
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。

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
1 西村 涼々 ニシムラ スズ 大阪府 

2 水川 綾乃 ミズカワ アヤノ BREEZE 岡山県

3 則包 夢香 ノリカネ ユメカ 香川県

4 佐藤 里央菜 サトウ リオナ 岡山県

5 奈須 彩花 ナス サイカ 福岡県

6 新谷 遙華 シンタニ ハルカ BREEZE 岡山県 

7 福高 大翔 フクタカ ヒロト A.C. KURASHIKI 岡山県

8 川畑 光佳流 カワバタ ヒカル Team OHMURA 熊本県

9 永利 亜希 ナガトシ アキ 福岡県 

10 関 はるな セキ ハルナ 和歌山県 

11 渡部 響 ワタナベ ヒビキ 岡山県

12 戸田 凪咲 トダ ナギサ 岡山県

13 田中 菜月 タナカ ナツキ BREEZE 香川県 

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
101 吉田 雛子 ヨシダ ヒナコ Free Throwエアロビッククラブ 福岡県

102 富春 心 トミハル ココロ 広島県

103 忠政 遥奈 タダマサ ハルナ A.C. KURASHIKI 岡山県 

104 鎌田 愛梨 カマタ アイリ A.C. KURASHIKI 岡山県 

105 沖津 咲妃 オキツ サキ BREEZE 岡山県

106 川畑 結愛 カワバタ ユイ Team OHMURA 熊本県

107 瀬口 夢乃 セグチ ユメノ 広島県 

108 田中 美咲 タナカ ミサキ BREEZE 香川県

109 新谷 彩華 シンタニ アヤカ BREEZE 岡山県

110 星野 莉亜 ホシノ リア 大阪府

111 金山 早希 カナヤマ サキ A.C. KURASHIKI 岡山県

112 水元 優来 ミズモト ユラ BREEZE 岡山県

113 風呂谷 心花 フロタニ コハナ ADVANCE 4 滋賀県

114 上東 葉奈 ウエヒガシ ハナ 和歌山県

115 大坪 愛果 オオツボ マナカ 福岡県

116 藤原 歩生 フジワラ アイ BREEZE 岡山県

117 多和 来夢 タワ ライム A.C. KURASHIKI 岡山県

118 則包 莉穂 ノリカネ リホ 香川県

119 松井 愛香 マツイ マナカ Free Throwエアロビッククラブ 福岡県 

120 市村 美麗 イチムラ ミレイ 和歌山県

121 市村 優希 イチムラ ユウキ 岡山県 

122 尾池 優 オイケ ユウ A.C. KURASHIKI 岡山県

123 重入 彩良 シゲイリ セイラ 和歌山県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
201 上原 理李佳 ウエハラ リリカ A.C. KURASHIKI 岡山県

202 奈須 紺花 ナス コノカ 福岡県

203 谷口 琴音 タニグチ コトネ ADVANCE 4 滋賀県

204 出水 萌々香 デミズ モモカ 和歌山県

スポーツエアロビック2015鳥取オープン　
日時：2015年8月27日(土)開催

小学校４年生以下フライト部門
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205 戸田 帆南 トダ ホナミ 岡山県 

206 木村 優希 キムラ ユキ くまとりA.G.C. 大阪府 

207 埋見 悠真 ウズミ ユウマ A.C. KURASHIKI 岡山県

208 戸田 千晶 トダ チアキ ADVANCE 4 滋賀県

209 井上 明音 イノウエ ハルネ くまとりA.G.C. 大阪府

210 寄森 月子 ヨリモリ ツキコ A.C. KURASHIKI 岡山県 

211 福高 七海 フクタカ ナナミ A.C. KURASHIKI 岡山県

212 小林 彩花 コバヤシ アヤカ Free Throwエアロビッククラブ 福岡県

213 佐藤 亜友菜 サトウ アユナ 岡山県

214 藤井 未友 フジイ ミユ A.C. KURASHIKI 岡山県

215 金平 若菜 カネヒラ ワカナ A.C. KURASHIKI 岡山県

216 渡部 ねいろ ワタナベ ネイロ 岡山県

217 鎌田 栞璃 カマタ シオリ A.C. KURASHIKI 岡山県

218 長谷川 もも ハセガワ モモ A.C. KURASHIKI 岡山県

219 奥谷 菜々子 オクタニ ナナコ ADVANCE 4 京都府

220 涌嶋 恵巳 ワクシマ メグミ 岡山県 

221 大西 温香 オオニシ ハルカ 岡山県

222 川畑 愛花里 カワバタ アカリ Team OHMURA 熊本県

223 永利 優衣 ナガトシ ユイ 福岡県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
401 大庭 奈留 オオバ ナル 福岡県

