
■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3日(月)までにJAF本部までご連絡ください。

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 樹神 拓弥 コダマ タクヤ On Beats 愛知県 

2 真田 英毅 サナダ ヒデキ ADVANCE 4 滋賀県 

3 伊藤 誉人 イトウ タカト Studio 山本塾 愛知県 

4 斉藤 瑞己 サイトウ ミズキ S K J 群馬県 

5 丹 憲一 タン ケンイチ C.A.C. TOKYO 東京都 

シニア女子シングル部門

No

1 松井 涼香 マツイ スズカ Studio 山本塾 愛知県 

2 村岡 香琳 ムラオカ カリン HK エアロビクトリー 山形県 

3 小嶋 真由 コジマ マユ Studio 山本塾 愛知県 

4 佐柄 夏葉 サガラ カヨウ S K J 群馬県 

5 江本 そら エモト ソラ 青山社中 静岡県

6 佐藤 美紗妃 サトウ ミサキ AE刈谷 愛知県 

7 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 

8 小松田 葵 コマツダ アオイ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県 

9 小俣 悠里 オマタ ユウリ S K J 群馬県

10 木津 早耶子 キヅ サヤコ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県 

11 鈴木 美穂 スズキ ミホ Studio 山本塾 愛知県

12 大村 智美 オオムラ トモミ Team OHMURA 熊本県 

13 黒木 萌子 クロキ モエコ HK エアロビクトリー 山形県

14 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

15 杉山 佳伽 スギヤマ ヨシカ 青山社中 静岡県 

16 谷 夏見 タニ ナツミ くまとりA.G.C. 大阪府 

17 上田 真穂 ウエダ マホ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 東京都 

18 高野 莉子 タカノ リコ AE刈谷 愛知県 

19 晒名 結奈 サラシナ ユナ C.A.C. TOKYO 東京都 

20 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 

21 小山 杏依子 コヤマ アイコ A.G.T. グリーンHOP 東京都 

22 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

23 清 里香 セイ サトカ 青山社中 静岡県 

第6回全国登録クラブエアロビック選手権大会

日時：2015年7月20日(祝・月)開催

会場：東京体育館　サブアリーナ(東京都/渋谷区)

■受付時間を厳守すること。時間外の受付は致しません。



24 北爪 凜々 キタヅメ リリ S K J 群馬県 

25 木代 葉子 キシロ ヨウコ OSKスポーツクラブ 岡山県

26 小川 真希 オガワ マキ Boa Forma Studio 山口県 

27 古谷 明日香 フルタニ アスカ Boa Forma Studio 山口県 

ユース２男子シングル部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 青山 歩樹 アオヤマ イブキ 青山社中 静岡県 

2 但馬 佑規 タジマ ユウキ 青山社中 静岡県

ユース２女子シングル部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 齊藤 栞 サイトウ シオリ OSKスポーツクラブ 岡山県 

2 櫻井 美里 サクライ ミサト WAC 神奈川県 

3 鈴木 清香 スズキ サヤカ FLAT BACK 静岡県 

4 竹下 菜々 タケシタ ナナ Studio 山本塾 愛知県 

5 矢羽々 朱梨 ヤハバ アカリ S K J 群馬県 

6 高野 頌子 タカノ ショウコ AE刈谷 愛知県 

7 徳田 日南 トクダ ヒナミ OSKスポーツクラブ 岡山県

8 加藤 日向子 カトウ ヒナコ HK エアロビクトリー 山形県 

9 鈴木 風菜 スズキ フウナ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県 

10 飛塚 優 トビツカ ユウ HK エアロビクトリー 山形県 

11 守田 栞捺 モリタ カンナ OSKスポーツクラブ 岡山県 

12 与口 真優 ヨグチ マユ 国府台エアロビッククラブ 千葉県

13 野畑 夏鈴メリーナ ノバタ カリンメリーナ Studio 山本塾 愛知県 

14 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 

15 大通 愛薫 ダイツウ アイカ HK エアロビクトリー 山形県 

16 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 

17 南 涼香 ミナミ スズカ くまとりA.G.C. 大阪府 

18 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

19 多和 麗 タワ ウララ A.C. KURASHIKI 岡山県

20 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 

21 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 

22 川路 莉奈 カワジ リナ S K J 群馬県 

23 高場 ゆな タカバ ユナ AE刈谷 愛知県 

24 板垣 夏実 イタガキ ナツミ HK エアロビクトリー 山形県 

25 平野 瑞季 ヒラノ ミズキ AE刈谷 愛知県 

26 今村 菜子 イマムラ ナコ エムズリンク神奈川 神奈川県 

27 鈴木 真奈 スズキ マナ HK エアロビクトリー 山形県 

28 田中 柚稀 タナカ ユズキ S K J 群馬県 

29 金子 実楓 カネコ ミフ S K J 群馬県



30 野田 陽香 ノダ ハルカ AE刈谷 愛知県 

31 立木 友理 タチキ ユリ WAC 神奈川県

32 黒田 彩希 クロダ サキ AE刈谷 愛知県 

33 内城 亜沙子 ウチジョウ アサコ WAC 神奈川県 

34 東 真衣 ヒガシ マイ くまとりA.G.C. 大阪府 

35 上坂 万桜 ウエサカ マオ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 静岡県 

36 高杉 悠杏 タカスギ ユアン 青山社中 静岡県 

37 宮宗 萌 ミヤムネ モエ OSKスポーツクラブ 岡山県 

38 高橋 萌絵 タカハシ モエ HK エアロビクトリー 山形県 

39 小谷 萌夏 コタニ モエカ ADVANCE 4 和歌山県 

40 大島 瑞姫 オオシマ ミズキ S K J 群馬県 

41 佐藤 菜々 サトウ ナナ WAC 神奈川県 

42 向井 千景 ムカイ チヒロ OKJエアロビックファミリー 埼玉県 

43 高場 みゆう タカバ ミユウ AE刈谷 愛知県 

ユース２トリオ部門　代表者以外の氏名を7月3日(金)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 今村 菜子 イマムラ ナコ エムズリンク神奈川 神奈川県

