
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 山本 幸音 ヤマモト ユキネ 神奈川県

2 高橋 ちひろ タカハシ チヒロ WAC 神奈川県

3 今井 咲月 イマイ サツキ 神奈川県

4 飯塚 亜胡 イイヅカ アコ 新潟県

5 酒井 わかば サカイ ワカバ 新潟県

6 渡部 閏裡 ワタナベ ウルリ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県

7 金田 愛美 カネダ マナミ 茨城県

8 丸山 梨珠 マルヤマ リズ OKJエアロビックファミリー 埼玉県

9 笠原 こはく カサハラ コハク 新潟県

10 金子 乃々佳 カネコ ノノカ WAC 神奈川県

11 伊澤 咲姫 イザワ サキ 神奈川県

12 吉田 愛佳 ヨシダ アイカ 神奈川県

13 熊井戸 泉 クマイド イズミ 群馬県

14 阿部 桜々世 アベ オオセ 新潟県

15 飯田 さら イイダ サラ 神奈川県

16 小原 理子 オハラ リコ 長野県

17 吉田 由佳 ヨシダ ユウカ 神奈川県

18 荒川 結心 アラカワ ユイ 新潟県

19 渡邊 愛梨 ワタナベ アイリ 静岡県

20 安達 彩花 アダチ アヤカ HK エアロビクトリー 山形県

21 高野 真佑歩 タカノ マユホ 静岡県

22 遠藤 湖々 エンドウ ココ 神奈川県

23 市村 華梛 イチムラ ハルナ 国府台エアロビッククラブ 千葉県

24 前濱 沙季 マエハマ サキ 埼玉県

25 大野 遥花 オオノ ハルカ A.G.T. グリーンHOP 東京都

26 沼尻 彩里 ヌマジリ アヤリ 茨城県

27 長田 奏 チョウダ カナデ 新潟県

28 佐伯 恭佳 サエキ キョウカ A.G.T. グリーンHOP 千葉県

29 緒方 七海 オガタ ナナミ OKJエアロビックファミリー 埼玉県

30 正木 怜 マサキ レイ 埼玉県

31 長谷川 匠 ハセガワ タクミ A.G.T. グリーンHOP 東京都

32 大橋 柚杏 オオハシ ユズ 栃木県

33 斉藤 優輝 サイトウ ユウキ 神奈川県

34 山口 苺香 ヤマグチ イチカ 神奈川県

35 長谷川 花凛 ハセガワ カリン A.G.T. グリーンHOP 東京都

36 清村 萌々香 シムラ モモカ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県

37 由良 興太郎 ユラ コタロウ 神奈川県

38 岡田 陽夏 オカダ ヒナツ OKJエアロビックファミリー 埼玉県

39 一木 瑚桃 イチキ コモモ 静岡県

40 真砂 美優 マサゴ ミユウ 国府台エアロビッククラブ 千葉県

41 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

42 中田 結菜 ナカダ ユイナ 神奈川県

43 眞岡 優美 マオカ ナツミ 神奈川県

44 宮澤 裕也 ミヤザワ ユウヤ OKJエアロビックファミリー 埼玉県

45 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

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

47 百瀬 陽 モモセ ヒナタ 長野県

48 桐木 心望 キリキ ココミ AE刈谷 愛知県

49 吉田 もえ ヨシダ モエ 群馬県

50 佐藤 未彩 サトウ ミア 新潟県

51 藤園 瑠海 フジゾノ ルカ WAC 神奈川県

52 尾崎 潮音 オザキ シオン A.G.T. グリーンHOP 東京都

53 丸山 杏珠 マルヤマ アンズ 埼玉県

54 加藤 いろは カトウ イロハ 新潟県

55 小澤 ひな子 オザワ ヒナコ 神奈川県

56 牧田 梨湖 マキタ リコ 神奈川県

57 木村 百花 キムラ モモカ 神奈川県

58 関 亜咲 セキ アサキ 神奈川県

59 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

60 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

61 児玉 悠月 コダマ ユズキ A.G.T. グリーンHOP 東京都
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62 有山 美憂 アリヤマ ミユウ 茨城県

