
■審判団は2パネル、競技フロア使用なし。

ジュニア/ユース１/ユース２トリオ部門は代表者以外の氏名を5月13日(水)までにJAF本部までご連絡ください。

電話 03-5796-7521 / FAX 03-5796-7527

シニア男子シングル部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 中岡 浩運 ナカオカ ヒロユキ 神奈川県

2 高橋 才明 タカハシ サイメイ 東京都

3 丹羽 昭夫 ニワ アキオ 東京都

シニア女子シングル部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 高崎 恵 タカサキ メグミ 茨城県

2 晒名 結奈 サラシナ ユナ C.A.C. TOKYO 東京都

3 赤堀 涼香 アカホリ スズカ スポーツネットワークＳＡＭ 長野県 

4 森田 美和 モリタ ミワ 東京都

5 坂本 美樹 サカモト ミキ 群馬県 

6 木津 早耶子 キヅ サヤコ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県

7 稲元 由紀子 イナモト ユキコ 埼玉県 

8 柴崎 莉奈 シバサキ リナ 群馬県 

9 柳田 綾里咲 ヤナギダ アリサ 埼玉県

10 押田 夏海 オシダ ナツミ 茨城県

11 芳賀 実奈子 ハガ ミナコ 埼玉県 

12 相澤 玲美 アイザワ レミ 宮城県 

13 小山 柚衣子 コヤマ ユイコ A.G.T. グリーンHOP 東京都 

14 小俣 悠里 オマタ ユウリ S K J 群馬県 

15 佐柄 夏葉 サガラ カヨウ S K J 群馬県

16 清水 朝妃 シミズ アサヒ 山梨県 

ユース２シングル部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 澁谷 美月 シブヤ ミヅキ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県 

2 松田 陽南子 マツダ ヒナコ 茨城県 

3 渡邉 菜々花 ワタナベ ナナカ 埼玉県 

4 樋浦 翔子 ヒウラ ショウコ 栃木県

■受付時間を厳守すること。時間外の受付は致しません。

スポーツエアロビック2015埼玉オープン　

日時：2015年5月24日(日)開催

会場：岩槻文化公園体育館(埼玉県岩槻市)



5 佐藤 彩水 サトウ アヤミ 埼玉県

6 大野 瑠菜 オオノ ルナ 神奈川県

7 石井 海晴 イシイ ミハル 埼玉県 

8 川路 莉奈 カワジ リナ S K J 群馬県

9 丸 ひなの マル ヒナノ 埼玉県 

10 大島 瑞姫 オオシマ ミズキ S K J 群馬県

11 瀬畑 知佳子 セバタ チカコ OKJエアロビックファミリー 茨城県 

12 今村 菜子 イマムラ ナコ エムズリンク神奈川 神奈川県

13 矢羽々 朱梨 ヤハバ アカリ S K J 群馬県

14 増田 りさこ マスダ リサコ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県

15 大門 茜 ダイモン アカネ 神奈川県

16 金子 実楓 カネコ ミフ S K J 群馬県

17 秋山 夢翔 アキヤマ ユメカ 埼玉県

18 櫻井 美里 サクライ ミサト WAC WATABE アスリートクラブ 神奈川県 

19 田中 柚稀 タナカ ユズキ S K J 群馬県

ユース２トリオ部門　代表者以外の氏名を5月13日(水)までにJAF本部までご連絡ください。

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 金子 実楓 カネコ　ミフ S K J 群馬県

ユース１シングル部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 今泉 佳菜 イマイズミ カナ WAC 神奈川県

2 諸岡 育実 モロオカ イクミ 茨城県

3 中村 友紀 ナカムラ ユキ A.G.T. グリーンHOP 東京都

4 坂野 弘 サカノ ヒロ 青山社中 静岡県

5 阿部 里咲 アベ リサ 茨城県

6 星野 楓 ホシノ カエデ A.G.T. グリーンHOP 東京都

7 鈴木 愛由 スズキ アユ 埼玉県

8 大坂 光 オオサカ ヒカリ S K J 群馬県

9 森泉 紀葉 モリイズミ ノリハ 群馬県

10 飛田 夏希 トビタ ナツキ A.G.T. グリーンHOP 東京都

11 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

12 秋山 飛依 アキヤマ ヒヨリ 埼玉県

13 宗村 陽菜 ムネムラ ヒナ S K J 群馬県

14 日吉 彩乃 ヒヨシ アヤノ 埼玉県

15 山口 莉奈 ヤマグチ リナ 群馬県

16 小林 莉乃 コバヤシ リノ HK エアロビクトリー 山形県

17 松本 萌花 マツモト モエカ 埼玉県



18 伊地知 暖 イジチ ノン WAC 神奈川県

19 栗原 結衣 クリハラ ユイ A.G.T. グリーンHOP 東京都

20 高林 歩実 タカバヤシ アユミ 神奈川県

21 橋爪 里於 ハシヅメ リオ S K J 群馬県

22 上斗米 彩花 カミトマイ アヤカ OKJエアロビックファミリー 東京都

23 金子 沙姫 カネコ サキ 埼玉県

24 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

25 仙野 七海 センノ ナナミ FLAT BACK 岐阜県

26 津田 優斗 ツダ マサト OKJエアロビックファミリー 東京都

27 渡邉 瑠々花 ワタナベ ルルカ 埼玉県

28 浜元 優南 ハマモト ユナ 東京都

29 今村 一歩 イマムラ イッポ エムズリンク神奈川 神奈川県

30 岸邊 茉央 キシベ マヒロ 神奈川県

31 中川 千咲季 ナカガワ チサキ A.G.T. グリーンHOP 東京都

32 野口 雛子 ノグチ ヒナコ 埼玉県

ユース１トリオ部門　代表者以外の氏名を5月13日(水)までにJAF本部までご連絡ください。

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 橋爪 里於 ハシヅメ リオ S K J 群馬県 

2 赤星 夏菜 アカホシ ナナ 埼玉県 

3 飛田 夏希 トビタ ナツキ A.G.T. グリーンHOP 東京都 

ジュニアトリオ部門　代表者以外の氏名を5月13日(水)までにJAF本部までご連絡ください。

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 戸村 花 トムラ ハナ A.G.T. グリーンHOP 東京都

2 義元 千春 ヨシモト チハル くまとりA.G.C. 大阪府

3 野村 愛莉 ノムラ アイリ 茨城県 

4 蟹江 樹里 カニエ ジュリ AE刈谷 愛知県

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

6 小澤 ひな子 オザワ ヒナコ 神奈川県 

7 水川 綾乃 ミズカワ アヤノ BREEZE 岡山県

8 吉田 愛佳 ヨシダ アイカ 神奈川県 

以上


