
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

501 戸田 賢之 トダ カタシ 岡山県 

502 高瀬 薫 タカセ カオル ADVANCE 4 滋賀県 

503 桑野 博美 クワノ ヒロミ 兵庫県

504 秋葉 泰弘 アキバ ヤスヒロ 奈良県 

505 勝呂 高博 スグロ タカヒロ 静岡県

506 島田 徹 シマダ トオル 埼玉県 

507 渋谷 裕之 シブタニ ヒロユキ 兵庫県 

508 根岸 隆樹 ネギシ タカキ 群馬県 

509 田中 嘉一 タナカ ヨシカズ FLAT BACK 愛知県

510 松本 安弘 マツモト ヤスヒロ FLASH 富山県

511 村田 哲也 ムラタ テツナリ 石川県 

512 栗山 淳 クリヤマ アツシ 石川県 

513 浦島 俊高 ウラシマ トシタカ FLASH 福井県

514 中島 篤志 ナカジマ アツシ 石川県 

515 木村 浩之 キムラ ヒロユキ JSAA 北海道 

516 久保 和雄 クボ カズオ 京都府 

517 松田 雅彦 マツタ マサヒコ 宮城県 

518 川合 賞明 カワイ ヨシアキ 大阪府 

519 斎藤 政浩 サイトウ マサヒロ 新潟県 

520 割石 清明 ワリイシ キヨアキ 大阪府 

521 田原 昭彦 タバラ アキヒコ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県 

522 高村 智通 タカムラ トモミチ FLASH 福井県 

523 竹内 好信 タケウチ ヨシノブ 大阪府 

524 長谷川 実幸 ハセガワ ミユキ 愛知県

525 芳尾 一美 ヨシオ カズミ 大阪府 

526 佐々木 真 ササキ マコト 大阪府 

527 酒井 龍彦 サカイ タツヒコ 福井県 

528 澤田 史朗 サワダ シロウ 東京都 

529 中谷 哲也 ナカタニ テツヤ 京都府 

530 和泉 義夫 イズミ ヨシオ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 東京都

男子２フライト部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

801 宮城 康次 ミヤギ ヤスジ 石川県

802 飯田 紀久夫 イイダ キクオ 愛知県 

803 岡田 訓幸 オカダ ノリユキ 東京都

804 中野 英明 ナカノ ヒデアキ 奈良県 

805 桂 秀則 カツラ ヒデノリ 北海道 

806 加藤 剛 カトウ ツヨシ 東京都 

スポーツエアロビック2016富山オープン　フライト部門/ Devision部門

日時：2016年6月18日(土)開催

会場:富山県総合体育館(富山県富山市)



