
受付時間を厳守すること。時間外の受付は致しません。

名簿に氏名が掲載されていない場合は、早急に下記JAF事務局までご連絡下さい。

電話 03-5796-7521 / FAX 03-5796-7527

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 岡田 朋樹 オカダ トモキ 静岡県

2 大澤 瑞加 オオサワ ミズカ 栃木県

3 奥冨 歩乃佳 オクトミ ホノカ 埼玉県

4 佐藤 琴美 サトウ コトミ 国府台エアロビッククラブ 千葉県

5 佐藤 海綺 サトウ ミキ 神奈川県

6 長谷川 由依 ハセガワ ユイ くまとりA.G.C. 大阪府

7 野村 愛莉 ノムラ アイリ 茨城県

8 渡部 閏裡 ワタナベ ウルリ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県

9 大橋 柚杏 オオハシ ユズ 栃木県

10 真砂 美優 マサゴ ミユウ 国府台エアロビッククラブ 千葉県

11 寺門 花胡 テラカド ハナコ AE刈谷 愛知県 

12 細川 颯花 ホソカワ ソヨカ 国府台エアロビッククラブ 千葉県 

13 野々山 芽依 ノノヤマ メイ AE刈谷 愛知県

14 金尾 澪 カナオ シズク 埼玉県

15 泉 菜乃帆 イズミ ナナホ 国府台エアロビッククラブ 千葉県

16 盛田 海 モリタ ウミ 神奈川県

17 田沼 香紅 タヌマ ココ 茨城県

18 渡辺 知夏 ワタナベ チナツ AE刈谷 愛知県

19 戸村 花 トムラ ハナ A.G.T. グリーンHOP 東京都 

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

21 中川 瑠花 ナカガワ ルカ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県

22 市村 華梛 イチムラ ハルナ 国府台エアロビッククラブ 千葉県

23 宮澤 千尋 ミヤザワ チヒロ 埼玉県 

24 中川 咲来 ナカガワ サラ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県

25 星野 麻衣 ホシノ マイ OKJエアロビックファミリー 埼玉県

26 冨田 采良 トミタ サラ 国府台エアロビッククラブ 千葉県

27 向井 檎奈 ムカイ コナ くまとりA.G.C. 大阪府

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

101 岸邊 茉央 キシベ マヒロ 神奈川県

102 田中 歩侑 タナカ アユ MWM FF CLUB DENENCHOFU 東京都

103 平井 さくら ヒライ サクラ 群馬県

104 長谷川 絢香 ハセガワ アヤカ くまとりA.G.C. 大阪府

105 伏見 空 フシミ ソラ 山梨県

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

107 白石 愛 シライシ マナ 国府台エアロビッククラブ 千葉県

108 小林 未佳 コバヤシ ミカ OKJエアロビックファミリー 埼玉県

109 鈴木 愛由 スズキ アユ 埼玉県

110 開田 夏帆 カイダ ナツホ 国府台エアロビッククラブ 千葉県

111 本村 美紗希 モトムラ ミサキ 茨城県

112 仙野 七海 センノ ナナミ FLAT BACK 岐阜県

113 中西 恭音 ナカニシ ユキネ 国府台エアロビッククラブ 千葉県
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小学校５・６年生フライト部門



