
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。

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

男子マスターズフライト部門
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
901 浦島 俊高 ウラシマ トシタカ FLASH 福井県 

902 戸田 賢之 トダ カタシ 岡山県

903 松本 安弘 マツモト ヤスヒロ FLASH 富山県 

904 渡辺 靖 ワタナベ ヤスシ 千葉県 

905 鴻田 弘 コウダ ヒロシ 茨城県

906 山下 浩司 ヤマシタ コウジ 東京都

907 並木 学 ナミキ マナブ 北海道

908 川合 賞明 カワイ ヨシアキ 大阪府 

909 勝呂 高博 スグロ タカヒロ 静岡県 

910 澤田 史朗 サワダ シロウ 東京都 

911 篠塚 淳 シノヅカ アツシ 埼玉県

912 芳尾 一美 ヨシオ カズミ 大阪府 

913 河本 和行 カワモト カズユキ 神奈川県

914 梶川 彰彦 カジカワ アキヒコ 広島県 

915 野田 賢一 ノダ ケンイチ 埼玉県 

916 田原 昭彦 タバラ アキヒコ BREEZE 岡山県 

917 石野 昭宏 イシノ アキヒロ 神奈川県 

918 永田 雅春 ナガタ マサハル 神奈川県

919 銭場 伸一 センバ シンイチ 埼玉県 

920 松田 雅彦 マツタ マサヒコ 宮城県 

921 和泉 義夫 イズミ ヨシオ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 東京都 

922 平野 明彦 ヒラノ アキヒコ 東京都

923 中村 功 ナカムラ イサオ 埼玉県 

924 中谷 哲也 ナカタニ テツヤ 京都府 

925 斉藤 仁 サイトウ ヒトシ 東京都 

926 田中 嘉一 タナカ ヨシカズ FLAT BACK 愛知県 

927 秋葉 泰弘 アキバ ヤスヒロ 神奈川県

928 長谷川 実幸 ハセガワ ミユキ 愛知県 

929 松本 茂 マツモト シゲル 茨城県 

930 吉野 誠一 ヨシノ セイイチ 千葉県

931 斉藤 美治 サイトウ ヨシハル 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県

932 島田 徹 シマダ トオル 埼玉県 

933 枝並 晃司 エナミ コウジ BREEZE 岡山県 

934 中島 篤志 ナカジマ アツシ 石川県 

935 高村 智通 タカムラ トモミチ FLASH 福井県 

936 渋谷 裕之 シブタニ ヒロユキ 兵庫県 

937 酒井 龍彦 サカイ タツヒコ 福井県

938 根岸 隆樹 ネギシ タカキ 群馬県

スポーツエアロビック2015北東京オープン　

日時：2015年12月12日(土)開催

会場:北区滝野川体育館(東京都北区)

大会リーダー:丹憲一/関根明治　２名



男子２フライト部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
601 大津 和也 オオツ カズヤ 埼玉県

