
✪審判団は2パネル/競技フロア使用あり。

✪ジュニアトリオ/ユース１トリオ/ユース２トリオ部門は代表者以外の氏名を7月8日(水)までに下記までご連絡ください。

(公社)日本エアロビック連盟  電話 03-5796-7521 / FAX 03-5796-7527

シニア男子シングル部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 山下 浩司 ヤマシタ コウジ 東京都

2 中村 純也 ナカムラ ジュンヤ 埼玉県

3 奥村 尚 オクムラ ヒサシ 千葉県

4 小野 泰昌 オノ ヤスマサ 愛知県

5 丹羽 昭夫 ニワ アキオ 東京都

6 斉藤 瑞己 サイトウ ミズキ S K J 群馬県

7 中岡 浩運 ナカオカ ヒロユキ 神奈川県

8 植松 雄太 ウエマツ ユウタ 神奈川県

9 金井 拓海 カナイ タクミ S K J 群馬県

10 中野渡 快人 ナカノワタリ カイト 青森県

シニア女子シングル部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 清水 朝妃 シミズ アサヒ 山梨県

2 河村 薫 カワムラ カオル 東京都

3 片桐 あずさ カタギリ アズサ 千葉県

4 橋本 陽子 ハシモト ヨウコ 千葉県

5 増田 かをり マスダ カヲリ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県

6 佐柄 夏葉 サガラ カヨウ S K J 群馬県

7 小俣 悠里 オマタ ユウリ S K J 群馬県

8 小山 杏依子 コヤマ アイコ A.G.T. グリーンHOP 東京都

9 岸名 あゆみ キシナ アユミ 玉川大学体育会エアロビックチーム 神奈川県

10 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

11 小野 祐里奈 オノ ユリナ 千葉県

12 背戸川 佳奈 セトガワ カナ FLASH 石川県

13 木代 葉子 キシロ ヨウコ OSKスポーツクラブ 岡山県

14 斎藤 広夢 サイトウ ヒロム 山梨県

15 晒名 結奈 サラシナ ユナ C.A.C. TOKYO 東京都

16 芳賀 実奈子 ハガ ミナコ 埼玉県

17 大村 智美 オオムラ トモミ Team OHMURA 熊本県

18 清 里香 セイ サトカ 青山社中 静岡県

19 田村 ゆうこ タムラ ユウコ 青森県

20 宮下 瀬南 ミヤシタ セナ 埼玉県

21 柴田 奈美 シバタ ナミ 東京都

22 清水 あお葉 シミズ アオバ 東京都

23 木津 早耶子 キヅ サヤコ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県

24 大庭 奈留 オオバ ナル 福岡県

25 田所 加衣 タドコロ カエ 奈良県

26 森田 美和 モリタ ミワ 東京都
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27 石田 悦子 イシダ エツコ 群馬県

28 赤尾 綾香 アカオ アヤカ 神奈川県

29 押田 夏海 オシダ ナツミ 茨城県

30 相澤 玲美 アイザワ レミ 宮城県

31 稲元 由紀子 イナモト ユキコ 埼玉県

32 川上 聡子 カワカミ フサコ 千葉県

33 北爪 凜々 キタヅメ リリ S K J 群馬県

34 小山 柚衣子 コヤマ ユイコ A.G.T. グリーンHOP 東京都

35 上田 真穂 ウエダ マホ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 東京都

ユース２シングル部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 増田 季里 マスダ ミノリ 神奈川県