402 川原 尚子 カワハラ ショウコ 香川県

403 埋見 麗奈 ウズミ レナ A.C. KURASHIKI 岡山県

404 大石 琴乃 オオイシ コトノ BREEZE 香川県

405 盛光 有芽子 モリミツ ユメコ 大阪府

406 木内 詩央里 キウチ シオリ BREEZE 香川県

407 清水 祐花 シミズ ユカ 三重県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
601 黒川 陽子 クロカワ ヨウコ ADVANCE 4 滋賀県
602 古矢 智子 フルヤ トモコ 広島県
603 上山 奈津美 ウエヤマ ナツミ 大阪府
604 谷口 亜里 タニグチ アリ ADVANCE 4 京都府
605 村重 麻由子 ムラシゲ マユコ 広島県 
606 木波本 泰子 キバモト ヤスコ 兵庫県 
607 松本 典子 マツモト ノリコ 広島県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
301 市岡 瑞穂 イチオカ ミズホ 広島県

302 井上 明美 イノウエ アケミ FLAT BACK 三重県 

303 三好 郁代 ミヨシ イクヨ BREEZE 香川県

304 村上 佳代 ムラカミ カヨ 福岡県 

305 清水 尚子 シミズ ショウコ 東京都

306 尾木 礼可 オギ レイカ 高知県

307 五十嵐 美佐子 イガラシ ミサコ 千葉県

308 長田 佳世子 オサダ カヨコ 兵庫県 

309 伊藤 純子 イトウ ジュンコ 埼玉県 

310 山口 景子 ヤマグチ ケイコ 大阪府

311 曾我部 真樹 ソガベ マキ 石川県

312 太田 敬子 オオタ ヨシコ FLAT BACK 愛知県

313 岡 和恵 オカ カズエ 千葉県

314 豊島 三幸 テシマ ミユキ 広島県 

315 星野 愛 ホシノ メグミ 香川県

女子１フライト部門

女子２フライト部門

女子３フライト部門



316 林 久美子 ハヤシ クミコ 広島県 

317 藤本 梨沙 フジモト リサ Boa Forma Studio 広島県

318 中田 由美 ナカダ ユミ FLASH 石川県 

319 田上 友香理 タガミ ユカリ ADVANCE 4 京都府

320 武田 美由紀 タケダ ミユキ 秋田県

321 西本 明美 ニシモト アケミ Boa Forma Studio 広島県 

322 保田 共子 ヤスダ トモコ 大阪府

323 池崎 貴子 イケサキ タカコ 広島県

324 生駒 延子 イコマ ノブコ 大阪府

325 岸 妙子 キシ タエコ 埼玉県

326 西村 花林 ニシムラ カリン 兵庫県

327 田淵 麻弓 タブチ マユミ Boa Forma Studio 広島県

328 井手 明子 イデ アキコ A.C. KURASHIKI 岡山県

329 森田 郁子 モリタ イクコ 石川県

330 横山 かおり ヨコヤマ カオリ 茨城県

331 野間口 亜希子 ノマグチ アキコ 神奈川県

332 徳田 美津子 トクダ ミツコ 大阪府

333 河盛 直美 カワモリ ナオミ 大阪府 

334 佐藤 かおり サトウ カオリ 香川県

335 御崎 美帆 ミサキ ミホ 大阪府

336 奥作 かおり オクサク カオリ 兵庫県

337 佐竹 智子 サタケ トモコ MOVE LIVELY 大阪府 

338 武田 博美 タケダ ヒロミ 兵庫県

339 林 真弓 ハヤシ マユミ 大阪府 

340 徳橋 美和 トクハシ ミワ 高知県

341 菅野 志保 スガノ シホ 岡山県 

342 吉田 美奈子 ヨシダ ミナコ 大阪府

343 久保田 博子 クボタ ヒロコ 兵庫県

344 照井 清深 テルイ キヨミ 宮城県

345 沼田 千恵子 ヌマタ チエコ 北海道

346 広岡 佐知子 ヒロオカ サチコ 兵庫県

347 瀬尾 真美子 セオ マミコ 広島県 

348 井上 都茂子 イノウエ トモコ 大阪府

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
501 児島 正則 コジマ マサノリ 大阪府 

502 北村 省吾 キタムラ ショウゴ Boa Forma Studio 広島県

503 浦上 憲一 ウラカミ ケンイチ 岡山県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
701 亀原 敏信 カメハラ トシノブ 大阪府