602 根本 大作 ネモト ダイサク 東京都 

603 武田 孝 タケダ タカシ 兵庫県

604 若林 理 ワカバヤシ オサム 神奈川県

605 中野 英明 ナカノ ヒデアキ 奈良県 

606 松田 利章 マツダ トシアキ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県 

607 加藤 剛 カトウ ツヨシ 東京都 

608 岡 清司 オカ キヨシ 千葉県 

609 金子 孝 カネコ タカシ 東京都

610 五十嵐 由則 イガラシ ヨシノリ 福島県 

611 堀 淳乗 ホリ アツノリ 香川県 

612 芦立 秀朗 アシタテ ヒデアキ ADVANCE 4 京都府 

613 小林 正広 コバヤシ マサヒロ 茨城県 

614 堺 忍 サカイ シノブ 石川県 

615 岡田 訓幸 オカダ ノリユキ 東京都

616 中山 武俊 ナカヤマ タケトシ 石川県 

617 篠崎 禎治 シノザキ ヨシハル 茨城県 

618 木村 浩之 キムラ ヒロユキ JSAA 北海道

619 大池 雅 オオイケ マサシ C.A.C. TOKYO 埼玉県 

620 冨永 賢治 トミナガ ケンジ 埼玉県

621 田上 久仁夫 タガミ クニオ Studio 山本塾 愛知県 

622 真田 英毅 サナダ ヒデキ ADVANCE 4 滋賀県 

623 森口 寛之 モリグチ ヒロユキ ADVANCE 4 滋賀県 

624 石上 利之 イシガミ トシユキ 広島県

625 金子 周平 カネコ シュウヘイ 東京都

626 宮脇 芳照 ミヤワキ ヨシテル 京都府 

627 岩田 昌人 イワタ マサト FLASH 富山県 

628 平野 有三 ヒラノ ユウゾウ 広島県 

629 永井 秀昭 ナガイ ヒデアキ 宮城県

630 飯田 紀久夫 イイダ キクオ 愛知県 

男子１フライト部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
401 鎌倉 悟 カマクラ サトル 大阪府

402 佐藤 弘康 サトウ ヒロヤス 北海道 

403 外村 直 トノムラ ナオ 埼玉県 

404 金崎 智明 カナザキ チアキ 東京都 

405 岩本 友一 イワモト ユウイチ 大阪府

406 黒沢 敬一 クロサワ ケイイチ 福島県 

407 中村 将人 ナカムラ マサト 東京都 

408 浦上 憲一 ウラカミ ケンイチ 岡山県 

409 黒田 宇 クロダ カナタ 東京都 

410 箕浦 健 ミノウラ ケン FLAT BACK 岐阜県 

女子マスターズ２フライト部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
1 内山 はるみ ウチヤマ ハルミ FLAT BACK 岐阜県