2 南 涼香 ミナミ スズカ くまとりA.G.C. 大阪府

3 平野 瑞季 ヒラノ ミズキ AE刈谷 愛知県

4 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

5 金子 実楓 カネコ ミフ S K J 群馬県 

6 野田 陽香 ノダ ハルカ AE刈谷 愛知県 

ユース１男子シングル部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 今村 一歩 イマムラ イッポ エムズリンク神奈川 神奈川県 

2 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 

3 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 

ユース１女子シングル部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 山口 萌子 ヤマグチ モエコ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県

2 中森 彩音 ナカモリ アヤネ AE刈谷 愛知県 

3 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 

4 石原 菜月 イシハラ ナヅキ A.G.T. グリーンHOP 東京都 

5 上園 梨々香 カミゾノ リリカ 国府台エアロビッククラブ 千葉県 

6 谷中 茜里 ヤナカ アカリ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県 

7 明日 桃子 ヌクイ モモコ HK エアロビクトリー 山形県



8 飛田 夏希 トビタ ナツキ A.G.T. グリーンHOP 東京都 

9 橋爪 里於 ハシヅメ リオ S K J 群馬県 

10 宮島 果音 ミヤジマ カノン エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県 

11 山裾 愛華 ヤマスソ マナカ Studio 山本塾 静岡県

12 安井 真美 ヤスイ マミ OSKスポーツクラブ 岡山県

13 中川 千咲季 ナカガワ チサキ A.G.T. グリーンHOP 東京都 

14 浜元 優南 ハマモト ユナ C.A.C. TOKYO 東京都

15 岡本 麻央 オカモト マオ OSKスポーツクラブ 岡山県 

16 小林 莉乃 コバヤシ リノ HK エアロビクトリー 山形県

17 藤谷 璃水 フジタニ リミ AE刈谷 愛知県 

18 谷口 琴音 タニグチ コトネ ADVANCE 4 滋賀県 

19 山元 里桜 ヤマモト リオ OSKスポーツクラブ 岡山県 

20 高柳 汐里 タカヤナギ シオリ AE刈谷 愛知県 

21 海原 百花 カイハラ モモカ OSKスポーツクラブ 岡山県 

22 星野 楓 ホシノ カエデ A.G.T. グリーンHOP 東京都 

23 齊藤 蓮 サイトウ レン OSKスポーツクラブ 岡山県

24 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

25 鬼頭 美帆 キトウ ミホ AE刈谷 愛知県 

26 冨永 幸海 トミナガ ユキミ WAC 神奈川県

27 高柳 光希 タカヤナギ ミツキ AE刈谷 愛知県 

28 坂野 弘 サカノ ヒロ 青山社中 静岡県 

29 櫻間 ゆい サクラマ ユイ OSKスポーツクラブ 岡山県 

30 武元 凜花 タケモト リンカ OSKスポーツクラブ 岡山県

31 伊地知 暖 イジチ ノン WAC 神奈川県

32 今泉 佳菜 イマイズミ カナ WAC 神奈川県

33 栗原 結衣 クリハラ ユイ A.G.T. グリーンHOP 東京都

34 大坂 光 オオサカ ヒカリ S K J 群馬県 

35 宗村 陽菜 ムネムラ ヒナ S K J 群馬県

36 開田 夏帆 カイダ ナツホ 国府台エアロビッククラブ 千葉県 

37 渡邉 佑紀 ワタナベ ユウキ HK エアロビクトリー 山形県 

38 堀内 咲希 ホリウチ サキ スポーツネットワークＳＡＭ 長野県 

39 日吉 彩乃 ヒヨシ アヤノ C.A.C. TOKYO 埼玉県 

40 中川 未由希 ナカガワ ミユキ くまとりA.G.C. 大阪府 

41 寺田 ひかる テラダ ヒカル Boa Forma Studio 山口県

ユース１トリオ部門　代表者以外の氏名を7月3日(金)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 中川 千咲季 ナカガワ チサキ A.G.T. グリーンHOP 東京都 

2 櫻間 ゆい サクラマ ユイ OSKスポーツクラブ 岡山県 

3 大坂 光 オオサカ ヒカリ S K J 群馬県 



4 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 

5 藤谷 璃水 フジタニ リミ AE刈谷 愛知県

6 中川 未由希 ナカガワ ミユキ くまとりA.G.C. 大阪府

7 中村 友紀 ナカムラ ユキ A.G.T. グリーンHOP 東京都 

8 尾崎 叶 オザキ カナウ WAC 神奈川県

ジュニアトリオ部門　代表者以外の氏名を7月3日(金)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 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 

2 佐伯 恭佳 サエキ キョウカ A.G.T. グリーンHOP 千葉県

3 黒田 七菜 クロダ ナナ AE刈谷 愛知県

4 野村 純子 ノムラ ジュンコ WAC 神奈川県 

5 野々山 芽依 ノノヤマ メイ AE刈谷 愛知県 

■推薦枠

2016全国大会に推薦。

・参加人数に応じて推薦枠数を設定。

・シニア男女シングル部門から最大で上位4名をスズキジャパンカップ2015全国大会へ推薦。

・ユース1,2女子シングル部門から最大で上位4名、ユース1,2トリオ部門は最大で上位2組をスズキジャ

カップ2015全国大会に推薦。ジュニアトリオ部門から最大で上位2組をJOCジュニアオリンピックカップ


