
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4月20日(水)までに下記JAF事務局までご連絡ださい。

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

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 上野 直美 ウエノ ナオミ 宮城県 

2 室川 佐代子 ムロカワ サヨコ 和歌山県 

3 齋藤 亜美 サイトウ アミ 宮城県 

4 岡本 育美 オカモト イクミ 神奈川県 

5 荻原 さくら オギハラ サクラ 神奈川県 

6 柳田 綾里咲 ヤナギダ アリサ 埼玉県 

7 村上 優樹里 ムラカミ ユキリ 宮城県 

8 浜田 陽菜 ハマダ ヒナ エアロビックアスリートチーム ジムナ 福島県 

9 佐柄 夏葉 サガラ カヨウ S K J 群馬県 

10 高橋 萌絵 タカハシ モエ HK エアロビクトリー 山形県 

11 河野 さゆり コウノ サユリ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県 

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 山崎 愛香 ヤマザキ マナカ 宮城県

2 北村 さくら キタムラ サクラ 神奈川県 

3 増田 りさこ マスダ リサコ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県

4 鈴木 智絵 スズキ トモエ 宮城県

5 今野 瞳輝 コンノ マナカ 宮城県 

6 澁谷 美月 シブヤ ミヅキ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県

7 村上 明優里 ムラカミ アユリ 宮城県 

8 鈴木 真奈 スズキ マナ HK エアロビクトリー 山形県

9 渡邉 菜々花 ワタナベ ナナカ 埼玉県 

10 竹元 理穂 タケモト リホ 福岡県 

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 小坂 佐織 コサカ サオリ 宮城県

2 野村 純子 ノムラ ジュンコ WAC 神奈川県

3 渡邉 瑠々花 ワタナベ ルルカ 埼玉県

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宮城オープン公式競技/Jトリオ部門

日時：2016年4月30日(土)開催

会場:宮城県仙台市泉総合運動場体育館(宮城県仙台市)

シニア女子シングル部門



4 高柳 光希 タカヤナギ ミツキ AE刈谷 愛知県

5 後藤 愛央 ゴトウ マオ HK エアロビクトリー 山形県

6 斉藤 留奈 サイトウ ルナ 宮城県

7 稲原 あかり イナハラ アカリ BAMBINA 福岡県

8 山口 彩莉 ヤマグチ アヤリ 神奈川県

9 島 椿空 シマ チヒロ 宮城県

10 植松 杏奈 ウエマツ アンナ 神奈川県

11 戸村 花 トムラ ハナ A.G.T. グリーンHOP 東京都

12 栗原 結衣 クリハラ ユイ A.G.T. グリーンHOP 東京都

13 高橋 莉胡 タカハシ リコ 宮城県

14 石原 菜月 イシハラ ナヅキ A.G.T. グリーンHOP 東京都

15 小林 莉乃 コバヤシ リノ HK エアロビクトリー 山形県

16 鬼頭 美帆 キトウ ミホ AE刈谷 愛知県

17 澁谷 千夏 シブヤ チナツ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県

18 植松 まり奈 ウエマツ マリナ 神奈川県

19 鈴木 里彩 スズキ リサ 茨城県

20 菅原 楓花 スガワラ フウカ 宮城県

21 齊藤 琴弓 サイトウ コトミ 茨城県

ユース１トリオ部門
代表者以外2名の氏名を2016年4月20日(水)までに下記JAF事務局までご連絡ださい。

No 代表者氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 鬼頭 美帆 キトウ ミホ AE刈谷 愛知県 

ジュニアトリオ部門
代表者以外2名の氏名を2016年4月20日(水)までに下記JAF事務局までご連絡ださい。

No 代表者氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 鈴木 陽子 スズキ ヨウコ 宮城県

2 片多 愛奈 カタダ アイナ BAMBINA 福岡県

3 遠藤 夏那 エンドウ カナ HK エアロビクトリー 山形県

4 野村 愛莉 ノムラ アイリ 茨城県

以上