63 吉澤 柚羽 ヨシザワ ユズハ 長野県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

101 渡邉 千夏 ワタナベ チナツ 静岡県

102 宮澤 千尋 ミヤザワ チヒロ OKJエアロビックファミリー 埼玉県

103 野村 愛莉 ノムラ アイリ 茨城県

104 佐藤 琴美 サトウ コトミ 国府台エアロビッククラブ 千葉県

105 柳沢 理来 ヤナギサワ リラ 長野県

106 尾崎 叶 オザキ カナウ WAC 神奈川県

107 川畑 珠笑 カワハタ シュエ 茨城県

108 山口 藍 ヤマグチ アイ 新潟県

109 岩崎 優羽 イワサキ ユウ 茨城県

110 居城 愛菜 イシロ マナ 茨城県

111 柳澤 遥愛 ヤナギサワ ハルア 群馬県

112 小野寺 紗 オノデラ スズ OKJエアロビックファミリー 神奈川県

113 池田 翠月 イケダ ミヅキ 神奈川県

114 山口 楓香 ヤマグチ フウカ 茨城県

115 阿部 柚月 アベ ユヅキ 東京都

116 塩川 利音 シオカワ リオン 長野県

117 石原 菜月 イシハラ ナヅキ A.G.T. グリーンHOP 東京都

118 富岡 風人 トミオカ フウト 群馬県

119 山崎 汐音 ヤマザキ シオネ 神奈川県

120 星野 麻衣 ホシノ マイ OKJエアロビックファミリー 埼玉県

121 水嶋 彩愛 ミズシマ アヤナ 国府台エアロビッククラブ 千葉県

122 松岡 碧泉 マツオカ アオイ C.A.C. TOKYO 東京都

123 岡田 朋樹 オカダ トモキ 静岡県

124 井上 菜月 イノウエ ナヅキ 東京都

125 松尾 莉沙 マツオ リサ 東京都

126 野村 純子 ノムラ ジュンコ WAC 神奈川県

127 山本 日香 ヤマモト ニコ WAC 神奈川県

128 信田 光柚 シダ ミユウ C.A.C. TOKYO 東京都

129 黒木 葉奈 クロキ ハナ 静岡県

130 戸村 花 トムラ ハナ A.G.T. グリーンHOP 東京都

131 泉 菜乃帆 イズミ ナナホ 国府台エアロビッククラブ 千葉県

132 碓井 万葉 ウスイ カズハ OKJエアロビックファミリー 東京都

133 長與 夕夏 ナガヨ ユウカ 神奈川県

134 牧田 素奈 マキタ ソナ 神奈川県

135 小野寺 星 オノデラ アカリ OKJエアロビックファミリー 神奈川県

136 奥冨 歩乃佳 オクトミ ホノカ OKJエアロビックファミリー 埼玉県

137 大城 咲来 オオキ サクラ WAC 神奈川県

138 安達 有咲 アダチ アリサ HK エアロビクトリー 山形県

139 藤本 つかさ フジモト ツカサ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県

140 大塚 アリシア オオツカ アリシア C.A.C. TOKYO 東京都

141 小池 美月 コイケ ミヅキ A.G.T. グリーンHOP 東京都

142 酒井 優月 サカイ ユヅキ 茨城県

143 地田 ひかり チダ ヒカリ 静岡県

144 植松 まり奈 ウエマツ マリナ 神奈川県

145 宇佐美 郁人 ウサミ アヤト OKJエアロビックファミリー 埼玉県

146 星野 結衣 ホシノ ユイ OKJエアロビックファミリー 埼玉県

147 長與 春花 ナガヨ ハルカ 神奈川県

148 安彦 衣織 アビコ イオリ WAC 神奈川県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

201 井口 幸紀 イグチ サキ 静岡県

202 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

203 阿部 李々子 アベ リリコ 新潟県

204 高久 希 タカク ノゾミ 神奈川県

205 井口 実紀 イグチ ミキ 静岡県

206 本村 美紗希 モトムラ ミサキ 茨城県

207 佐藤 夢 サトウ ユメ 群馬県

208 松尾 碧海 マツオ アミ 東京都

209 山口 莉奈 ヤマグチ リナ 群馬県

210 白石 環 シライシ タマキ OKJエアロビックファミリー 東京都

211 渡邉 菜々花 ワタナベ ナナカ 埼玉県

212 田島 優衣 タジマ ユイ  群馬県

213 平井 さくら ヒライ サクラ 群馬県

214 大和田 優菜 オオワダ ユウナ 埼玉県

215 伊地知 暖 イジチ ノン WAC 神奈川県

小学校５・６年生フライト部門
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216 山本 凜 ヤマモト リン 静岡県

