
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 長谷川 匠 ハセガワ タクミ A.G.T. グリーンHOP 東京都

2 福田 彩華 フクダ アヤカ Aero Step II 熊本県

3 尾崎 潮音 オザキ シオン A.G.T. グリーンHOP 東京都

4 宮﨑 彩心 ミヤザキ アコ Free Throwエアロビッククラブ 福岡県

5 高田 舞 タカタ マイ Aero Step II 熊本県

6 山手 快斗 ヤマテ カイト HSエアロビックダンス 長崎県

7 児玉 悠月 コダマ ユズキ A.G.T. グリーンHOP 東京都

8 中島 舞陽 ナカシマ マヨ 福岡県

9 中島 万理枝 ナカジマ マリエ 熊本県

10 長谷川 花凛 ハセガワ カリン A.G.T. グリーンHOP 東京都

11 川畑 光佳流 カワバタ ヒカル Team OHMURA 熊本県

12 則包 夢香 ノリカネ ユメカ 香川県

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

14 末松 彩乃 スエマツ アヤノ Free Throwエアロビッククラブ 福岡県

15 山口 ゆめ ヤマグチ ユメ HSエアロビックダンス 長崎県

16 池田 美玲 イケダ ミレイ Aero Step II 熊本県

17 高岡 真楓夏 タカオカ マカナ 福岡県

18 奈須 彩花 ナス サイカ 福岡県

19 橋本 侑奈 ハシモト ユナ 福岡県

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 池田 紗彩 イケダ サヤ Aero Step II 熊本県

104 西田 彩乃 ニシダ アヤノ 福岡県

105 川畑 結愛 カワバタ ユイ Team OHMURA 熊本県

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

107 西 葉月姫 ニシ ハヅキ Aero Step II 熊本県

108 則包 莉穂 ノリカネ リホ 香川県

109 寺崎 心奏 テラザキ ココロ 福岡県

110 金山　 早希 カナヤマ サキ A.C. KURASHIKI 岡山県

111 水元 優来 ミズモト ユラ BREEZE 岡山県

112 中島 和那 ナカシマ ナナ 福岡県

113 山手 比与里 ヤマテ ヒヨリ HSエアロビックダンス 長崎県

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

115 古川 ゆり フルカワ ユリ Team OHMURA 熊本県

小学校４年生以下フライト部門

小学校５・６年生フライト部門

スポーツエアロビック2016福岡オープン　

日時：2016年11月26日(土)開催

会場:福岡市九電記念体育館(福岡県福岡市)

【JAF事務局】電話 03-5796-7521 / FAX 03-5796-7527



116 石橋 未羽 イシバシ ミウ 佐賀県

117 嵩 さくら ダケ サクラ HSエアロビックダンス 長崎県

118 壹岐 真帆 イキ マホ 宮崎県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

201 出井 いろは イデイ イロハ 宮崎県

202 春田 渚 ハルタ ナギサ HSエアロビックダンス 長崎県

203 田崎 莉子 タサキ リコ Aero Step II 熊本県

204 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

205 川畑 愛花里 カワバタ アカリ Team OHMURA 熊本県

206 永利 優衣 ナガトシ ユイ 福岡県

207 永江 萌花 ナガエ モエカ Team OHMURA 熊本県

208 藤本 花音 フジモト カノン スポーツスタジオS.D.E. CITY 福岡県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

301 春田 七海 ハルタ ナナミ HSエアロビックダンス 長崎県

302 前原 彩花 マエハラ アヤカ A.G.T. グリーンHOP 東京都

303 中島 公瑠美 ナカシマ クルミ 福岡県

304 澁谷 百架 シブヤ モモカ 福岡県

305 山田 捺加 ヤマダ ナツカ 宮崎県

306 川原 尚子 カワハラ ショウコ 香川県

307 中村 朱里 ナカムラ アカリ Aero Step II 熊本県

308 島田 美優 シマダ ミユウ Aero Step II 熊本県

309 北崎 萌香 キタザキ モエカ スポーツスタジオS.D.E. CITY 福岡県

310 佐藤 美希 サトウ ミキ 熊本県

311 島田 優美恵 シマダ ユミエ Aero Step II 熊本県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