2 中村 哉恵 ナカムラ カナエ FLASH 石川県



3 齊藤 操 サイトウ ミサオ 埼玉県

4 白川 千鶴子 シラカワ チズコ 東京都

5 篠塚 信子 シノヅカ ノブコ 埼玉県 

6 久保田 光江 クボタ ミツエ 茨城県

7 興梠 洋子 コウロギ ヨウコ 三重県

8 葛西 広美 カサイ ヒロミ 神奈川県

9 利田 智代 リタ トモヨ 富山県

10 山田 まさ子 ヤマダ マサコ 東京都

11 吉本 顕代 ヨシモト アキヨ FLASH 石川県

12 田中 礼子 タナカ レイコ FLAT BACK 岐阜県

13 田中 景子 タナカ ケイコ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県

14 水尾 妙子 ミズオ タエコ 茨城県

15 斉藤 洋美 サイトウ ヒロミ 東京都

16 黒田 富士子 クロダ フジコ 大阪府

17 岩田 乃枝 イワタ ノブエ 大阪府

18 加藤 美津子 カトウ ミツコ 山形県

19 長崎 ひとみ ナガサキ ヒトミ FLAT BACK 愛知県

20 川合 正子 カワイ マサコ 大阪府 

21 桐野 喜子 キリノ キコ 東京都

22 藤田 環 フジタ タマキ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 静岡県

23 倉永 里江子 クラナガ リエコ 宮崎県

24 坂本 典子 サカモト ノリコ 埼玉県

25 林 秀子 ハヤシ ヒデコ 千葉県

26 及川 容雅子 オイカワ ユカコ 青山社中 静岡県

27 橋本 薫 ハシモト カオル 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県

28 河迫 由美子 カワサコ ユミコ 広島県

29 中村 小百合 ナカムラ サユリ BREEZE 広島県

30 賀茂 尚江 ガモ ナオエ 三重県

31 土田 悦子 ツチダ エツコ 埼玉県

32 横山 誓子 ヨコヤマ セイコ 宮城県

33 熊切 京子 クマキリ キョウコ 神奈川県

34 仁波 真澄 ニワ マスミ 大阪府

35 山口 節子 ヤマグチ セツコ FLAT BACK 岐阜県

36 中澤 厚子 ナカザワ アツコ 埼玉県

37 山照 多賀世 ヤマテル タカヨ 兵庫県

38 本多 弘子 ホンダ ヒロコ 東京都 

39 中谷 恵子 ナカタニ ケイコ 京都府 

40 新井 礼香 アライ レイカ 東京都

41 神崎 裕子 カンザキ ヒロコ 宮城県

42 鈴木 直美 スズキ ナオミ 東京都

43 大下 恵美奈 オオシタ エミナ 東京都

44 森本 裕子 モリモト ユウコ 岐阜県

45 中林 かおる ナカバヤシ カオル 神奈川県

46 山内 貴公美 ヤマウチ キクミ FLAT BACK 岐阜県

47 大本 真弓 オオモト マユミ 大阪府

48 北山 純子 キタヤマ ジュンコ FLASH 石川県

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
801 坂下 千寿子 サカシタ チズコ 愛知県 

802 酒田 優子 サカタ ユウコ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県



803 及川 道子 オイカワ ミチコ 宮城県

804 辻 宣子 ツジ ノブコ 大阪府

805 櫛谷 喜美子 クシヤ キミコ 埼玉県 

806 岩木 貴代 イワキ タカヨ 東京都 

807 菊池 ルリ子 キクチ ルリコ 宮城県 

808 武石 ひろみ タケイシ ヒロミ 新潟県 

809 椚 二三恵 クヌギ フミエ 千葉県 

810 石田 圭子 イシダ ケイコ 新潟県 

811 谷口 裕美枝 タニグチ ユミエ 埼玉県 

812 石田 千晶 イシダ チアキ JSAA 北海道

813 福本 裕子 フクモト ユウコ FLASH 石川県

814 安田 信子 ヤスダ ノブコ 東京都

815 小池 貴子 コイケ タカコ 愛知県 

816 萬崎 明美 マンザキ アケミ 千葉県 

817 坂本 倫子 サカモト ミチコ 大阪府

818 鈴木 美すず スズキ ミスズ 北海道 

819 岸田 波香 キシダ ナミカ 神奈川県 

820 小野寺 淳子 オノデラ アツコ 東京都 

821 石野 淑恵 イシノ トシエ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県 

822 佐藤 洋子 サトウ ヨウコ 北海道 

823 小松 久美子 コマツ クミコ 宮城県 

824 中村 和恵 ナカムラ カズエ 千葉県

825 阿部 ユミ アベ ユミ 山形県

826 佐藤 弘子 サトウ ヒロコ 東京都 

827 古澤 由紀枝 フルサワ ユキエ 石川県

828 松本 典子 マツモト ノリコ 宮城県

829 柿沼 佳子 カキヌマ ケイコ 東京都 

830 岩崎 美香 イワサキ ミカ 宮城県 

831 島 暁美 シマ アケミ 宮城県 

832 君塚 栄子 キミヅカ エイコ 千葉県

833 藤本 千佳子 フジモト チカコ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県

834 野口 廣美 ノグチ ヒロミ 神奈川県 

835 鶴岡 恵子 ツルオカ ケイコ 埼玉県 

836 築山 明美 ツキヤマ アケミ 埼玉県

837 大池 敦子 オオイケ ノブコ C.A.C. TOKYO 埼玉県 

女子３フライト部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
701 伊藤 純子 イトウ ジュンコ 埼玉県

