山本 幸音 ヤマモト ユキネ 神奈川県 女性

120 斉藤 璃天 サイトウ リルア 大阪府 女性

121 石川 陽彩 イシカワ ヒイロ 香川県 女性

122 A.G.T. グリーンHOP 長谷川 花凛 ハセガワ カリン 東京都 女性

123 HK エアロビクトリー 伊藤 ひなた イトウ ヒナタ 山形県 女性

124 Team OHMURA 川畑 結愛 カワバタ ユイ 熊本県 女性

125 星野 莉亜 ホシノ リア 大阪府 女性

126 AE刈谷 鍔本 菜々子 ツバモト ナナコ 愛知県 女性

127 くまとりA.G.C. 長谷川 由依 ハセガワ ユイ 大阪府 女性

128 A.G.T. グリーンHOP 小池 美月 コイケ ミヅキ 東京都 女性

129 AE刈谷 時田 知歩 トキタ チホ 愛知県 女性

130 飯田 さら イイダ サラ 神奈川県 女性

131 AE刈谷 高橋 采里 タカハシ サリ 愛知県 女性

132 WAC 野村 純子 ノムラ ジュンコ 神奈川県 女性

133 西村 涼々 ニシムラ スズ 大阪府 女性

134 HK エアロビクトリー 安達 有咲 アダチ アリサ 山形県 女性

135 石川 咲奈 イシカワ サナ 神奈川県 女性

136 AE刈谷 蟹江 雅 カニエ ミヤビ 愛知県 女性

137 AE刈谷 渡辺 知夏 ワタナベ チナツ 愛知県 女性

138 AE刈谷 寺門 花胡 テラカド ハナコ 愛知県 女性

139 瀬口 夢乃 セグチ ユメノ 広島県 女性

140 関 亜咲 セキ アサキ 神奈川県 女性

141 A.G.T. グリーンHOP 佐伯 恭佳 サエキ キョウカ 千葉県 女性

142 AE刈谷 藤井 渚瑠 フジイ ナル 愛知県 女性

143 小澤 ひな子 オザワ ヒナコ 神奈川県 女性

144 黒済 楓香 クロズミ フウカ  静岡県 女性

145 遠藤 湖々 エンドウ ココ 神奈川県 女性

146 佐藤 海綺 サトウ ミキ 神奈川県 女性

147 AE刈谷 桐木 心望 キリキ ココミ 愛知県 女性

148 HK エアロビクトリー 奥山 陽菜 オクヤマ ヒナ 山形県 女性

149 BREEZE 沖津 咲妃 オキツ サキ 岡山県 女性

150 AE刈谷 正木 愛華 マサキ マナカ 愛知県 女性

151 高橋 亜沙美 タカハシ アサミ 神奈川県 女性

152 HK エアロビクトリー 中嶋 莉里 ナカジマ リリ 山形県 女性

153 加藤 芽吹 カトウ イブキ 神奈川県 女性

154 金尾 澪 カナオ シズク 埼玉県 女性

155 石橋 未羽 イシバシ ミウ 佐賀県 女性

156 野村 愛莉 ノムラ アイリ 茨城県 女性

157 A.G.T. グリーンHOP 戸村 花 トムラ ハナ 東京都 女性

158 大久保 心凪 オオクボ ウラナ 大阪府 女性

159 HK エアロビクトリー 佐藤 瑠衣 サトウ ルイ 山形県 女性

160 OKJエアロビックファミリー 上斗米 新菜 カミトマイ ニイナ 東京都 女性

161 HK エアロビクトリー 安達 唯真 アダチ ユマ 山形県 女性

162 寺崎 心奏 テラザキ ココロ 福岡県 女性

163 長與 春花 ナガヨ ハルカ 神奈川県 女性

164 WAC 藤園 瑠海 フジゾノ ルカ 神奈川県 女性

165 上東 葉奈 ウエヒガシ ハナ 和歌山県 女性

166 Team OHMURA 川畑 光佳流 カワバタ ヒカル 熊本県 男性

167 OKJエアロビックファミリー 星野 麻衣 ホシノ マイ 埼玉県 女性

168 奈須 彩花 ナス サイカ 福岡県 女性

169 AE刈谷 時田 真歩 トキタ マホ 愛知県 女性

170 重入 彩良 シゲイリ セイラ 和歌山県 女性