114 山口 彩莉 ヤマグチ アヤリ 神奈川県

115 佐藤 美来 サトウ ミク 神奈川県

116 加藤 愛子 カトウ アイコ 国府台エアロビッククラブ 千葉県

117 齊藤 来愛 サイトウ クレア 茨城県

118 上園 梨々香 カミゾノ リリカ 国府台エアロビッククラブ 千葉県

119 秋山 飛依 アキヤマ ヒヨリ 埼玉県

120 中村 友紀 ナカムラ ユキ A.G.T. グリーンHOP 東京都

121 蟹江 樹里 カニエ ジュリ AE刈谷 愛知県

122 今村 一歩 イマムラ イッポ エムズリンク神奈川 神奈川県

123 嶌田 隼太 シマダ シュンタ 茨城県

124 廣田 一華 ヒロタ イチカ 千葉県

125 半田 梨菜 ハンダ リナ 栃木県

126 小澤 美希 オザワ ミキ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県

127 鈴木 里彩 スズキ リサ 茨城県

128 高崎 祐香里 タカサキ ユカリ 茨城県

129 清水 夕姫 シミズ ユウキ 山梨県

130 金子 沙姫 カネコ サキ 埼玉県

131 辻 杏樹 ツジ アンジュ 山梨県

132 植松 桃萌子 ウエマツ モモコ 静岡県

133 星野 結衣 ホシノ ユイ OKJエアロビックファミリー 埼玉県

134 佐藤 夢 サトウ ユメ 群馬県

135 高林 歩実 タカバヤシ アユミ 神奈川県 

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

201 佐藤 彩水 サトウ アヤミ 埼玉県

202 今村 菜子 イマムラ ナコ エムズリンク神奈川 神奈川県

203 大橋 美由花 オオハシ ミユカ 茨城県

204 森泉 紀葉 モリイズミ ノリハ 群馬県 

205 樋浦 翔子 ヒウラ ショウコ 栃木県

206 大野 瑠菜 オオノ ルナ 神奈川県

207 秋元 梨菜 アキモト リナ OKJエアロビックファミリー 埼玉県 

208 秋山 夢翔 アキヤマ ユメカ 埼玉県

209 諸岡 育実 モロオカ イクミ 茨城県 

210 渡邉 菜々花 ワタナベ ナナカ 埼玉県

211 三木 菜摘 ミキ ナツミ 群馬県 

212 坂野 弘 サカノ ヒロ 青山社中 静岡県 

213 鶴蒔 愛奈 ツルマキ マナ 栃木県

214 赤星 夏菜 アカホシ ナナ 埼玉県

215 山田 樹奈 ヤマダ ジュナ 群馬県

216 伊東 彩海 イトウ アヤミ 埼玉県

217 渡邉 瑠々花 ワタナベ ルルカ 埼玉県 

218 安保 彩華 アンボ アヤカ 神奈川県 

219 石井 海晴 イシイ ミハル 埼玉県 

220 高久 希 タカク ノゾミ 神奈川県

221 山口 莉奈 ヤマグチ リナ 群馬県 

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

301 清水 朝妃 シミズ アサヒ 山梨県

302 中原 紗也加 ナカハラ サヤカ 静岡県

303 篠原 みなみ シノハラ ミナミ 栃木県 

304 柴崎 莉奈 シバサキ リナ 群馬県

305 坂本 美樹 サカモト ミキ 群馬県

306 中村 萌名 ナカムラ モナ 神奈川県 

307 柳田 綾里咲 ヤナギダ アリサ 埼玉県

308 中澤 伶 ナカザワ レイ 埼玉県 

女子１フライト部門

中学生フライト部門



No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

401 菊池 志穂美 キクチ シホミ 埼玉県 

402 橋本 陽子 ハシモト ヨウコ 千葉県  

403 稲元 由紀子 イナモト ユキコ 埼玉県

404 水戸 亜希華 ミト アキカ 新潟県

405 太田 敬子 オオタ ヨシコ FLAT BACK 愛知県 

406 佐藤 久美 サトウ クミ 新潟県 

407 葉山 佐知子 ハヤマ サチコ 千葉県 

408 村本 由美子 ムラモト ユミコ 東京都

409 安達 裕美 アダチ ヒロミ 宮城県 

410 中島 未貴 ナカシマ ミキ 石川県 

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 蓬田 広子 ヨモギダ ヒロコ 宮城県

2 中島 幸子 ナカジマ サチコ 東京都

3 保田 共子 ヤスダ トモコ 大阪府

4 岸 妙子 キシ タエコ 埼玉県

5 林 久美子 ハヤシ クミコ 広島県

6 伊藤 純子 イトウ ジュンコ 埼玉県

7 池崎 貴子 イケサキ タカコ 広島県

8 古内 奈緒 フルウチ ナオ 埼玉県

9 岡 和恵 オカ カズエ 千葉県

10 肥沼 悦子 コイヌマ エツコ 埼玉県

11 梅沢 朱美 ウメザワ アケミ 埼玉県 

12 森 恵子 モリ ケイコ 東京都

13 柴田 奈美 シバタ ナミ 東京都

14 大川 理恵 オオカワ リエ 東京都

15 柴田 美樹 シバタ ミキ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県 