702 生駒 延子 イコマ ノブコ 大阪府

703 鈴木 美恵子 スズキ ミエコ 栃木県 

704 持松 ちえみ モチマツ チエミ 福岡県

705 針尾 雅美 ハリオ マサミ 佐賀県 

706 小関 雅恵 コセキ マサエ 福岡県 

707 鈴木 祐子 スズキ ユウコ 東京都 

708 滝口 小百美 タキグチ サユミ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 静岡県 

709 橋本 維知子 ハシモト イチコ 宮城県 

710 横山 かおり ヨコヤマ カオリ 茨城県

711 高橋 哉子 タカハシ カナコ 埼玉県

712 佐藤 かおり サトウ カオリ 香川県

713 大川 理恵 オオカワ リエ 東京都



714 照井 清深 テルイ キヨミ 宮城県

715 千葉 かおり チバ カオリ 宮城県

716 堀木 好 ホリキ コノミ 三重県 

717 金崎 公子 カナザキ キミコ 東京都

718 戸田 麻利 トダ マリ 福岡県 

719 肥沼 悦子 コイヌマ エツコ 埼玉県 

720 青木 知美 アオキ トモミ 神奈川県 

721 吉田 陽子 ヨシダ ヨウコ 北海道 

722 金子 桂子 カネコ ケイコ 東京都

723 大久 英子 オオヒサ エイコ 宮城県 

724 伊藤 智佳 イトウ チカ 宮城県 

725 福村 吉利子 フクムラ キリコ FLASH 石川県

726 水見 洋子 ミズミ ヨウコ 福岡県

727 大坪 恭子 オオツボ キョウコ 石川県 

728 井上 明美 イノウエ アケミ FLAT BACK 三重県

729 岸谷 佳代 キシタニ カヨ 東京都

730 佐藤 真実 サトウ マナミ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県

731 荻野 富美子 オギノ フミコ 宮城県

732 奥村 和加 オクムラ ワカ ADVANCE 4 三重県 

733 徳田 美津子 トクダ ミツコ 大阪府

734 竹安 由加里 タケヤス ユカリ 香川県

735 小野 浩子 オノ ヒロコ 東京都

736 岡 和恵 オカ カズエ 千葉県

737 三間 多美子 ザンマ タミコ 新潟県

738 星野 愛 ホシノ メグミ 香川県

739 武田 美由紀 タケダ ミユキ 秋田県

740 白石 里香子 シライシ リカコ 山梨県

741 酒井 春美 サカイ ハルミ 福岡県

742 奥作 かおり オクサク カオリ 兵庫県

743 井上 都茂子 イノウエ トモコ 大阪府

744 武田 博美 タケダ ヒロミ 兵庫県 

745 滝田 奈生 タキタ ナオ 埼玉県 

746 柴田 美樹 シバタ ミキ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県

747 曾我部 真樹 ソガベ マキ 石川県

748 古内 奈緒 フルウチ ナオ 埼玉県

749 高野 智子 タカノ トモコ 愛知県

750 加々美 安代 カガミ ヤスヨ 山梨県 

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

752 沼田 千恵子 ヌマタ チエコ 北海道 

753 三好 郁代 ミヨシ イクヨ BREEZE 香川県

754 蓬田 広子 ヨモギダ ヒロコ 宮城県

755 中野 ひとみ ナカノ ヒトミ 神奈川県

756 小栗 睦子 オグリ ムツコ 北海道 

757 関口 貴子 セキグチ タカコ 埼玉県

758 大山 祐子 オオヤマ ユウコ 茨城県

759 須川 明子 スガワ アキコ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 東京都

760 中西 美香 ナカニシ ミカ 福岡県

761 尾木 礼可 オギ レイカ 高知県

762 熊谷 美和 クマガイ ミワ 宮城県 

763 荻野 陽子 オギノ ヨウコ ADVANCE 4 京都府

