
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/ユース２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7月6日(水)までに下記JAF事務局までご連絡ださい。

「湘南茅ヶ崎A.G.C.」は「アステム湘南VIGOROUS（ヴィグラス」）にクラブ名を変更

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 高橋 才明 タカハシ サイメイ 東京都

2 渡部 茂至 ワタノベ シゲノリ 千葉県

3 奥村 尚 オクムラ ヒサシ 千葉県

4 中野渡 快人 ナカノワタリ カイト 青森県

5 丹羽 昭夫 ニワ アキオ 東京都

6 山下 浩司 ヤマシタ コウジ 東京都

7 小野 泰昌 オノ ヤスマサ 愛知県

8 中村 純也 ナカムラ ジュンヤ 埼玉県

9 丹 憲一 タン ケンイチ C.A.C. TOKYO 東京都

10 中岡 浩運 ナカオカ ヒロユキ 神奈川県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 赤尾 綾香 アカオ アヤカ 神奈川県 

2 相澤 玲美 アイザワ レミ 宮城県 

3 稲元 由紀子 イナモト ユキコ 埼玉県 

4 小山 柚衣子 コヤマ ユイコ A.G.T. グリーンHOP 東京都

5 小松田 葵 コマツダ アオイ アステム湘南VIGOROUS（ヴィグラス） 神奈川県

6 中丸 智美 ナカマル トモミ 千葉県 

7 大門 茜 ダイモン アカネ 神奈川県

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 宮下 瀬南 ミヤシタ セナ 埼玉県

11 上田 真穂 ウエダ マホ アステム湘南VIGOROUS（ヴィグラス） 東京都 

12 北爪 凜々 キタヅメ リリ S K J 群馬県 

13 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 

14 片桐 あずさ カタギリ アズサ 千葉県 

15 清 里香 セイ サトカ 青山社中 静岡県 

16 竹下 菜々 タケシタ ナナ Studio 山本塾 愛知県 

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

18 西川 ひかる ニシカワ ヒカル アステム湘南VIGOROUS（ヴィグラス） 神奈川県 

19 小俣 悠里 オマタ ユウリ S K J 群馬県

20 大塚 晴美 オオツカ ハルミ 千葉県

21 今泉 沙也佳 イマイズミ サヤカ Studio 山本塾 愛知県 

22 坂本 恵里菜 サカモト エリナ 静岡県

23 田所 加衣 タドコロ カエ 奈良県

24 柴田 奈美 シバタ ナミ 東京都 

25 江本 そら エモト ソラ 青山社中 静岡県

26 晒名 結奈 サラシナ ユナ C.A.C. TOKYO 東京都 

27 押田 夏海 オシダ ナツミ 茨城県 

28 木津 早耶子 キヅ サヤコ アステム湘南VIGOROUS（ヴィグラス） 神奈川県

29 森田 美和 モリタ ミワ 東京都

30 角谷 美空 スミヤ ミク 新潟県

31 加藤 優花 カトウ ユウカ OKJエアロビックファミリー 東京都

32 荻原 さくら オギハラ サクラ 神奈川県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 大蔵 遼奈 オオクラ リョウナ 千葉県

2 渡邉 菜々花 ワタナベ ナナカ 埼玉県

3 大坂 光 オオサカ ヒカリ S K J 群馬県

4 安保 彩華 アンボ アヤカ 神奈川県

5 川路 莉奈 カワジ リナ S K J 群馬県 

スポーツエアロビック2016南東京オープン公式競技/チャレンジ競技(Jトリオ・Division部門)
日時：2016年7月17日(日)開催

会場:東京体育館サブアリーナ(東京都渋谷区)
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6 阿部 李々子 アベ リリコ 新潟県