16 徳田 美津子 トクダ ミツコ 大阪府

17 川上 聡子 カワカミ フサコ 千葉県

18 廣瀬 桂子 ヒロセ ケイコ 東京都

19 須佐 明美 スサ アケミ 新潟県

20 山口 景子 ヤマグチ ケイコ 大阪府

21 溝江 有香 ミゾエ アリカ 東京都

22 滝田 奈生 タキタ ナオ 埼玉県

23 福村 吉利子 フクムラ キリコ FLASH 石川県

24 小栗 睦子 オグリ ムツコ 北海道 

25 末永 尚子 スエナガ ナオコ 千葉県 

26 辻本 宴可 ツジモト ヨシカ 埼玉県

27 白石 里香子 シライシ リカコ 山梨県 

28 横山 かおり ヨコヤマ カオリ 茨城県 

29 加々美 安代 カガミ ヤスヨ 山梨県 

30 小野 浩子 オノ ヒロコ 東京都 

31 鈴木 美恵子 スズキ ミエコ 栃木県

32 中野 ひとみ ナカノ ヒトミ 神奈川県

33 井上 明美 イノウエ アケミ FLAT BACK 三重県

34 鈴木 一美 スズキ カズミ 宮城県

35 金子 桂子 カネコ ケイコ 東京都

36 中田 由美 ナカダ ユミ 石川県

37 岸谷 佳代 キシタニ カヨ 東京都

38 皆川 千弥子 ミナガワ チヤコ 新潟県 

39 清水 尚子 シミズ ショウコ 東京都

40 野間口 亜希子ノマグチ アキコ 神奈川県

41 大山 祐子 オオヤマ ユウコ 茨城県

女子２フライト部門

女子３フライト部門



42 大久 英子 オオヒサ エイコ 宮城県 

43 森田 郁子 モリタ イクコ 石川県

44 嶋田 佳枝 シマダ ヨシエ 石川県

45 伊藤 晶子 イトウ ショウコ 神奈川県

46 高橋 哉子 タカハシ カナコ 埼玉県

47 徳永 小百合 トクナガ サユリ 兵庫県

48 須永 三和子 スナガ ミワコ 千葉県 

49 関口 貴子 セキグチ タカコ 埼玉県 

50 照井 清深 テルイ キヨミ 宮城県

51 川地 ちなみ カワチ チナミ FLAT BACK 岐阜県

52 住吉 法子 スミヨシ ノリコ ADVANCE 4 滋賀県 

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

501 河村 賢 カワムラ サトシ 東京都

502 岩本 友一 イワモト ユウイチ 大阪府

503 黒田 宇 クロダ カナタ 東京都

504 浦上 憲一 ウラカミ ケンイチ 岡山県 

505 佐久間 悠壽 サクマ ユウジ 福島県

506 横山 雅俊 ヨコヤマ マサトシ 茨城県 

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

601 中田 光則 ナカダ ミツノリ 石川県

602 川島 崇男 カワシマ タカオ 埼玉県

603 冨永 賢治 トミナガ ケンジ 埼玉県

604 岡 清司 オカ キヨシ 千葉県

605 菅井 康人 スガイ ヤスヒト 神奈川県 

606 石川 賀一 イシカワ ヨシカズ 埼玉県

607 逸民 明浩 ハヤミ アキヒロ 宮城県

608 若林 理 ワカバヤシ オサム 神奈川県

609 杉本 憲昭 スギモト ノリアキ 北海道

610 芦立 秀朗 アシタテ ヒデアキ ADVANCE 4 京都府

611 大池 雅 オオイケ マサシ C.A.C. TOKYO 埼玉県

612 加藤 剛 カトウ ツヨシ 東京都

613 金子 周平 カネコ シュウヘイ 東京都

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

701 斎藤 政浩 サイトウ マサヒロ 新潟県

702 渡辺 靖 ワタナベ ヤスシ 千葉県

703 西川 隆哉 ニシカワ タカヤ 千葉県

704 秋葉 泰弘 アキバ ヤスヒロ 神奈川県

705 斉藤 仁 サイトウ ヒトシ 東京都 

706 勝呂 高博 スグロ タカヒロ 静岡県

707 和泉 義夫 イズミ ヨシオ 東京都

708 柴 昌彦 シバ マサヒコ 青山社中 静岡県

709 田原 昭彦 タバラ アキヒコ BREEZE 岡山県

710 澤田 史朗 サワダ シロウ 東京都

711 松本 安弘 マツモト ヤスヒロ FLASH 富山県

712 斉藤 美治 サイトウ ヨシハル 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県

713 中村 功 ナカムラ イサオ 埼玉県

714 平野 明彦 ヒラノ アキヒコ 東京都

715 戸田 賢之 トダ カタシ 岡山県

716 松田 雅彦 マツタ マサヒコ 宮城県

717 中島 篤志 ナカジマ アツシ 石川県 

718 河本 和行 カワモト カズユキ 神奈川県

男子マスターズフライト部門

男子１フライト部門

男子２フライト部門



719 銭場 伸一 センバ シンイチ 埼玉県

720 根岸 隆樹 ネギシ タカキ 群馬県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

801 築山 明美 ツキヤマ アケミ 埼玉県

802 大池 敦子 オオイケ ノブコ C.A.C. TOKYO 埼玉県 