217 岡本 香穂 オカモト カホ OKJエアロビックファミリー 東京都

218 植松 桃萌子 ウエマツ モモコ 静岡県

219 山田 樹奈 ヤマダ ジュナ 群馬県

220 地田 ひなた チダ ヒナタ 静岡県

221 森泉 紀葉 モリイズミ ノリハ 群馬県

222 諏訪 礼奈 スワ レイナ 東京都

223 渡邉 瑠々花 ワタナベ ルルカ 埼玉県

224 佐久間 星来 サクマ セイラ OKJエアロビックファミリー 茨城県

225 赤星 夏菜 アカホシ ナナ 埼玉県

226 村上 杏奈 ムラカミ アンナ 東京都

227 中村 杏奈 ナカムラ アンナ 神奈川県

228 清水 瑞木 シミズ ミヅキ 神奈川県

229 諸岡 育実 モロオカ イクミ 茨城県

230 根本 一花 ネモト イチカ 東京都

231 遠藤 音々 エンドウ ネネ 神奈川県

232 伊藤 恵理子 イトウ エリコ 群馬県

233 木戸 杏南 キド アンナ 静岡県

234 石井 日菜 イシイ ヒナ 東京都

235 山本 夏妃 ヤマモト ナツキ 千葉県

236 田中 あかり タナカ アカリ 群馬県

237 兼子 紗英 カネコ サエ 静岡県

238 安松 ひなた ヤスマツ ヒナタ 静岡県

239 黛 歩果 マユズミ アユカ 群馬県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

601 中原 紗也加 ナカハラ サヤカ 静岡県

602 篠原 みなみ シノハラ ミナミ 栃木県

603 中村 萌名 ナカムラ モナ 神奈川県

604 舘内 冴 タチウチ サエ 千葉県

605 坂本 恵里菜 サカモト エリナ 静岡県

606 三條 幸恵 サンジョウ ユキエ 宮城県

607 栗原 朋花 クリハラ トモカ 埼玉県

608 木村 真菜 キムラ マナ 神奈川県

609 清原 梨織 キヨハラ リオ 千葉県

610 佐々木 知穂 ササキ チホ 東京都

611 柴崎 莉奈 シバサキ リナ 群馬県

612 角谷 美空 スミヤ ミク 新潟県

613 柳田 綾里咲 ヤナギダ アリサ 埼玉県

614 鈴木 清香 スズキ サヤカ FLAT BACK 静岡県

615 樋浦 翔子 ヒウラ ショウコ 栃木県

616 小島 なつ子 コジマ ナツコ 東京都

617 小針 麻緒 コバリ マオ 神奈川県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

401 河野 舞 コウノ マイ 神奈川県

402 田所 加衣 タドコロ カエ 奈良県

403 鈴木 美樹 スズキ ミキ 山形県

404 黒川 陽子 クロカワ ヨウコ ADVANCE 4 滋賀県

405 小松 菜月 コマツ ナツキ 新潟県

406 六塚 瞳美 ムツヅカ ヒトミ 福井県

407 橋本 聡子 ハシモト サトコ 福島県

408 石川 裕子 イシカワ ユウコ 和歌山県

409 山田 佳世 ヤマダ カヨ 愛知県

410 稲元 由紀子 イナモト ユキコ 埼玉県

411 若林 紀美江 ワカバヤシ キミエ 神奈川県

412 斎藤 美希 サイトウ ミキ 福島県

413 富樫 かなえ トガシ カナエ 新潟県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

701 大山 祐子 オオヤマ ユウコ 茨城県

702 早川 あき子 ハヤカワ アキコ 神奈川県

703 荻野 陽子 オギノ ヨウコ ADVANCE 4 京都府

704 蓬田 広子 ヨモギダ ヒロコ 宮城県

705 伊藤 純子 イトウ ジュンコ 埼玉県

706 伊藤 智佳 イトウ チカ 宮城県

707 佐藤 真実 サトウ マナミ アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

708 川上 聡子 カワカミ フサコ 千葉県

女子１フライト部門
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709 持松 ちえみ モチマツ チエミ 福岡県