2 青山 歩樹 アオヤマ イブキ 青山社中 静岡県

3 鈴木 穂乃香 スズキ ホノカ 静岡県

4 沼尻 怜馬 ヌマジリ リョウマ 茨城県

5 佐藤 菜々 サトウ ナナ WAC 神奈川県

6 大門 茜 ダイモン アカネ 神奈川県

7 鈴木 あい子 スズキ アイコ 東京都

8 齊藤 栞 サイトウ シオリ OSKスポーツクラブ 岡山県

9 鈴木 清香 スズキ サヤカ FLAT BACK 静岡県

10 道谷 龍 ドウタニ リュウ 富山県

11 北村 さくら キタムラ サクラ 神奈川県

12 内城 亜沙子 ウチジョウ アサコ WAC 神奈川県

13 河合 翔 カワイ ショウ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県

14 田中 柚稀 タナカ ユズキ S K J 群馬県

15 松田 陽南子 マツダ ヒナコ 茨城県

16 鈴木 風菜 スズキ フウナ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県

17 櫻井 美里 サクライ ミサト WAC 神奈川県

18 大島 瑞姫 オオシマ ミズキ S K J 群馬県

19 大通 愛薫 ダイツウ アイカ HK エアロビクトリー 山形県

20 石井 海晴 イシイ ミハル 埼玉県

21 角谷 美空 スミヤ ミク 新潟県

22 鈴木 真奈 スズキ マナ HK エアロビクトリー 山形県

23 立木 友理 タチキ ユリ WAC 神奈川県

24 川路 莉奈 カワジ リナ S K J 群馬県

25 岡野 友香 オカノ ユカ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県

26 小阪 優衣 コサカ ユイ OKJエアロビックファミリー 茨城県

27 竹下 菜々 タケシタ ナナ Studio 山本塾 愛知県

28 矢羽々 朱梨 ヤハバ アカリ S K J 群馬県

29 樋浦 翔子 ヒウラ ショウコ 栃木県

30 國井 詩織 クニイ シオリ 茨城県

31 今村 菜子 イマムラ ナコ エムズリンク神奈川 神奈川県

32 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

33 栗原 希枝 クリハラ キエ 神奈川県

34 金子 実楓 カネコ ミフ S K J 群馬県

35 鈴木 彩加 スズキ アヤカ HK エアロビクトリー 山形県

36 岡本 育美 オカモト イクミ エムズリンク神奈川 神奈川県

37 濱野 優一 ハマノ ユウイチ 東京都

38 渡邉 菜々花 ワタナベ ナナカ 埼玉県

39 瀬畑 知佳子 セバタ チカコ OKJエアロビックファミリー 茨城県

40 上坂 万桜 ウエサカ マオ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 静岡県



ユース２トリオ部門　代表者以外の氏名を7月8日(水)までにJAF本部までご連絡ください。

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 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

2 今村 菜子 イマムラ ナコ エムズリンク神奈川 神奈川県

3 金子 実楓 カネコ ミフ S K J 群馬県

ユース１シングル部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 海原 百花 カイハラ モモカ OSKスポーツクラブ 岡山県

