
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。

■ユース1トリオ／ジュニアトリオ部門に出場選手は代表者以外2名の氏名を

　　2016年11月10日(木)までに下記JAF事務局までご連絡ださい。

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 田上 陽爽 タガミ ハルアキ 熊本県

2 生嶋 優 ショウジマ ユウ HSエアロビックダンス 佐賀県

3 小野 泰昌 オノ ヤスマサ 愛知県

4 中元 圭剛 ナカモト ケイゴウ OSKスポーツクラブ 岡山県

5 矢野 遥輝 ヤノ ハルキ Team OHMURA 熊本県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 大塚 晴美 オオツカ ハルミ 千葉県

2 古谷 明日香 フルタニ アスカ Boa Forma Studio 山口県

3 島田 優美恵 シマダ ユミエ Aero Step II 熊本県

4 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

5 田上 陽菜 タガミ ハルナ 熊本県

6 島田 美優 シマダ ミユウ Aero Step II 熊本県

7 冨本 奈月三 トミモト ナツミ Boa Forma Studio 山口県

8 川上 聡子 カワカミ フサコ 千葉県

9 徳田 日南 トクダ ヒナミ OSKスポーツクラブ 岡山県

10 中村 朱里 ナカムラ アカリ Aero Step II 熊本県

11 井上 舞 イノウエ マイ Team OHMURA 熊本県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 中島 公瑠美 ナカシマ クルミ 福岡県

2 佐野 椎菜 サノ シイナ スポーツスタジオS.D.E. CITY 福岡県

3 田崎 莉子 タサキ リコ Aero Step II 熊本県

4 井手 亜希葉 イデ アキハ HSエアロビックダンス 長崎県

5 安保 彩華 アンボ アヤカ 神奈川県

6 春田 七海 ハルタ ナナミ HSエアロビックダンス 長崎県

7 志方 友香 シカタ ユカ 長崎県

8 小川 万由子 オガワ マユコ 長崎県

9 春田 渚 ハルタ ナギサ HSエアロビックダンス 長崎県

10 古川 美里 フルカワ ミサト 長崎県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 山手 比与里 ヤマテ ヒヨリ HSエアロビックダンス 長崎県
2 松井 愛香 マツイ マナカ Free Throwエアロビッククラブ 福岡県
3 西田 彩乃 ニシダ アヤノ 福岡県
4 川畑 愛花里 カワバタ アカリ Team OHMURA 熊本県
5 古川 ゆり フルカワ ユリ Team OHMURA 熊本県
6 新谷 彩華 シンタニ アヤカ BREEZE 岡山県

シニア女子シングル部門

ユース２シングル部門

ユース１シングル部門

スポーツエアロビック2016福岡オープン公式競技/チャレンジ競技(Jトリオ部門)

日時：2016年11月27日(日)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

シニア男子シングル部門



7 大坪 愛果 オオツボ マナカ 福岡県
8 松尾 駿 マツオ シュン Team OHMURA 福岡県
9 嵩 さくら ダケ サクラ HSエアロビックダンス 長崎県
10 河原 旭花 カワハラ アサカ OSKスポーツクラブ 岡山県
11 吉田 雛子 ヨシダ ヒナコ Free Throwエアロビッククラブ 福岡県
12 永江 萌花 ナガエ モエカ Team OHMURA 熊本県
13 間野 萌花 マノ モエカ OSKスポーツクラブ 岡山県
14 池田 紗彩 イケダ サヤ Aero Step II 熊本県
15 菊池 桃子 キクチ モモコ BREEZE 香川県
16 井上 明音 イノウエ ハルネ くまとりA.G.C. 大阪府
17 木村 一葉 キムラ カズハ 福岡県
18 下村 快夏 シモムラ カイカ スポーツスタジオS.D.E. CITY 福岡県
19 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
20 川畑 結愛 カワバタ ユイ Team OHMURA 熊本県
21 塩飽 菜々花 シワク ナナハ OSKスポーツクラブ 岡山県
22 石橋 聡汰 イシバシ ソウタ 福岡県
23 西 葉月姫 ニシ ハヅキ Aero Step II 熊本県
24 中島 和那 ナカシマ ナナ 福岡県
25 永利 優衣 ナガトシ ユイ 福岡県

ユース１トリオ部門
代表者以外1名の氏名を2016年11月10日(木)までに下記JAF事務局までご連絡ください。

No 代表者氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 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

2 西田 彩乃 ニシダ アヤノ 福岡県

3 下村 快夏 シモムラ カイカ スポーツスタジオS.D.E. CITY 福岡県

4 岩井 綾花 イワイ アヤカ OSKスポーツクラブ 岡山県

5 松尾 駿 マツオ シュン Team OHMURA 福岡県

6 嵩 さくら ダケ サクラ HSエアロビックダンス 長崎県

ジュニアトリオ部門

代表者以外1名の氏名を2016年11月10日(木)までに下記JAF事務局までご連絡ください。

No 代表者氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 児玉 悠月 コダマ ユズキ 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

以上