764 比氣 利恵 ヒキ リエ 茨城県



765 安藤 陽子 アンドウ ヨウコ MOVE LIVELY 大阪府

766 中村 淳子 ナカムラ ジュンコ BREEZE 岡山県

767 中平 栄里子 ナカダイラ エリコ 宮城県

768 清水 尚子 シミズ ショウコ 東京都

769 吉田 美奈子 ヨシダ ミナコ 大阪府 

770 野間口 亜希子 ノマグチ アキコ 神奈川県 

771 岸 妙子 キシ タエコ 埼玉県

772 福田 朱美 フクダ アケミ 福岡県

773 畑井 州子 ハタイ シュウコ 宮城県

774 御崎 美帆 ミサキ ミホ 大阪府

775 森田 郁子 モリタ イクコ 石川県 

776 河盛 直美 カワモリ ナオミ 大阪府 

777 森 恵子 モリ ケイコ 東京都 

778 上野 直美 ウエノ ナオミ 宮城県

779 廣瀬 桂子 ヒロセ ケイコ 東京都

780 工藤 真希子 クドウ マキコ 秋田県

781 大脇 弘江 オオワキ ヒロエ 愛知県 

女子２フライト部門

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 鈴木 美樹 スズキ ミキ 山形県

503 小川 真希 オガワ マキ Boa Forma Studio 山口県 

504 村本 由美子 ムラモト ユミコ 東京都 

505 葉山 佐知子 ハヤマ サチコ 千葉県

506 太田 敬子 オオタ ヨシコ FLAT BACK 愛知県 

507 田所 加衣 タドコロ カエ 奈良県

508 高橋 奈美 タカハシ ナミ 埼玉県 

509 池田 瞳美 イケダ ヒトミ FLASH 福井県

510 山田 佳世 ヤマダ カヨ 愛知県

511 河野 舞 コウノ マイ 神奈川県 

512 今堀 加奈子 イマホリ カナコ 京都府

513 小松 菜月 コマツ ナツキ 新潟県

514 菊池 志穂美 キクチ シホミ 埼玉県 

515 若林 紀美江 ワカバヤシ キミエ 神奈川県 

516 稲元 由紀子 イナモト ユキコ 埼玉県

517 設楽 道子 シダラ ミチコ 東京都 

女子１フライト部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
301 齋藤 亜美 サイトウ アミ 宮城県

302 角谷 美空 スミヤ ミク 新潟県

303 布施 温菜 フセ ハルナ 東京都 

304 田中 雪菜 タナカ ユキナ 静岡県

305 圷 彩花 アクツ アヤカ 茨城県 

306 木村 真菜 キムラ マナ 神奈川県 

307 中村 萌名 ナカムラ モナ 神奈川県 

308 小島 なつ子 コジマ ナツコ 東京都

309 内藤 沙弥 ナイトウ サヤ S K J 群馬県

310 篠原 みなみ シノハラ ミナミ 栃木県

311 吉松 澪穂 ヨシマツ ミホ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県 



312 鳥巣 愛佳 トリス アイカ MWM FF CLUB DENENCHOFU 東京都

313 加藤 優花 カトウ ユウカ 東京都 

314 敷田 真衣 シキダ マイ A.C. KURASHIKI 神奈川県 

315 柳田 綾里咲 ヤナギダ アリサ 埼玉県 

316 吉野 紀子 ヨシノ ノリコ MWM FF CLUB DENENCHOFU 東京都

317 中原 紗也加 ナカハラ サヤカ 静岡県

318 三條 幸恵 サンジョウ ユキエ 宮城県 

319 加藤 伶美 カトウ レミ 東京都

320 小松田 葵 コマツダ アオイ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県 

321 佐々木 知穂 ササキ チホ 東京都

中学生フライト部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
201 阿部 李々子 アベ リリコ 新潟県