501 川本 明代 カワモト アキヨ 福岡県

502 松本 典子 マツモト ノリコ 広島県

503 慶田 成美 ケイダ ナルミ 福岡県

504 古矢 智子 フルヤ トモコ 広島県

505 村本 由美子 ムラモト ユミコ 東京都

506 富樫 かなえ トガシ カナエ 新潟県

507 山田 佳世 ヤマダ カヨ 愛知県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

701 青木 知美 アオキ トモミ 神奈川県

702 滝田 奈生 タキタ ナオ 埼玉県

703 太田 敬子 オオタ ヨシコ FLAT BACK 愛知県

704 村上 佳美 ムラカミ ヨシミ 福岡県

705 坂部 由希子 サカベ ユキコ 福岡県

706 小関 雅恵 コセキ マサエ 福岡県

707 崎村 由美子 サキムラ ユミコ 沖縄県

708 平島 薫 ヒラシマ カオル 福岡県

中学生フライト部門

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



709 大山 祐子 オオヤマ ユウコ 茨城県

710 武田 博美 タケダ ヒロミ 兵庫県

711 岸 妙子 キシ タエコ 埼玉県

712 御崎 美帆 ミサキ ミホ 大阪府

713 福田 朱美 フクダ アケミ 福岡県

714 照井 清深 テルイ キヨミ 宮城県

715 中野 ひとみ ナカノ ヒトミ 神奈川県

716 牧口 美奈子 マキグチ ミナコ 東京都

717 金子 桂子 カネコ ケイコ 東京都

718 井上 都茂子 イノウエ トモコ 大阪府

719 酒井 春美 サカイ ハルミ 福岡県

720 杉田 さとみ スギタ サトミ 宮崎県

721 森 恵子 モリ ケイコ 東京都

722 長田 佳世子 オサダ カヨコ 兵庫県

723 清水 尚子 シミズ ショウコ 東京都

724 柴田 美樹 シバタ ミキ アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

725 蔵迫 俊子 クラサコ トシコ 福岡県

726 川上 聡子 カワカミ フサコ 千葉県

727 星野 愛 ホシノ メグミ 香川県

728 荻野 陽子 オギノ ヨウコ ADVANCE 4 京都府

729 西垣 真穂 ニシガキ マホ 福岡県

730 徳田 美津子 トクダ ミツコ 大阪府

731 市岡 瑞穂 イチオカ ミズホ 広島県

732 野間口 亜希子 ノマグチ アキコ 神奈川県

733 吉田 美奈子 ヨシダ ミナコ 大阪府

734 山野 留美子 ヤマノ ルミコ 千葉県

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

736 橋本 維知子 ハシモト イチコ 宮城県

737 須川 明子 スガワ アキコ アステム湘南VIGOROUS 東京都

738 関口 貴子 セキグチ タカコ 埼玉県

739 岡 和恵 オカ カズエ 千葉県

740 針尾 雅美 ハリオ マサミ 佐賀県

741 戸田 麻利 トダ マリ 福岡県

742 池崎 貴子 イケサキ タカコ 広島県

743 三好 郁代 ミヨシ イクヨ BREEZE 香川県

744 佐竹 智子 サタケ トモコ MOVE LIVELY 大阪府

745 瀬尾 真美子 セオ マミコ 広島県

746 高野 恵 タカノ メグミ 福岡県

747 金崎 公子 カナザキ キミコ 東京都

748 武田 美由紀 タケダ ミユキ 秋田県

749 水見 洋子 ミズミ ヨウコ 福岡県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

401 児島 正則 コジマ マサノリ 大阪府

402 舩岡 孝 フナオカ タカシ 福岡県

403 金崎 智明 カナザキ チアキ 東京都

男子１フライト部門



No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