7 杉村 夏音 スギムラ ナツネ 静岡県

8 兼子 紗英 カネコ サエ 静岡県

9 黒田 彩希 クロダ サキ AE刈谷 愛知県

10 田中 柚稀 タナカ ユズキ S K J 群馬県

11 鈴木 真奈 スズキ マナ HK エアロビクトリー 山形県

12 山口 莉奈 ヤマグチ リナ 群馬県

13 石井 海晴 イシイ ミハル 埼玉県

14 鈴木 風菜 スズキ フウナ アステム湘南VIGOROUS（ヴィグラス） 神奈川県

15 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

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

17 金子 実楓 カネコ ミフ S K J 群馬県 

18 星野 楓 ホシノ カエデ A.G.T. グリーンHOP 東京都

19 中森 彩音 ナカモリ アヤネ AE刈谷 愛知県

20 青山 歩樹 アオヤマ イブキ 青山社中 静岡県

21 萩本 祥陽 ハギモト ショウヨウ S K J 群馬県

22 冨永 幸海 トミナガ ユキミ WAC 神奈川県

23 佐藤 彩水 サトウ アヤミ 埼玉県

24 矢羽々 朱梨 ヤハバ アカリ S K J 群馬県

25 坂野 弘 サカノ ヒロ 青山社中 静岡県

26 平野 瑞季 ヒラノ ミズキ AE刈谷 愛知県

27 大島 瑞姫 オオシマ ミズキ S K J 群馬県 

28 与口 真優 ヨグチ マユ 国府台エアロビッククラブ 千葉県

29 小倉 瑞稀 コグラ ミズキ AE刈谷 愛知県

30 佐藤 夢羽 サトウ ユメハ 国府台エアロビッククラブ 千葉県

31 櫻井 美里 サクライ ミサト WAC 神奈川県

32 赤星 夏菜 アカホシ ナナ 埼玉県

33 但馬 佑規 タジマ ユウキ 青山社中 静岡県

34 大野 瑠菜 オオノ ルナ 神奈川県 

35 鈴木 あい子 スズキ アイコ 東京都 

36 宮宗 萌 ミヤムネ モエ OSKスポーツクラブ 岡山県 

37 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

38 篠原 みなみ シノハラ ミナミ 栃木県

39 樋浦 翔子 ヒウラ ショウコ 栃木県

40 盛山 愛香 モリヤマ アイカ 埼玉県

41 諸岡 育実 モロオカ イクミ 茨城県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 鈴木 里彩 スズキ リサ 茨城県