202 竹花 香奈 タケハナ カナ 長野県 

203 木戸 杏南 キド アンナ 静岡県

204 渡邉 菜々花 ワタナベ ナナカ 埼玉県

205 山口 莉奈 ヤマグチ リナ 群馬県

206 高久 希 タカク ノゾミ 神奈川県

207 岡田 幸樹 オカダ コウキ 静岡県

208 秋山 夢翔 アキヤマ ユメカ 埼玉県

209 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

210 出水 萌々香 デミズ モモカ 和歌山県

211 赤星 夏菜 アカホシ ナナ 埼玉県

212 福田 羽七 フクダ ハナナ A.G.T. グリーンHOP 東京都

213 渡邉 瑠々花 ワタナベ ルルカ 埼玉県

214 田崎 莉子 タサキ リコ Aero Step II 熊本県

215 鈴木 智絵 スズキ トモエ 宮城県

216 伊東 彩海 イトウ アヤミ 埼玉県

217 兼子 紗英 カネコ サエ 静岡県

218 山田 樹奈 ヤマダ ジュナ 群馬県

219 村上 明優里 ムラカミ アユリ 宮城県

220 鶴蒔 愛奈 ツルマキ マナ 栃木県

221 山本 凜 ヤマモト リン 静岡県

222 藤森 蓮美 フジモリ レミ 東京都

223 松本 萌花 マツモト モエカ 埼玉県

224 伊地知 暖 イジチ ノン WAC 神奈川県

225 諸岡 育実 モロオカ イクミ 茨城県 

226 佐藤 彩水 サトウ アヤミ 埼玉県

227 中野 璃里華 ナカノ リリカ 埼玉県

228 地田 ひなた チダ ヒナタ 静岡県

229 松尾 碧海 マツオ アミ 東京都

230 山崎 愛香 ヤマザキ マナカ 宮城県

231 森泉 紀葉 モリイズミ ノリハ 群馬県

232 今野 瞳輝 コンノ マナカ 宮城県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
101 清水 夕姫 シミズ ユウキ 山梨県 

102 辻 杏樹 ツジ アンジュ 山梨県

103 石原 菜月 イシハラ ナヅキ A.G.T. グリーンHOP 東京都 

104 村木 詩歩 ムラキ シホ 埼玉県 



105 安松 ひなた ヤスマツ ヒナタ 静岡県 

106 地田 ひかり チダ ヒカリ 静岡県 

107 半田 梨菜 ハンダ リナ 栃木県

108 池田 優紀 イケダ ユウキ 長野県

109 山口 彩莉 ヤマグチ アヤリ 神奈川県 

110 黒木 葉奈 クロキ ハナ 静岡県

111 中村 友紀 ナカムラ ユキ A.G.T. グリーンHOP 東京都 

112 杉井 美空 スギイ ミソラ 静岡県

113 鈴木 愛由 スズキ アユ 埼玉県

114 本村 美紗希 モトムラ ミサキ 茨城県 

115 清水 悠木 シミズ ユウキ 東京都

116 星野 結衣 ホシノ ユイ OKJエアロビックファミリー 埼玉県

117 齊藤 天音 サイトウ アマネ 神奈川県

118 植松 桃萌子 ウエマツ モモコ 静岡県

119 金丸 佳可 カネマル ヨシカ くまとりA.G.C. 大阪府

120 秋山 飛依 アキヤマ ヒヨリ 埼玉県 

121 鈴木 里彩 スズキ リサ 茨城県 

122 甘利 真那 アマリ マナ 長野県

123 伏見 空 フシミ ソラ 山梨県

124 高崎 祐香里 タカサキ ユカリ 茨城県

125 高林 歩実 タカバヤシ アユミ 神奈川県

126 齊藤 琴弓 サイトウ コトミ 茨城県 

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

128 山口 夕萌 ヤマグチ ユメ 静岡県

129 青木 琴花 アオキ コトカ 新潟県

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

131 山口 藍 ヤマグチ アイ 新潟県

132 井口 幸紀 イグチ サキ 静岡県

133 金子 沙姫 カネコ サキ 埼玉県

134 秋山 優奈 アキヤマ ユナ 茨城県

135 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 

136 佐藤 美来 サトウ ミク 神奈川県

137 安江 満莉香 ヤスエ マリカ FLAT BACK 岐阜県

138 井口 実紀 イグチ ミキ 静岡県 

139 後藤 舞衣 ゴトウ マイ Free Throwエアロビッククラブ 福岡県 

140 山本 夏妃 ヤマモト ナツキ 千葉県

小学校４年生以下フライト部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
1 藤園 瑠海 フジゾノ ルカ WAC 神奈川県 