710 根本 悦子 ネモト エツコ 福島県

711 横山 かおり ヨコヤマ カオリ 茨城県

712 早川 恭子 ハヤカワ キョウコ 山形県

713 肥沼 悦子 コイヌマ エツコ 埼玉県

714 大川 理恵 オオカワ リエ 東京都

715 岡 和恵 オカ カズエ 千葉県

716 武田 美由紀 タケダ ミユキ 秋田県

717 徳田 美津子 トクダ ミツコ 大阪府

718 古内 奈緒 フルウチ ナオ 埼玉県

719 辻本 宴可 ツジモト ヨシカ 埼玉県

720 沼田 千恵子 ヌマタ チエコ 北海道

721 廣瀬 桂子 ヒロセ ケイコ 東京都

722 照井 清深 テルイ キヨミ 宮城県

723 菊池 志穂美 キクチ シホミ 埼玉県

724 須川 明子 スガワ アキコ アステム湘南VIGOROUS 東京都

725 太田 敬子 オオタ ヨシコ FLAT BACK 愛知県

726 大花 美千代 オオハナ ミチヨ 徳島県

727 金子 桂子 カネコ ケイコ 東京都

728 山野 留美子 ヤマノ ルミコ 千葉県

729 関口 貴子 セキグチ タカコ 埼玉県

730 滝田 奈生 タキタ ナオ 埼玉県

731 佐竹 智子 サタケ トモコ MOVE LIVELY 大阪府

732 青木 知美 アオキ トモミ 神奈川県

733 近江 理恵 オオミ リエ 徳島県

734 今井 真由紀 イマイ マユキ 福島県

735 植松 香奈 ウエマツ カナ 神奈川県

736 前川 美奈子 マエカワ ミナコ 兵庫県

737 牧口 美奈子 マキグチ ミナコ 東京都

738 中野 ひとみ ナカノ ヒトミ 神奈川県

739 中田 由美 ナカダ ユミ FLASH 石川県

740 塚越 麻子 ツカゴシ アサコ 石川県

741 野間口 亜希子 ノマグチ アキコ 神奈川県

742 岸 妙子 キシ タエコ 埼玉県

743 鈴木 美恵子 スズキ ミエコ 栃木県

744 白石 里香子 シライシ リカコ 山梨県

745 柴田 美樹 シバタ ミキ アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

746 小野 浩子 オノ ヒロコ 東京都

747 奥田 由里子 オクダ ユリコ 埼玉県

748 伊藤 晶子 イトウ ショウコ 神奈川県

749 森 恵子 モリ ケイコ 東京都

750 橋本 維知子 ハシモト イチコ 宮城県

751 五十嵐 美佐子 イガラシ ミサコ 千葉県

752 清水 尚子 シミズ ショウコ 東京都

753 川地 ちなみ カワチ チナミ FLAT BACK 岐阜県

754 徳橋 美和 トクハシ ミワ 高知県

755 岸谷 佳代 キシタニ カヨ 東京都

756 碓井 和美 ウスイ カズミ FLASH 富山県

757 新国 和恵 ニックニ カズエ 宮城県

758 高橋 哉子 タカハシ カナコ 埼玉県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

301 原 幸輝 ハラ コウキ 埼玉県

302 茂木 健 モギ タケシ 山形県

303 外村 直 トノムラ ナオ 埼玉県

304 中村 将人 ナカムラ マサト 東京都

305 金崎 智明 カナザキ チアキ 東京都

306 伊東 聡 イトウ サトシ 神奈川県

307 黒田 宇 クロダ カナタ 東京都

308 高崎 翔太 タカサキ ショウタ 埼玉県

309 黒沢 敬一 クロサワ ケイイチ 福島県

310 児島 正則 コジマ マサノリ 大阪府

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

501 岡田 訓幸 オカダ ノリユキ 東京都

502 飯田 紀久夫 イイダ キクオ 愛知県

503 中田 光則 ナカダ ミツノリ FLASH 石川県

504 石川 賀一 イシカワ ヨシカズ 埼玉県

505 大池 雅 オオイケ マサシ C.A.C. TOKYO 埼玉県

男子１フライト部門
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506 田上 久仁夫 タガミ クニオ Studio 山本塾 愛知県