807 岩田 昌人 イワタ マサト FLASH 富山県

808 逸民 明浩 ハヤミ アキヒロ 宮城県

809 吉村 肇 ヨシムラ ハジメ 大阪府

810 村井 哲也 ムライ テツヤ 大阪府

811 森口 寛之 モリグチ ヒロユキ ADVANCE 4 滋賀県

812 中田 光則 ナカダ ミツノリ FLASH 石川県 

813 大津 和也 オオツ カズヤ 埼玉県

814 佐藤 隆 サトウ タカシ 大阪府 

815 的場 哲之 マトバ テツユキ 石川県 

816 桑野 俊夫 クワノ トシオ 大阪府 

817 田上 久仁夫 タガミ クニオ Studio 山本塾 愛知県 

818 宮脇 芳照 ミヤワキ ヨシテル 京都府 

819 武田 孝 タケダ タカシ 兵庫県 

820 川島 崇男 カワシマ タカオ 埼玉県 

821 金子 孝 カネコ タカシ 東京都 

822 中山 武俊 ナカヤマ タケトシ 石川県 

823 亀原 敏信 カメハラ トシノブ 大阪府 

824 小川 諭 オガワ サトシ 宮城県

825 前田 康弘 マエダ ヤスヒロ FLASH 富山県 

826 芦立 秀朗 アシタテ ヒデアキ ADVANCE 4 京都府 

男子１フライト部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

601 岩本 友一 イワモト ユウイチ 大阪府 

602 鎌倉 悟 カマクラ サトル 大阪府 

603 黒沢 敬一 クロサワ ケイイチ 福島県 

604 浦上 憲一 ウラカミ ケンイチ 岡山県

605 金崎 智明 カナザキ チアキ 東京都 

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 山照 多賀世 ヤマテル タカヨ 兵庫県

2 中西 弘美 ナカニシ ヒロミ FLASH 石川県 

3 田邊 正子 タナベ マサコ MOVE LIVELY 奈良県 

4 中島 加恵子 ナカジマ カエコ 大阪府 

5 賀茂 尚江 ガモ ナオエ 三重県 

6 仁波 真澄 ニワ マスミ 大阪府 

7 及川 容雅子 オイカワ ユカコ 青山社中 静岡県 

8 吉本 顕代 ヨシモト アキヨ FLASH 石川県 

9 中谷 恵子 ナカタニ ケイコ 京都府 

10 丹所 美恵子 タンショ ミエコ FLAT BACK 岐阜県 

11 四十万 裕子 シジマ ユウコ FLASH 石川県 

12 山内 貴公美 ヤマウチ キクミ FLAT BACK 岐阜県

13 松尾 道子 マツオ ミチコ 広島県 

14 田中 礼子 タナカ レイコ FLAT BACK 岐阜県 

15 中村 哉恵 ナカムラ カナエ FLASH 石川県 

16 六楽内 眞理子 ムラウチ マリコ 滋賀県 

17 橋本 良江 ハシモト ヨシエ 三重県

18 岩田 乃枝 イワタ ノブエ 大阪府 



19 利田 智代 リタ トモヨ 富山県 

20 北山 純子 キタヤマ ジュンコ FLASH 石川県 

21 森本 裕子 モリモト ユウコ 岐阜県 

22 大塚 晴美 オオツカ ハルミ 千葉県 

23 田中 しげ美 タナカ シゲミ 大阪府 

24 川合 正子 カワイ マサコ 大阪府 

25 矢野 仁美 ヤノ ヒトミ 兵庫県 

26 梅本 美智子 ウメモト ミチコ MOVE LIVELY 大阪府 

27 長崎 ひとみ ナガサキ ヒトミ FLAT BACK 愛知県

28 土田 悦子 ツチダ エツコ 埼玉県 

29 金子 早苗 カネコ サナエ FLAT BACK 岐阜県 

30 山口 節子 ヤマグチ セツコ FLAT BACK 岐阜県 

31 小池 貴子 コイケ タカコ 愛知県 

32 白川 千鶴子 シラカワ チズコ 東京都 

33 藤田 環 フジタ タマキ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 静岡県 

34 林 佳子 ハヤシ ケイコ FLASH 石川県

35 小寺 具子 コテラ トモコ MOVE LIVELY 兵庫県

36 辻 康子 ツジ ヤスコ FLASH 石川県 

37 黒田 富士子 クロダ フジコ 大阪府 

38 興梠 洋子 コウロギ ヨウコ 三重県

39 内山 はるみ ウチヤマ ハルミ FLAT BACK 岐阜県

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

901 大坪 恭子 オオツボ キョウコ 石川県 

902 津田 裕子 ツダ ヒロコ 京都府

903 岸田 波香 キシダ ナミカ 神奈川県

904 石田 悦子 イシダ エツコ 群馬県 

905 赤坂 佳代子 アカサカ カヨコ 大阪府 

906 安藤 陽子 アンドウ ヨウコ MOVE LIVELY 大阪府

907 松本 典子 マツモト ノリコ 宮城県

908 中谷 麻生 ナカタニ マキ 大阪府 

909 新保 知子 シンボ トモコ FLASH 石川県 

910 日置 秀代 ヒオキ ヒデヨ 京都府 

911 小野 ひろみ オノ ヒロミ 東京都 

912 竹田 千賀代 タケダ チカヨ FLASH 石川県 

913 池成 ひとみ イケナリ ヒトミ ADVANCE 4 京都府 

914 田原 真弓 タハラ マユミ MOVE LIVELY 大阪府

915 福本 裕子 フクモト ユウコ FLASH 石川県

916 坂下 千寿子 サカシタ チズコ 愛知県

917 竹内 やす子 タケウチ ヤスコ 大阪府 

918 角岡 千英美 スミオカ チエミ MOVE LIVELY 大阪府 

919 松浦 真子 マツウラ マサコ 大阪府