601 中野 英明 ナカノ ヒデアキ 奈良県

602 大森 元 オオモリ ハジメ 兵庫県

603 丸橋 健 マルバシ タケシ 広島県

604 冨永 賢治 トミナガ ケンジ 埼玉県

605 山中 祐治 ヤマナカ ユウジ 大阪府

606 富田 利彦 トミタ トシヒコ 兵庫県

607 平松 功一 ヒラマツ コウイチ BREEZE 岡山県

608 高田 巖 タカダ イワオ 東京都

609 亀原 敏信 カメハラ トシノブ 大阪府

610 富春 豪文 トミハル ヒデノリ 広島県

611 池元 崇 イケモト タカシ ADVANCE 4 滋賀県

612 吉村 肇 ヨシムラ ハジメ 大阪府

613 宮城 康次 ミヤギ ヤスジ 石川県

614 石上 利之 イシガミ トシユキ 広島県

615 岡 清司 オカ キヨシ 千葉県

616 武田 孝 タケダ タカシ 兵庫県

617 金子 孝 カネコ タカシ 東京都

618 村井 哲也 ムライ テツヤ 大阪府 

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 勝呂 高博 スグロ タカヒロ 静岡県 

2 松田 利章 マツダ トシアキ アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

3 斉藤 仁 サイトウ ヒトシ 東京都 

4 割石 清明 ワリイシ キヨアキ 大阪府

5 田丸 利広 タマル トシヒロ 福岡県 

6 橋本 隆介 ハシモト リュウスケ 広島県 

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

8 大西 龍幸 オオニシ タツユキ 兵庫県 

9 河本 和行 カワモト カズユキ 神奈川県

10 長谷 貞義 ハセ サダヨシ 大阪府 

11 芳尾 一美 ヨシオ カズミ 大阪府 

12 久保 和雄 クボ カズオ 京都府 

13 柏木 伸彦 カシワギ ノブヒコ 大阪府

14 佐々木 真 ササキ マコト 大阪府 

15 枝並 晃司 エナミ コウジ BREEZE 岡山県

16 川合 賞明 カワイ ヨシアキ 大阪府 

17 根岸 隆樹 ネギシ タカキ 群馬県 

18 酒井 龍彦 サカイ タツヒコ 福井県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

801 堀川 伸子 ホリカワ ノブコ 岡山県

802 竹安 由加里 タケヤス ユカリ 香川県

803 岡本 さゆり オカモト サユリ 大阪府

804 安藤 陽子 アンドウ ヨウコ MOVE LIVELY 大阪府

805 鋳鍋 仁美 イナベ ヒトミ 広島県

男子２フライト部門

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



806 松浦 真子 マツウラ マサコ 大阪府

807 大久 英子 オオヒサ エイコ 宮城県

808 住吉 法子 スミヨシ ノリコ ADVANCE 4 滋賀県

809 築山 明美 ツキヤマ アケミ 埼玉県

810 福本 裕子 フクモト ユウコ FLASH 石川県

811 辻 宣子 ツジ ノブコ 大阪府

812 田村 洋美 タムラ ヒロミ 岡山県

813 藤本 千佳子 フジモト チカコ アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

814 野口 廣美 ノグチ ヒロミ 神奈川県

815 角岡 千英美 スミオカ チエミ MOVE LIVELY 大阪府

816 漆本 由夏 ウルシモト ユカ 広島県

817 豊芦 智惠 トヨアシ チエ MOVE LIVELY 大阪府

818 佐藤 郁子 サトウ イクコ 熊本県

819 中島 幸子 ナカジマ サチコ 愛知県

820 崎山 睦美 サキヤマ ムツミ 京都府

821 荻野 富美子 オギノ フミコ 宮城県

822 小野 ひろみ オノ ヒロミ 東京都

823 安田 信子 ヤスダ ノブコ 東京都