702 石上 利之 イシガミ トシユキ 広島県

703 池元 崇 イケモト タカシ ADVANCE 4 滋賀県

704 平松 功一 ヒラマツ コウイチ BREEZE 岡山県

705 井原 和信 イハラ カズノブ 兵庫県

706 武田 孝 タケダ タカシ 兵庫県

707 横山 雅俊 ヨコヤマ マサトシ 茨城県

708 宮脇 芳照 ミヤワキ ヨシテル 京都府

709 中野 英明 ナカノ ヒデアキ 奈良県

710 富春 豪文 トミハル ヒデノリ 広島県

711 高橋 才明 タカハシ サイメイ 東京都

712 平野 有三 ヒラノ ユウゾウ 広島県

713 吉村 肇 ヨシムラ ハジメ 大阪府

714 桑野 俊夫 クワノ トシオ 大阪府

715 中田 光則 ナカダ ミツノリ FLASH 石川県

男子１フライト部門

男子２フライト部門



716 村井 哲也 ムライ テツヤ 大阪府

717 佐藤 隆 サトウ タカシ 大阪府

718 岡 清司 オカ キヨシ 千葉県

719 室川 晃宏 ムロカワ アキヒロ 和歌山県

720 芦立 秀朗 アシタテ ヒデアキ ADVANCE 4 京都府

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
1 橋本 隆介 ハシモト リュウスケ 広島県

2 柏木 伸彦 カシワギ ノブヒコ 大阪府 

3 梶川 彰彦 カジカワ アキヒコ 広島県

4 川合 賞明 カワイ ヨシアキ 大阪府

5 久保 和雄 クボ カズオ 京都府

6 割石 清明 ワリイシ キヨアキ 大阪府

7 芳尾 一美 ヨシオ カズミ 大阪府 

8 高村 智通 タカムラ トモミチ FLASH 福井県 

9 中谷 哲也 ナカタニ テツヤ 京都府 

10 渋谷 裕之 シブタニ ヒロユキ 兵庫県

11 樋野村 文康 ヒノムラ フミヤス A.C. KURASHIKI 広島県

12 田丸 利広 タマル トシヒロ 福岡県 

13 大西 龍幸 オオニシ タツユキ 兵庫県

14 竹内 好信 タケウチ ヨシノブ 大阪府 

15 森本 健二 モリモト ケンジ 岡山県

16 堀 淳乗 ホリ アツノリ 香川県

17 高瀬 薫 タカセ カオル ADVANCE 4 滋賀県

18 高田 雅之 タカタ マサユキ 広島県

19 佐々木 真 ササキ マコト 大阪府

20 河本 和行 カワモト カズユキ 神奈川県

21 枝並 晃司 エナミ コウジ BREEZE 岡山県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
801 奥田 比佐 オクダ ヒサ 宮城県