2 宗村 陽菜 ムネムラ ヒナ S K J 群馬県

3 栗原 結衣 クリハラ ユイ A.G.T. グリーンHOP 東京都

4 青木 琴花 アオキ コトカ 新潟県

5 高柳 光希 タカヤナギ ミツキ AE刈谷 愛知県

6 伊地知 暖 イジチ ノン WAC 神奈川県

7 櫻間 ゆい サクラマ ユイ OSKスポーツクラブ 岡山県

8 大坂 光 オオサカ ヒカリ S K J 群馬県

9 藤森 蓮美 フジモリ レミ 東京都

10 飛田 夏希 トビタ ナツキ A.G.T. グリーンHOP 東京都

11 安保 彩華 アンボ アヤカ 神奈川県

12 日吉 彩乃 ヒヨシ アヤノ C.A.C. TOKYO 埼玉県

13 嶌田 隼太 シマダ シュンタ OKJエアロビックファミリー 茨城県

14 大蔵 遼奈 オオクラ リョウナ 千葉県

15 吉本 悠太郎 ヨシモト ユウタロウ OSKスポーツクラブ 岡山県

16 兼子 紗英 カネコ サエ 静岡県

17 山口 藍 ヤマグチ アイ 新潟県

18 浜元 優南 ハマモト ユナ C.A.C. TOKYO 東京都

19 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

20 深谷 莉子 フカヤ リコ FLAT BACK 岐阜県

21 星野 楓 ホシノ カエデ A.G.T. グリーンHOP 東京都

22 杉村 夏音 スギムラ ナツネ 静岡県

23 赤星 夏菜 アカホシ ナナ 埼玉県

24 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

25 鈴木 愛梨 スズキ アイリ 静岡県

26 武元 凜花 タケモト リンカ OSKスポーツクラブ 岡山県

27 鈴木 愛由 スズキ アユ 埼玉県

28 中川 千咲季 ナカガワ チサキ A.G.T. グリーンHOP 東京都

29 伊東 彩海 イトウ アヤミ 埼玉県

30 道谷 慧 ドウタニ ケイ 富山県

31 渡邉 瑠々花 ワタナベ ルルカ 埼玉県

32 高林 歩実 タカバヤシ アユミ 神奈川県

33 高柳 汐里 タカヤナギ シオリ AE刈谷 愛知県

34 清水 悠木 シミズ ユウキ 東京都

35 安井 真美 ヤスイ マミ OSKスポーツクラブ 岡山県

36 落合 結 オチアイ ユイ 茨城県

37 齊藤 天音 サイトウ アマネ 神奈川県

38 植松 杏奈 ウエマツ アンナ 神奈川県

39 松尾 碧海 マツオ アミ 東京都

40 齊藤 来愛 サイトウ クレア 茨城県

41 中村 友紀 ナカムラ ユキ A.G.T. グリーンHOP 東京都



42 山元 里桜 ヤマモト リオ OSKスポーツクラブ 岡山県

43 石原 菜月 イシハラ ナヅキ A.G.T. グリーンHOP 東京都

44 小林 莉乃 コバヤシ リノ HK エアロビクトリー 山形県

45 岡本 麻央 オカモト マオ OSKスポーツクラブ 岡山県

46 秋元 梨菜 アキモト リナ OKJエアロビックファミリー 埼玉県

47 冨永 幸海 トミナガ ユキミ WAC 神奈川県

48 諸岡 育実 モロオカ イクミ 茨城県

49 星野 結衣 ホシノ ユイ OKJエアロビックファミリー 埼玉県

50 本村 美紗希 モトムラ ミサキ 茨城県

51 岸邊 茉央 キシベ マヒロ 神奈川県

52 今泉 佳菜 イマイズミ カナ WAC 神奈川県

53 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

54 橋爪 里於 ハシヅメ リオ S K J 群馬県

55 齊藤 蓮 サイトウ レン OSKスポーツクラブ 岡山県

56 坂野 弘 サカノ ヒロ 青山社中 静岡県

ユース１トリオ部門　代表者以外の氏名を7月8日(水)までにJAF本部までご連絡ください。

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 星野 楓 ホシノ カエデ A.G.T. グリーンHOP 東京都

2 大坂 光 オオサカ ヒカリ S K J 群馬県

3 山南 香都 ヤマミナミ コト WAC 神奈川県

4 櫻間 ゆい サクラマ ユイ OSKスポーツクラブ 岡山県

ジュニアトリオ部門　代表者以外の氏名を7月8日(水)までにJAF本部までご連絡ください。

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 甲斐 愛梨 カイ アイリ 神奈川県

2 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

3 野村 純子 ノムラ ジュンコ WAC 神奈川県

4 小池 美月 コイケ ミヅキ A.G.T. グリーンHOP 東京都

5 今井 咲月 イマイ サツキ 神奈川県

Devision３部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 堀木 好 ホリキ コノミ 三重県

2 及川 容雅子 オイカワ ユカコ 青山社中 静岡県

3 小林 明美 コバヤシ アケミ 長野県

4 坂下 千寿子 サカシタ チズコ 愛知県

5 小野寺 淳子 オノデラ アツコ 東京都

6 君塚 栄子 キミヅカ エイコ 千葉県

7 内山 はるみ ウチヤマ ハルミ FLAT BACK 岐阜県

8 松本 智子 マツモト トモコ 東京都

9 土田 悦子 ツチダ エツコ 埼玉県

10 笹生 万里子 サソウ マリコ 千葉県

11 大塚 晴美 オオツカ ハルミ 千葉県

12 神崎 裕子 カンザキ ヒロコ 宮城県

13 佐藤 弘子 サトウ ヒロコ 東京都

14 加藤 真由美 カトウ マユミ A.G.T. グリーンHOP 東京都



15 三浦 福子 ミウラ トミコ 宮城県

16 中山 慶子 ナカヤマ ケイコ FLASH 石川県

17 北澤 幸子 キタザワ サチコ 長野県

18 中村 浩子 ナカムラ ヒロコ FLASH 三重県

19 柴 昌彦 シバ マサヒコ 青山社中 静岡県

20 溝江 有香 ミゾエ アリカ 東京都

21 大下 恵美奈 オオシタ エミナ 東京都

22 櫛谷 喜美子 クシヤ キミコ 埼玉県

23 岸谷 佳代 キシタニ カヨ 東京都

24 中野 ひとみ ナカノ ヒトミ 神奈川県

25 松本 典子 マツモト ノリコ 宮城県

26 佐藤 由美 サトウ ユミ 千葉県

27 谷尾 和恵 タニオ カズエ 東京都

28 小寺 具子 コテラ トモコ MOVE LIVELY 兵庫県

29 山崎 巴依世 ヤマザキ カズヨ FLASH 石川県

30 岸田 波香 キシダ ナミカ 神奈川県

31 堺 美紀 サカイ ミキ 石川県

Devision２部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 稲場 裕美 イナバ ヒロミ FLASH 石川県

2 井上 明美 イノウエ アケミ FLAT BACK 三重県

3 伊藤 純子 イトウ ジュンコ 埼玉県

4 古内 奈緒 フルウチ ナオ 埼玉県

5 千葉 かおり チバ カオリ 宮城県

以上