507 工藤 賢一 クドウ ケンイチ JSAA 北海道

508 篠崎 禎治 シノザキ ヨシハル 茨城県

509 金子 孝 カネコ タカシ 東京都

510 堀 浩二 ホリ コウジ 静岡県

511 宮城 康次 ミヤギ ヤスジ 石川県

512 岡 清司 オカ キヨシ 千葉県

513 若林 理 ワカバヤシ オサム 神奈川県

514 小川 諭 オガワ サトシ 宮城県

515 冨永 賢治 トミナガ ケンジ 埼玉県

516 芦立 秀朗 アシタテ ヒデアキ ADVANCE 4 京都府

517 中村 純也 ナカムラ ジュンヤ 埼玉県

518 横山 雅俊 ヨコヤマ マサトシ 茨城県

519 高橋 才明 タカハシ サイメイ 東京都

520 加藤 剛 カトウ ツヨシ 東京都

521 篠木 優一 シノギ ユウイチ 埼玉県

522 平松 功一 ヒラマツ コウイチ BREEZE 岡山県

523 高野 仁 タカノ ジン 山形県

524 井原 和信 イハラ カズノブ 兵庫県

525 五十嵐 由則 イガラシ ヨシノリ 福島県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 平野 明彦 ヒラノ アキヒコ 東京都

2 河本 和行 カワモト カズユキ 神奈川県

3 川合 賞明 カワイ ヨシアキ 大阪府

4 斉藤 仁 サイトウ ヒトシ 東京都

5 根岸 隆樹 ネギシ タカキ 群馬県

6 渋谷 裕之 シブタニ ヒロユキ 兵庫県

7 田原 昭彦 タバラ アキヒコ アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

8 渡辺 靖 ワタナベ ヤスシ 東京都

9 並木 学 ナミキ マナブ 北海道

10 永田 雅春 ナガタ マサハル 神奈川県

11 松田 利章 マツダ トシアキ アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

12 澤田 史朗 サワダ シロウ 東京都

13 小島 真二 コジマ シンジ 広島県

14 斉藤 美治 サイトウ ヨシハル アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

15 村田 和彦 ムラタ カズヒコ 栃木県

16 吉野 誠一 ヨシノ セイイチ 千葉県

17 勝呂 高博 スグロ タカヒロ 静岡県

18 梶川 彰彦 カジカワ アキヒコ 広島県

19 田中 嘉一 タナカ ヨシカズ FLAT BACK 愛知県

20 酒井 龍彦 サカイ タツヒコ 福井県

21 石田 芳弘 イシダ ヨシヒロ 新潟県

22 長谷川 実幸 ハセガワ ミユキ 愛知県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

801 福本 裕子 フクモト ユウコ FLASH 石川県

802 中島 幸子 ナカジマ サチコ 愛知県

803 島 暁美 シマ アケミ 宮城県

804 野口 廣美 ノグチ ヒロミ 神奈川県

805 酒田 優子 サカタ ユウコ アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

806 中村 和恵 ナカムラ カズエ 千葉県

807 小野 ひろみ オノ ヒロミ 東京都

808 小松 久美子 コマツ クミコ 宮城県

809 大坪 恭子 オオツボ キョウコ 石川県

810 君塚 栄子 キミヅカ エイコ 千葉県

811 坂下 千寿子 サカシタ チズコ 愛知県

812 及川 道子 オイカワ ミチコ 宮城県

813 荻野 智恵子 オギノ チエコ 福島県

814 奥田 比佐 オクダ ヒサ 宮城県

815 堀木 好 ホリキ コノミ 三重県

816 萬崎 明美 マンザキ アケミ 千葉県

817 五十嵐 和代 イガラシ カズヨ 宮城県

818 大久 英子 オオヒサ エイコ 宮城県

819 伊藤 とよ子 イトウ トヨコ 福島県

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

821 石田 悦子 イシダ エツコ 群馬県

822 安藤 陽子 アンドウ ヨウコ MOVE LIVELY 大阪府

823 安田 信子 ヤスダ ノブコ 東京都

男子マスターズフライト部門
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824 加藤 真由美 カトウ マユミ A.G.T. グリーンHOP 東京都