803 矢口 美千代 ヤグチ ミチヨ 千葉県

804 小野 ひろみ オノ ヒロミ 埼玉県 

805 古澤 由紀枝 フルサワ ユキエ 石川県

806 水野 圭子 ミズノ ケイコ 大阪府

807 佐藤 弘子 サトウ ヒロコ 東京都

808 櫛谷 喜美子 クシヤ キミコ 埼玉県

809 椚 二三恵 クヌギ フミエ 千葉県 

810 君塚 栄子 キミヅカ エイコ 千葉県

811 岸田 波香 キシダ ナミカ 神奈川県

812 後小路 美佳 ウシロコウジ ミカ 北海道 

813 岩木 貴代 イワキ タカヨ 東京都

814 半井 典子 ナカライ ノリコ FLASH 石川県

815 酒田 優子 サカタ ユウコ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県

816 椚 二三恵 クヌギ フミエ 千葉県 

817 中丸 智美 ナカマル トモミ 千葉県

818 角岡 千英美 スミオカ チエミ MOVE LIVELY 大阪府

819 萬崎 明美 マンザキ アケミ 千葉県

820 西森 千代 ニシモリ チヨ 大阪府

821 小野寺 淳子 オノデラ アツコ 東京都

822 鶴岡 恵子 ツルオカ ケイコ 埼玉県

823 五十嵐 和代 イガラシ カズヨ 宮城県

824 安田 信子 ヤスダ ノブコ 東京都

825 福本 裕子 フクモト ユウコ FLASH 石川県 

826 佐藤 由美 サトウ ユミ 千葉県

827 石野 淑恵 イシノ トシエ 神奈川県

828 中村 和恵 ナカムラ カズエ 千葉県 

829 野口 廣美 ノグチ ヒロミ 神奈川県 

830 鹿山 昌子 シカヤマ マサコ 新潟県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

901 岩倉 昌穗 イワクラ マサホ 埼玉県 

902 大塚 晴美 オオツカ ハルミ 千葉県 

903 笹生 万里子 サソウ マリコ 千葉県 

904 田中 景子 タナカ ケイコ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県

905 斉藤 洋美 サイトウ ヒロミ 東京都 

906 白川 千鶴子 シラカワ チズコ 東京都

907 林 佳子 ハヤシ ケイコ FLASH 石川県 

908 山照 多賀世 ヤマテル タカヨ 兵庫県

909 久保田 光江 クボタ ミツエ 茨城県

910 長崎 ひとみ ナガサキ ヒトミ FLAT BACK 愛知県

911 杉目 久美子 スギメ クミコ 北海道

912 林 秀子 ハヤシ ヒデコ 千葉県 

913 利田 智代 リタ トモヨ 富山県

914 及川 容雅子 オイカワ ユカコ 青山社中 静岡県

915 橋本 薫 ハシモト カオル 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県

916 中西 弘美 ナカニシ ヒロミ FLASH 石川県 

917 新井 礼香 アライ レイカ 東京都

918 吉本 顕代 ヨシモト アキヨ FLASH 石川県

919 内山 はるみ ウチヤマ ハルミ FLAT BACK 岐阜県

女子マスターズ１フライト部門

女子マスターズ２フライト部門



920 土田 悦子 ツチダ エツコ 埼玉県 

921 大下 恵美奈 オオシタ エミナ 東京都

922 齊藤 操 サイトウ ミサオ 埼玉県

923 坂本 典子 サカモト ノリコ 埼玉県

924 辻 康子 ツジ ヤスコ FLASH 石川県

925 北山 純子 キタヤマ ジュンコ FLASH 石川県

926 中澤 厚子 ナカザワ アツコ 埼玉県

927 葛西 広美 カサイ ヒロミ 神奈川県

928 中林 かおる ナカバヤシ カオル 神奈川県

929 山田 まさ子 ヤマダ マサコ 東京都 

930 松永 良恵 マツナガ ヨシエ 東京都 

931 水尾 妙子 ミズオ タエコ 茨城県

Div.３シングル部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 吉田 しのぶ ヨシダ シノブ FLASH 石川県

2 柴 昌彦 シバ マサヒコ 青山社中 静岡県 

3 佐藤 弘子 サトウ ヒロコ 東京都 

4 岡下 二三代 オカシタ フミヨ 大阪府

5 小野寺 淳子 オノデラ アツコ 東京都 

6 内山 はるみ ウチヤマ ハルミ FLAT BACK 岐阜県 

7 君塚 栄子 キミヅカ エイコ 千葉県 

8 土田 悦子 ツチダ エツコ 埼玉県 

9 及川 容雅子 オイカワ ユカコ 青山社中 静岡県 

10 櫛谷 喜美子 クシヤ キミコ 埼玉県

11 山照 多賀世 ヤマテル タカヨ 兵庫県

12 萬崎 明美 マンザキ アケミ 千葉県 

Div.２シングル部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 井上 明美 イノウエ アケミ FLAT BACK 三重県

2 古内 奈緒 フルウチ ナオ 埼玉県 

以上