920 阿部 勢津子 アベ セツコ 新潟県 

921 谷口 千波 タニグチ チナミ MOVE LIVELY 大阪府 

922 椚 二三恵 クヌギ フミエ 千葉県

923 的場 美佐子 マトバ ミサコ 石川県 

924 村田 久枝 ムラタ ヒサエ 石川県 

925 堀木 好 ホリキ コノミ 三重県 



926 奥村 和加 オクムラ ワカ ADVANCE 4 三重県

927 崎山 睦美 サキヤマ ムツミ 京都府 

928 山崎 巴依世 ヤマザキ カズヨ FLASH 石川県 

929 住吉 法子 スミヨシ ノリコ ADVANCE 4 滋賀県

930 半井 典子 ナカライ ノリコ FLASH 石川県 

931 古澤 由紀枝 フルサワ ユキエ 石川県 

932 川ӑ 真結美 カワサキ マユミ FLASH 富山県 

933 松田 百合子 マツダ ユリコ FLASH 石川県 

934 荻野 富美子 オギノ フミコ 宮城県 

935 豊芦 智惠 トヨアシ チエ MOVE LIVELY 大阪府 

936 森田 恵美 モリタ エミ 京都府

937 滝口 小百美 タキグチ サユミ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 静岡県

女子3フライト部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

401 塚越 麻子 ツカゴシ アサコ 石川県

402 中田 由美 ナカダ ユミ FLASH 石川県 

403 滝田 奈生 タキタ ナオ 埼玉県

404 奥作 かおり オクサク カオリ 兵庫県

405 徳永 小百合 トクナガ サユリ 兵庫県 

406 森田 郁子 モリタ イクコ 石川県

407 肥沼 悦子 コイヌマ エツコ 埼玉県

408 青木 知美 アオキ トモミ 神奈川県 

409 金崎 公子 カナザキ キミコ 東京都 

410 大脇 弘江 オオワキ ヒロエ 愛知県

411 菅野 志保 スガノ シホ 岡山県

412 海野 陽子 カイノ ヨウコ MOVE LIVELY 大阪府

413 田上 友香理 タガミ ユカリ ADVANCE 4 京都府 

414 桑名 知美 クワナ トモミ 愛知県

415 金子 桂子 カネコ ケイコ 東京都 

416 林 真弓 ハヤシ マユミ 大阪府 

417 井上 明美 イノウエ アケミ FLAT BACK 三重県

418 長田 佳世子 オサダ カヨコ 兵庫県 

419 岸 妙子 キシ タエコ 埼玉県 

420 吉岡 敦子 ヨシオカ アツコ 京都府

421 大山 祐子 オオヤマ ユウコ 茨城県 

422 武田 美由紀 タケダ ミユキ 秋田県 

423 御崎 美帆 ミサキ ミホ 大阪府 

424 三好 郁代 ミヨシ イクヨ BREEZE 香川県 

425 嶋田 佳枝 シマダ ヨシエ 石川県

426 中山 慶子 ナカヤマ ケイコ FLASH 石川県 

427 菊池 志穂美 キクチ シホミ 埼玉県

428 川地 ちなみ カワチ チナミ FLAT BACK 岐阜県 

429 池永 雅美 イケナガ マサミ MOVE LIVELY 大阪府 

430 高橋 哉子 タカハシ カナコ 埼玉県

431 久保田 博子 クボタ ヒロコ 兵庫県 

432 鈴木 美紀 スズキ ミキ 大阪府

433 福村 吉利子 フクムラ キリコ FLASH 石川県 

434 徳田 美津子 トクダ ミツコ 大阪府 



435 武田 博美 タケダ ヒロミ 兵庫県

436 沼田 千恵子 ヌマタ チエコ 北海道

437 清水 尚子 シミズ ショウコ 東京都

438 加藤 京子 カトウ キョウコ FLAT BACK 岐阜県 

439 畑井 州子 ハタイ シュウコ 宮城県 

440 岸谷 佳代 キシタニ カヨ 東京都

441 保田 共子 ヤスダ トモコ 大阪府 

442 太田 敬子 オオタ ヨシコ FLAT BACK 愛知県 

443 川崎 聡子 カワサキ サトコ FLASH 石川県 

444 柴田 美樹 シバタ ミキ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県

445 曾我部 真樹 ソガベ マキ 石川県 

446 鈴木 一美 スズキ カズミ 宮城県

447 生駒 延子 イコマ ノブコ 大阪府 

448 関口　貴子 セキグチ　タカコ 埼玉県

女子２フライト部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

701 山田 佳世 ヤマダ カヨ 愛知県 

702 上山 奈津美 ウエヤマ ナツミ 大阪府

703 慶田 成美 ケイダ ナルミ 愛知県 

704 魚住 亜紀子 ウオズミ アキコ FLASH 石川県 

705 富樫 かなえ トガシ カナエ 新潟県 

706 谷口 亜里 タニグチ アリ ADVANCE 4 京都府 

707 黒川 陽子 クロカワ ヨウコ ADVANCE 4 滋賀県

708 背戸川 佳奈 セトガワ カナ FLASH 石川県 

709 今堀 加奈子 イマホリ カナコ 京都府 

710 石川 裕子 イシカワ ユウコ 和歌山県 

711 池田 瞳美 イケダ ヒトミ FLASH 福井県

712 葉山 佐知子 ハヤマ サチコ 千葉県 

713 梅本 奈緒美 ウメモト ナオミ MOVE LIVELY 大阪府 

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 山本 愛 ヤマモト アイ A.C. KURASHIKI 長野県 