825 山崎 延子 ヤマザキ ノブコ 福島県

826 矢口 美千代 ヤグチ ミチヨ 千葉県

827 川崎 真結美 カワサキ マユミ FLASH 富山県

828 岡本 さゆり オカモト サユリ 大阪府

829 遠藤 孝子 エンドウ タカコ 宮城県

830 大池 敦子 オオイケ ノブコ C.A.C. TOKYO 埼玉県

831 櫛谷 喜美子 クシヤ キミコ 埼玉県

832 古澤 由紀枝 フルサワ ユキエ 石川県

833 佐藤 洋子 サトウ ヨウコ 北海道

834 長谷川 智子 ハセガワ トモコ 愛知県

835 工藤 真希子 クドウ マキコ 秋田県

836 椚 二三恵 クヌギ フミエ 千葉県

837 築山 明美 ツキヤマ アケミ 埼玉県

838 阿部 ユミ アベ ユミ 山形県

839 岩崎 美香 イワサキ ミカ 宮城県

840 鶴岡 恵子 ツルオカ ケイコ 埼玉県

841 加々美 安代 カガミ ヤスヨ 山梨県

842 岩木 貴代 イワキ タカヨ 東京都

843 松本 典子 マツモト ノリコ 宮城県

844 石田 圭子 イシダ ケイコ 新潟県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

901 熊切 京子 クマキリ キョウコ 神奈川県

902 齊藤 操 サイトウ ミサオ 埼玉県

903 篠塚 信子 シノヅカ ノブコ 埼玉県

904 川合 正子 カワイ マサコ 大阪府

905 仁波 真澄 ニワ マスミ 大阪府

906 山口 節子 ヤマグチ セツコ FLAT BACK 岐阜県

907 小池 貴子 コイケ タカコ 愛知県

908 石田 千晶 イシダ チアキ JSAA 北海道

909 森田 里江 モリタ サトエ 兵庫県

910 田中 和美 タナカ カズミ 三重県

911 山野辺 ふみえ ヤマノベ フミエ 福島県

912 土田 悦子 ツチダ エツコ 埼玉県

913 日下 正子 クサカ マサコ 福島県

914 田中 礼子 タナカ レイコ FLAT BACK 岐阜県

915 桐野 喜子 キリノ キコ 東京都

916 丸谷 治子 マルヤ ハルコ 神奈川県

917 興梠 洋子 コウロギ ヨウコ 三重県

918 内山 はるみ ウチヤマ ハルミ FLAT BACK 岐阜県

919 村上 桂子 ムラカミ ケイコ 宮城県

920 賀茂 尚江 ガモ ナオエ 三重県

921 田中 景子 タナカ ケイコ アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

922 大塚 晴美 オオツカ ハルミ 千葉県

923 岩田 乃枝 イワタ ノブエ 大阪府

924 三浦 福子 ミウラ トミコ 宮城県

925 葛西 広美 カサイ ヒロミ 神奈川県

926 中林 かおる ナカバヤシ カオル 神奈川県

927 水尾 妙子 ミズオ タエコ 茨城県

928 白川 千鶴子 シラカワ チズコ 東京都

929 野網 桂子 ノアミ ケイコ 香川県

930 神崎 裕子 カンザキ ヒロコ 宮城県

931 林 秀子 ハヤシ ヒデコ 千葉県

932 本多 弘子 ホンダ ヒロコ 東京都

933 山田 まさ子 ヤマダ マサコ 東京都

934 鈴木 直美 スズキ ナオミ 東京都

935 大内 美恵子 オオウチ ミエコ 兵庫県

936 斉藤 洋美 サイトウ ヒロミ 東京都

937 長崎 ひとみ ナガサキ ヒトミ FLAT BACK 愛知県

938 久保田 光江 クボタ ミツエ 茨城県

939 渡辺 尚美 ワタナベ ナオミ 千葉県

940 藤木 洋子 フジキ ヨウコ 京都府

941 大本 真弓 オオモト マユミ 大阪府

942 新井 礼香 アライ レイカ 東京都

943 鈴木 美すず スズキ ミスズ 北海道

944 岩倉 昌穗 イワクラ マサホ 埼玉県

945 坂本 典子 サカモト ノリコ 香川県

946 朝日 美砂子 アサヒ ミサコ 愛知県
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947 中居 すみ江 ナカイ スミエ 広島県