802 泉 美紀 イズミ ミキ 大阪府 

803 田原 真弓 タハラ マユミ MOVE LIVELY 大阪府 

804 安田 信子 ヤスダ ノブコ 東京都

805 鋳鍋 仁美 イナベ ヒトミ 広島県 

806 出岡 浩美 イデオカ ヒロミ 広島県

807 田村 洋美 タムラ ヒロミ 岡山県 

808 竹安 由加里 タケヤス ユカリ 香川県 

809 岡本 さゆり オカモト サユリ 大阪府 

810 漆本 由夏 ウルシモト ユカ 広島県 

811 石田 悦子 イシダ エツコ 群馬県

812 安藤 陽子 アンドウ ヨウコ MOVE LIVELY 大阪府

813 福本 裕子 フクモト ユウコ FLASH 石川県 

814 赤坂 佳代子 アカサカ カヨコ 大阪府 

815 辻 宣子 ツジ ノブコ 大阪府 

816 水野 圭子 ミズノ ケイコ 大阪府

817 豊芦 智惠 トヨアシ チエ MOVE LIVELY 大阪府 

818 吉田 陽子 ヨシダ ヨウコ 北海道 

819 松浦 真子 マツウラ マサコ 大阪府

820 津田 裕子 ツダ ヒロコ 京都府

821 日置 秀代 ヒオキ ヒデヨ 京都府

822 中谷 麻生 ナカタニ マキ 大阪府 

823 谷口 千波 タニグチ チナミ MOVE LIVELY 大阪府 

824 中島 幸子 ナカジマ サチコ 愛知県 

男子マスターズフライト部門

女子マスターズ１フライト部門



No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
901 中島 加恵子 ナカジマ カエコ 大阪府

902 篠塚 信子 シノヅカ ノブコ 埼玉県 

903 河迫 由美子 カワサコ ユミコ 広島県 

904 由井 清美 ユイ キヨミ 広島県

905 興梠 洋子 コウロギ ヨウコ 三重県 

906 大石 真理 オオイシ マリ 広島県

907 坂本 典子 サカモト ノリコ 埼玉県 

908 丹所 美恵子 タンショ ミエコ FLAT BACK 岐阜県

909 川合 正子 カワイ マサコ 大阪府 

910 中村 哉恵 ナカムラ カナエ FLASH 石川県 

911 森本 裕子 モリモト ユウコ 岐阜県 

912 樋野村 悦子 ヒノムラ エツコ A.C. KURASHIKI 広島県 

913 内山 はるみ ウチヤマ ハルミ FLAT BACK 岐阜県 

914 岩田 乃枝 イワタ ノブエ 大阪府

915 仁波 真澄 ニワ マスミ 大阪府 

916 森田 昌子 モリタ マサコ 広島県 

917 中谷 恵子 ナカタニ ケイコ 京都府

918 田中 しげ美 タナカ シゲミ 大阪府 

919 田中 礼子 タナカ レイコ FLAT BACK 岐阜県

920 長崎 ひとみ ナガサキ ヒトミ FLAT BACK 愛知県

921 大野 扶佐子 オオノ フサコ 大阪府

922 藤木 洋子 フジキ ヨウコ 京都府 

923 河本 尋子 カワモト ヒロコ A.C. KURASHIKI 岡山県 

924 中居 すみ江 ナカイ スミエ 広島県

925 黒田 富士子 クロダ フジコ 大阪府 

926 野網 桂子 ノアミ ケイコ 香川県 

927 小寺 具子 コテラ トモコ MOVE LIVELY 兵庫県 

928 矢野 仁美 ヤノ ヒトミ 兵庫県 

929 山口 節子 ヤマグチ セツコ FLAT BACK 岐阜県 

930 金子 早苗 カネコ サナエ FLAT BACK 岐阜県 

931 松尾 道子 マツオ ミチコ 広島県

932 大内 美恵子 オオウチ ミエコ 兵庫県

933 戸田 賀子 トダ ヨミコ 高知県 

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 黒川 陽子 クロカワ ヨウコ ADVANCE 4 滋賀県

2 瀬尾 真美子 セオ マミコ 広島県

3 太田 敬子 オオタ ヨシコ FLAT BACK 愛知県

4 古矢 智子 フルヤ トモコ 広島県

5 伊藤 純子 イトウ ジュンコ 埼玉県

6 藤本 梨沙 フジモト リサ Boa Forma Studio 広島県

7 谷口 亜里 タニグチ アリ ADVANCE 4 京都府

8 木波本 泰子 キバモト ヤスコ 兵庫県

9 井上 明美 イノウエ アケミ FLAT BACK 三重県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
1 井手 明子 イデ アキコ A.C. KURASHIKI 岡山県

2 内山 はるみ ウチヤマ ハルミ FLAT BACK  岐阜県

3 赤坂 佳代子 アカサカ カヨコ 大阪府

4 徳田 美津子 トクダ ミツコ 大阪府

5 尾木 礼可 オギ レイカ 高知県

6 西本 明美 ニシモト アケミ Boa Forma Studio 広島県

Division２部門

Division3部門

女子マスターズ２フライト部門



7 船津 一彦 フナツ カズヒコ 神奈川県

8 吉田 美奈子 ヨシダ ミナコ 大阪府

9 谷口 千波 タニグチ チナミ MOVE LIVELY 大阪府

10 森田 昌子 モリタ マサコ 広島県

11 漆本 由夏 ウルシモト ユカ 広島県

12 溝江 有香 ミゾエ アリカ 東京都

13 辻 宣子 ツジ ノブコ 大阪府

14 北村 恵 キタムラ メグミ Boa Forma Studio 広島県

15 沼田 千恵子 ヌマタ チエコ 北海道

16 小寺 具子 コテラ トモコ MOVE LIVELY 兵庫県

No 代表者氏名 チーム人数 チーム名 都道府県

1 森本 健二 6名 CUSH VIBES 岡山県

以上

エンジョイ・チーム部門