302 杉本 七海 スギモト ナナミ 三重県 

303 小谷 萌夏 コタニ モエカ ADVANCE 4 和歌山県

304 長谷川 琴乃 ハセガワ コトノ ADVANCE 4 滋賀県

305 中村 芹夏 ナカムラ セリカ A.C. KURASHIKI 長野県 

306 網 梨緒奈 アミ リオナ ADVANCE 4 京都府 

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 青柳 依莉 アオヤギ エリ A.C. KURASHIKI 長野県 

202 多田 奏音 タダ カノン BREEZE 香川県

203 中村 千織 ナカムラ チオリ A.C. KURASHIKI 長野県 

204 山口 莉奈 ヤマグチ リナ 群馬県

205 阿部 李々子 アベ リリコ 新潟県

206 梶原 遥 カジワラ ハルカ 福岡県



207 平 啓吾 ヒラ ケイゴ FLASH 富山県

208 中村 杏奈 ナカムラ アンナ 神奈川県

209 篠原 亜月 シノハラ アツキ FLASH 富山県 

210 岩城 未緒 イワキ ミオ 和歌山県 

小学5,6年生フライト部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

101 蟹江 樹里 カニエ ジュリ AE刈谷 愛知県 

102 松原 玲夢 マツバラ リム FLASH 富山県 

103 齊藤 琴弓 サイトウ コトミ 茨城県 

104 嶺木 愛里 ミネキ アイリ AE刈谷 愛知県

105 塩川 利音 シオカワ リオン 長野県 

106 渡辺 知夏 ワタナベ チナツ AE刈谷 愛知県

107 時田 真歩 トキタ マホ AE刈谷 愛知県 

108 仙野 七海 センノ ナナミ FLAT BACK 岐阜県

109 柳沢 理来 ヤナギサワ リラ 長野県 

110 野々山 芽依 ノノヤマ メイ AE刈谷 愛知県 

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 原田 綺花 ハラダ アヤカ FLAT BACK 岐阜県 

2 鍔本 菜々子 ツバモト ナナコ AE刈谷 愛知県 

3 藤園 瑠海 フジゾノ ルカ WAC 神奈川県

4 桐木 心望 キリキ ココミ AE刈谷 愛知県 

5 小原 理子 オハラ リコ 長野県 

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 蟹江 雅 カニエ ミヤビ AE刈谷 愛知県

8 時田 知歩 トキタ チホ AE刈谷 愛知県

9 安江 満友菜 ヤスエ マユナ FLAT BACK 岐阜県

10 知崎 百華 チザキ モモカ AE刈谷 愛知県

11 西口 花世 ニシグチ カヨ AE刈谷 愛知県 

12 中井 琴海 ナカイ コトミ AE刈谷 愛知県 

13 中野 伶菜 ナカノ レイナ FLASH 富山県

14 大矢 彩乃 オオヤ アヤノ AE刈谷 愛知県

Devision２部門　競技フロア使用無し/１パネル進行

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 山田 佳世 ヤマダ カヨ 愛知県

2 黒川 陽子 クロカワ ヨウコ ADVANCE 4 滋賀県

3 谷口 亜里 タニグチ アリ ADVANCE 4 京都府

4 井上 明美 イノウエ アケミ FLAT BACK 三重県 

Devision３部門 競技フロア使用無し/１パネル進行

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 松本 典子 マツモト ノリコ 宮城県

2 及川 容雅子 オイカワ ユカコ 青山社中 静岡県

3 高野 智子 タカノ トモコ 愛知県

4 柴 昌彦 シバ マサヒコ 青山社中 静岡県

5 堀木 好 ホリキ コノミ 三重県



6 中村 浩子 ナカムラ ヒロコ FLASH 石川県

7 谷尾 和恵 タニオ カズエ 東京都

8 内山 はるみ ウチヤマ ハルミ FLAT BACK 岐阜県

9 吉田 しのぶ ヨシダ シノブ FLASH 石川県

10 徳田 美津子 トクダ ミツコ 大阪府

11 山照 多賀世 ヤマテル タカヨ 兵庫県

12 大塚 晴美 オオツカ ハルミ 千葉県

13 沼田 千恵子 ヌマタ チエコ 北海道

14 山崎 巴依世 ヤマザキ カズヨ FLASH 石川県

以上