2 吉田 由佳 ヨシダ ユウカ 神奈川県 

3 岡崎 恋遥 オカザキ レンカ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県

4 小澤 加帆 オザワ カホ 静岡県 

5 牧田 素奈 マキタ ソナ 神奈川県

6 柳沢 理来 ヤナギサワ リラ 長野県 

7 甲斐 愛梨 カイ アイリ 神奈川県 

8 斉藤 優輝 サイトウ ユウキ 神奈川県 

9 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 

10 今井 咲月 イマイ サツキ 神奈川県

11 小原 理子 オハラ リコ 長野県 

12 河野 莉娃 カワノ リア Free Throwエアロビッククラブ 福岡県



13 長谷川 花凛 ハセガワ カリン A.G.T. グリーンHOP 東京都

14 宮澤 千尋 ミヤザワ チヒロ 埼玉県 

15 野村 純子 ノムラ ジュンコ WAC 神奈川県

16 山口 朋葉 ヤマグチ トモハ 新潟県

17 木村 百花 キムラ モモカ 神奈川県

18 戸村 花 トムラ ハナ A.G.T. グリーンHOP 東京都 

19 米村 友菜 ヨネムラ ユウナ OKJエアロビックファミリー 東京都

20 村松 芹奈 ムラマツ セリナ 静岡県 

21 由良 興太郎 ユラ コタロウ 神奈川県 

22 小池 美月 コイケ ミヅキ A.G.T. グリーンHOP 東京都

23 平塚 悠友 ヒラツカ ユウ 東京都 

24 小澤 ひな子 オザワ ヒナコ 神奈川県

25 岡 実優 オカ ミユ 埼玉県

26 大澤 瑞加 オオサワ ミズカ 栃木県

27 山本 幸音 ヤマモト ユキネ 神奈川県 

28 長田 奏 チョウダ カナデ 新潟県 

29 白石 実生 シロイシ ミウ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県 

30 河田 琉七 カワダ ルナ 東京都

31 岡田 朋樹 オカダ トモキ 静岡県

32 安江 満友菜 ヤスエ マユナ FLAT BACK 岐阜県 

33 関 亜咲 セキ アサキ 神奈川県

34 奥冨 歩乃佳 オクトミ ホノカ 埼玉県 

35 長谷川 匠 ハセガワ タクミ A.G.T. グリーンHOP 東京都 

36 大橋 柚杏 オオハシ ユズ 栃木県

37 石川 咲奈 イシカワ サナ 神奈川県 

38 眞岡 優美 マオカ ナツミ 神奈川県 

39 星野 麻衣 ホシノ マイ OKJエアロビックファミリー 埼玉県 

40 上斗米 新菜 カミトマイ ニイナ OKJエアロビックファミリー 東京都

41 伊藤 瑞希 イトウ ミズキ 神奈川県

42 阿部 桜々世 アベ オオセ 新潟県

43 加藤 いろは カトウ イロハ 新潟県 

44 木村 有寿 キムラ ユズ 東京都

45 吉田 愛佳 ヨシダ アイカ 神奈川県

46 飯田 さら イイダ サラ 神奈川県 

47 中田 結菜 ナカダ ユイナ 神奈川県 

48 一木 瑚桃 イチキ コモモ 静岡県 

49 酒井 わかば サカイ ワカバ 新潟県

50 佐伯 恭佳 サエキ キョウカ A.G.T. グリーンHOP 千葉県

51 沼尻 彩里 ヌマジリ アヤリ 茨城県 

以上