824 出岡 浩美 イデオカ ヒロミ 広島県 

825 大坪 恭子 オオツボ キョウコ 石川県

826 津田 裕子 ツダ ヒロコ 京都府

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

901 笹生 万里子 サソウ マリコ 千葉県

902 中居 すみ江 ナカイ スミエ 広島県

903 賀茂 尚江 ガモ ナオエ 三重県

904 後藤 惠 ゴトウ メグミ 福岡県

905 矢野 仁美 ヤノ ヒトミ 兵庫県

906 森本 裕子 モリモト ユウコ 岐阜県

907 内山 はるみ ウチヤマ ハルミ FLAT BACK 岐阜県

908 大石 真理 オオイシ マリ 広島県

909 岩田 乃枝 イワタ ノブエ 大阪府 

910 中島 加恵子 ナカジマ カエコ 大阪府

911 丹所 美恵子 タンショ ミエコ FLAT BACK 岐阜県

912 河迫 由美子 カワサコ ユミコ 広島県

913 及川 容雅子 オイカワ ユカコ 青山社中 静岡県

914 山根 永子 ヤマネ ナガコ 広島県

915 長崎 ひとみ ナガサキ ヒトミ FLAT BACK 愛知県

916 斉藤 洋美 サイトウ ヒロミ 東京都

917 城 節子 ジョウ セツコ 福岡県

918 山口 節子 ヤマグチ セツコ FLAT BACK 岐阜県

919 田中 しげ美 タナカ シゲミ 大阪府 

女子マスターズ２フライト部門



920 興梠 洋子 コウロギ ヨウコ 三重県

921 野網 桂子 ノアミ ケイコ 香川県

922 新井 礼香 アライ レイカ 東京都

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

924 大塚 晴美 オオツカ ハルミ 千葉県

925 岡村 洋子 オカムラ ヨウコ 熊本県

926 川合 正子 カワイ マサコ 大阪府

927 森田 里江 モリタ サトエ 兵庫県

928 中林 かおる ナカバヤシ カオル 神奈川県

929 仁波 真澄 ニワ マスミ 大阪府

930 木村 さゆり キムラ サユリ 兵庫県

931 田中 礼子 タナカ レイコ FLAT BACK 岐阜県

932 森田 昌子 モリタ マサコ 広島県

933 坂本 典子 サカモト ノリコ 香川県

934 松尾 道子 マツオ ミチコ 広島県

935 河本 尋子 カワモト ヒロコ A.C. KURASHIKI 岡山県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 川本 明代 カワモト アキヨ 福岡県 

2 福田 朱美 フクダ アケミ 福岡県 

3 瀬尾 真美子 セオ マミコ 広島県

4 中西 美香 ナカニシ ミカ 福岡県 

5 村本 由美子 ムラモト ユミコ 東京都 

6 古矢 智子 フルヤ トモコ 広島県 

7 山田 佳世 ヤマダ カヨ 愛知県 

8 針尾 雅美 ハリオ マサミ 佐賀県 

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 小関 雅恵 コセキ マサエ 福岡県

2 中野 ひとみ ナカノ ヒトミ 神奈川県

3 漆本 由夏 ウルシモト ユカ 広島県

4 森田 昌子 モリタ マサコ 広島県

5 内海 仁美 ウツミ ヒトミ MOVE LIVELY 大阪府

6 山崎 巴依世 ヤマザキ カズヨ FLASH 石川県

7 梅本 美智子 ウメモト ミチコ MOVE LIVELY 大阪府

8 徳田 美津子 トクダ ミツコ 大阪府

9 及川 容雅子 オイカワ ユカコ 青山社中 静岡県

10 新井 礼香 アライ レイカ 東京都

11 水見 洋子 ミズミ ヨウコ 福岡県

12 柴 昌彦 シバ マサヒコ 青山社中 静岡県

13 林 佳子 ハヤシ ケイコ FLASH 石川県

14 池永 雅美 イケナガ マサミ MOVE LIVELY 大阪府

以上

Division3部門

Division２部門


