
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。

■シニアミックスペア/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5月17日(火)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 中野渡 快人 ナカノワタリ カイト 青森県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 室川 佐代子 ムロカワ サヨコ 和歌山県 

2 赤堀 涼香 アカホリ スズカ スポーツネットワークＳＡＭ 長野県 

3 松井 涼香 マツイ スズカ Studio 山本塾 愛知県

4 清 里香 セイ サトカ 青山社中 静岡県 

5 網 梨緒奈 アミ リオナ ADVANCE 4 京都府 

6 木津 早耶子 キヅ サヤコ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県 

7 江本 そら エモト ソラ 青山社中 静岡県 

8 坂本 恵里菜 サカモト エリナ 静岡県

9 清水 あお葉 シミズ アオバ 東京都

10 長谷川 琴乃 ハセガワ コトノ ADVANCE 4 滋賀県

代表者以外１名の氏名を2016年5月17日(火)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 室川 佐代子 ムロカワ サヨコ 和歌山県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 杉村 夏音 スギムラ ナツネ 静岡県

2 櫻井 美里 サクライ ミサト WAC 神奈川県

3 尾崎 菜央 オザキ ナオ AE刈谷 愛知県

4 青山 歩樹 アオヤマ イブキ 青山社中 静岡県

5 青柳 依莉 アオヤギ エリ A.C. KURASHIKI 長野県

6 平野 瑞季 ヒラノ ミズキ AE刈谷 愛知県

7 兼子 紗英 カネコ サエ 静岡県

8 今村 菜子 イマムラ ナコ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県

9 萩本 祥陽 ハギモト ショウヨウ S K J 群馬県

10 大野 瑠菜 オオノ ルナ 神奈川県

11 鈴木 清香 スズキ サヤカ FLAT BACK 静岡県 

12 川路 莉奈 カワジ リナ S K J 群馬県

13 齊藤 栞 サイトウ シオリ OSKスポーツクラブ 岡山県

14 黒田 彩希 クロダ サキ AE刈谷 愛知県

15 田中 柚稀 タナカ ユズキ S K J 群馬県

16 藤谷 瑠菜 フジタニ ルナ AE刈谷 愛知県

17 中森 彩音 ナカモリ アヤネ AE刈谷 愛知県

シニア男子シングル部門

スポーツエアロビック2016静岡 オープン公式競技/Jトリオ部門

日時：2016年5月29日(日)開催

会場:エコパアリーナサブアリーナ(静岡県袋井市)

シニア女子シングル部門

ユース２シングル部門

シニアミックスペア部門



18 殿下 拓海 トノシタ タクミ 大阪府

19 金子 実楓 カネコ ミフ S K J 群馬県

20 木戸 杏南 キド アンナ 静岡県

21 大島 瑞姫 オオシマ ミズキ S K J 群馬県

22 山本 凜 ヤマモト リン 静岡県

23 小倉 瑞稀 コグラ ミズキ AE刈谷 愛知県

24 坂野 弘 サカノ ヒロ 青山社中 静岡県

25 野田 陽香 ノダ ハルカ AE刈谷 愛知県

26 鈴木 風菜 スズキ フウナ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県

27 矢羽々 朱梨 ヤハバ アカリ S K J 群馬県

28 冨永 幸海 トミナガ ユキミ WAC 神奈川県

29 但馬 佑規 タジマ ユウキ 青山社中 静岡県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 難波 さな ナンバ サナ OSKスポーツクラブ 岡山県

2 原 茉凜 ハラ マリン FLAT BACK 岐阜県

3 川上 葉留咲 カワカミ ハルサ OSKスポーツクラブ 岡山県 

4 山裾 愛華 ヤマスソ マナカ Studio 山本塾 静岡県 

5 塩飽 菜々花 シワク ナナハ OSKスポーツクラブ 岡山県 

6 寺門 花胡 テラカド ハナコ AE刈谷 愛知県 

7 黒田 七菜 クロダ ナナ AE刈谷 愛知県 

8 藤谷 璃水 フジタニ リミ AE刈谷 愛知県 

9 仙野 七海 センノ ナナミ FLAT BACK 岐阜県 

10 嶺木 愛里 ミネキ アイリ AE刈谷 愛知県

11 橋爪 里於 ハシヅメ リオ S K J 群馬県

12 高橋 綴木 タカハシ ツヅキ OSKスポーツクラブ 岡山県

13 高橋 采里 タカハシ サリ AE刈谷 愛知県

ユース２トリオ部門
代表者以外2名の氏名を2016年5月17日(火)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 平野 瑞季 ヒラノ ミズキ AE刈谷 愛知県 

2 櫻井 美里 サクライ ミサト WAC 神奈川県 

3 矢羽々 朱梨 ヤハバ アカリ S K J 群馬県
4 尾崎 菜央 オザキ ナオ AE刈谷 愛知県 

ユース１トリオ部門
代表者以外2名の氏名を2016年5月17日(火)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 井口 幸紀 イグチ サキ 静岡県
2 川上 葉留咲 カワカミ ハルサ OSKスポーツクラブ 岡山県 

3 黒田 七菜 クロダ ナナ 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5月17日(火)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 渡邊 愛梨 ワタナベ アイリ 静岡県

2 西口 花世 ニシグチ カヨ AE刈谷 愛知県

3 桐木 心望 キリキ ココミ AE刈谷 愛知県

4 中田 結菜 ナカダ ユイナ 神奈川県

以上

ユース１シングル部門