948 橋本 薫 ハシモト カオル アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

ジュニアチーム部門

No 代表者氏名 チーム構成人数 チーム名 都道府県 JAF登録クラブ

1 阿部 桜々世 8名 SFDK Dream8(えすえふでぃーけー どりーむ えいと) 新潟県

2 児玉 悠月 5名 バモス・アスリート 東京都 A.G.T. グリーンHOP

ジュニア・ユースチーム部門

No 代表者氏名 チーム構成人数 チーム名 都道府県 JAF登録クラブ

1 与口 真優 5名 国府台ピンクダイヤモンド(こうのだい ぴんくだいやもんど) 千葉県 国府台エアロビッククラブ

2 山口 莉奈 6名 チームODR(ちーむ�おーでぃーあーる） 群馬県
3 安保 彩華 8名 FUN FUN F.T(ふぁんふぁん えふてぃ) 神奈川県
4 澁谷 千夏 6名 G.Cチョッバーズ・ジュニア(じーしーちょっぱーずじゅにあ） 群馬県 エアロビックアスリートチーム ジムナ

5 吉田 愛佳 9名 どきどきわくわく☆トキメキ隊(どきどき�わくわく�ときめきたい) 神奈川県
6 植松まり奈 5名 スタジオウエマツ�テトリス(すたじおうえまつ てとりす) 神奈川県
7 渡邉 瑠々花 9名 Fine Max(ふぁいん まっくす) 埼玉県
8 松尾 莉沙 6名 Team Fine(ちーむ ふぁいん) 東京都
9 小川 志穂里 7名 SKJプレスクール(えすけーじぇー ぷれすくーる) 群馬県 SKJ

10 高橋 ちひろ 11名 WAC WATABEアスリートクラブ(だぶりゅーえいしぃ�わたべ あすりーとくらぶ) 神奈川県 WAC

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 赤沢 あゆみ アカザワ アユミ スポーツネットワークＳＡＭ 長野県

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 碓井 和美 ウスイ カズミ FLASH 富山県

3 村本 由美子 ムラモト ユミコ 東京都

4 山田 佳世 ヤマダ カヨ 愛知県

5 伊藤 純子 イトウ ジュンコ 埼玉県

6 山岡 夕夏 ヤマオカ ユカ 東京都

7 菊池 志穂美 キクチ シホミ 埼玉県

8 高橋 哉子 タカハシ カナコ 埼玉県

9 松岡 智子 マツオカ トモコ 愛知県 

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 徳田 美津子 トクダ ミツコ 大阪府

2 吉本 顕代 ヨシモト アキヨ FLASH 石川県

3 仁波 真澄 ニワ マスミ 大阪府

4 村上 陽子 ムラカミ ヨウコ 福岡県

5 酒田 優子 サカタ ユウコ アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

6 松本 智子 マツモト トモコ 東京都

7 半井 典子 ナカライ ノリコ FLASH 石川県

8 堀木 好 ホリキ コノミ 三重県

9 北澤 幸子 キタザワ サチコ 長野県

10 中野 ひとみ ナカノ ヒトミ 神奈川県

11 堺 美紀 サカイ ミキ 石川県

12 吉田 しのぶ ヨシダ シノブ FLASH 石川県

13 大下 恵美奈 オオシタ エミナ 東京都

14 溝江 有香 ミゾエ アリカ 東京都

15 山崎 巴依世 ヤマザキ カズヨ FLASH 石川県

16 林 秀子 ハヤシ ヒデコ 千葉県

17 及川 容雅子 オイカワ ユカコ 青山社中 静岡県

18 岸谷 佳代 キシタニ カヨ 東京都

19 林 佳子 ハヤシ ケイコ FLASH 石川県

20 宮原 久仁子 ミヤハラ クニコ 山梨県

21 佐藤 由美 サトウ ユミ 千葉県

22 中村 浩子 ナカムラ ヒロコ FLASH 石川県

23 柴 昌彦 シバ マサヒコ 青山社中 静岡県 

24 新井 礼香 アライ レイカ 東京都

25 山照 多賀世 ヤマテル タカヨ 兵庫県

26 萬崎 明美 マンザキ アケミ 千葉県

27 高野 智子 タカノ トモコ 愛知県

以上

Division3部門
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