2 高柳 汐里 タカヤナギ シオリ AE刈谷 愛知県 

3 板谷 光太郎 イタタニ コウタロウ 茨城県

4 小野寺 星 オノデラ アカリ OKJエアロビックファミリー 神奈川県

5 辻 杏樹 ツジ アンジュ 山梨県

6 野々山 芽依 ノノヤマ メイ AE刈谷 愛知県 

7 佐久間 星来 サクマ セイラ 茨城県

8 栗原 結衣 クリハラ ユイ A.G.T. グリーンHOP 東京都

9 岸邊 茉央 キシベ マヒロ 神奈川県

10 中村 友紀 ナカムラ ユキ A.G.T. グリーンHOP 東京都

11 大塚 アリシア オオツカ アリシア C.A.C. TOKYO 東京都

12 飛知和 愛 ヒチワ アイ C.A.C. TOKYO 東京都 

13 伊地知 暖 イジチ ノン WAC 神奈川県

14 藤本 つかさ フジモト ツカサ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県 

15 山口 彩莉 ヤマグチ アヤリ 神奈川県 

16 山口 萌子 ヤマグチ モエコ アステム湘南VIGOROUS（ヴィグラス） 神奈川県

17 星野 結衣 ホシノ ユイ OKJエアロビックファミリー 埼玉県 

18 渡邉 瑠々花 ワタナベ ルルカ 埼玉県 

19 白石 愛 シライシ マナ 国府台エアロビッククラブ 千葉県

20 山口 藍 ヤマグチ アイ 新潟県 

21 宇佐美 郁人 ウサミ アヤト 埼玉県

22 本村 美紗希 モトムラ ミサキ 茨城県 

23 星野 麻衣 ホシノ マイ OKJエアロビックファミリー 埼玉県

24 植松 まり奈 ウエマツ マリナ 神奈川県

25 嶺木 愛里 ミネキ アイリ AE刈谷 愛知県

26 津田 優斗 ツダ マサト OKJエアロビックファミリー 東京都 

27 泉 菜乃帆 イズミ ナナホ 国府台エアロビッククラブ 千葉県 

28 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 

29 飛田 夏希 トビタ ナツキ A.G.T. グリーンHOP 東京都 

30 勅使河原 美怜 テシガワラ ミサト 茨城県

ユース１シングル部門



31 大和田 優菜 オオワダ ユウナ 埼玉県 

32 海原 百花 カイハラ モモカ OSKスポーツクラブ 岡山県

33 安井 真美 ヤスイ マミ OSKスポーツクラブ 岡山県

34 青木 琴花 アオキ コトカ 新潟県

35 佐藤 海綺 サトウ ミキ 神奈川県 

36 盛田 海 モリタ ウミ 神奈川県

37 村上 杏奈 ムラカミ アンナ 東京都

38 高林 歩実 タカバヤシ アユミ 神奈川県 

39 渡辺 知夏 ワタナベ チナツ AE刈谷 愛知県 

40 有山 美憂 アリヤマ ミユウ 茨城県

41 松尾 碧海 マツオ アミ 東京都 

42 橋爪 里於 ハシヅメ リオ S K J 群馬県

43 齊藤 蓮 サイトウ レン OSKスポーツクラブ 岡山県

44 加藤 芽吹 カトウ イブキ 神奈川県 

45 岡田 朋樹 オカダ トモキ 静岡県

46 戸村 花 トムラ ハナ A.G.T. グリーンHOP 東京都 

47 佐藤 琴美 サトウ コトミ 国府台エアロビッククラブ 千葉県 

48 岡本 麻央 オカモト マオ OSKスポーツクラブ 岡山県 

49 山元 里桜 ヤマモト リオ OSKスポーツクラブ 岡山県

50 宮澤 千尋 ミヤザワ チヒロ OKJエアロビックファミリー 埼玉県

51 加藤 愛子 カトウ アイコ 国府台エアロビッククラブ 千葉県

52 金尾 澪 カナオ シズク OKJエアロビックファミリー 埼玉県 

53 蟹江 樹里 カニエ ジュリ AE刈谷 愛知県

54 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

55 奥冨 歩乃佳 オクトミ ホノカ OKJエアロビックファミリー 埼玉県

56 櫻間 ゆい サクラマ ユイ OSKスポーツクラブ 岡山県

57 鬼頭 美帆 キトウ ミホ AE刈谷 愛知県

58 水嶋 彩愛 ミズシマ アヤナ 国府台エアロビッククラブ 千葉県

ユース２トリオ部門
代表者以外2名の氏名を2016年7月6日(水)までに下記JAF事務局までご連絡ください。

No 代表者氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 田中 柚稀 タナカ ユズキ S K J 群馬県

2 内城 亜沙子 ウチジョウ アサコ WAC 神奈川県 

ユース１トリオ部門
代表者以外2名の氏名を2016年7月6日(水)までに下記JAF事務局までご連絡ください。

No 代表者氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 岸邊 茉央 キシベ マヒロ 神奈川県 

2 中村 友紀 ナカムラ ユキ A.G.T. グリーンHOP 東京都

3 藤谷 璃水 フジタニ リミ AE刈谷 愛知県

4 櫻間 ゆい サクラマ ユイ OSKスポーツクラブ 岡山県

5 伊地知 暖 イジチ ノン WAC 神奈川県

6 安井 真美 ヤスイ マミ OSKスポーツクラブ 岡山県

7 渡辺 知夏 ワタナベ チナツ 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7月6日(水)までに下記JAF事務局までご連絡ください。

No 代表者氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 山本 幸音 ヤマモト ユキネ 神奈川県

2 木村 百花 キムラ モモカ 神奈川県

3 藤園 瑠海 フジゾノ ルカ WAC 神奈川県

4 野村 愛莉 ノムラ アイリ 茨城県



No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 山崎 巴依世 ヤマザキ カズヨ FLASH 石川県

2 吉田 しのぶ ヨシダ シノブ FLASH 石川県

3 宮原 久仁子 ミヤハラ クニコ 山梨県

4 四十万 裕子 シジマ ユウコ FLASH 石川県

5 及川 容雅子 オイカワ ユカコ 青山社中 静岡県

6 中村 浩子 ナカムラ ヒロコ FLASH 石川県

7 笹生 万里子 サソウ マリコ 千葉県

8 根岸 隆樹 ネギシ タカキ 群馬県

9 岸谷 佳代 キシタニ カヨ 東京都

10 内山 はるみ ウチヤマ ハルミ FLAT BACK 岐阜県

11 土田 悦子 ツチダ エツコ 埼玉県

12 小野寺 淳子 オノデラ アツコ 東京都

13 松本 智子 マツモト トモコ 東京都

14 村上 桂子 ムラカミ ケイコ 宮城県

15 萬崎 明美 マンザキ アケミ 千葉県

16 堀木 好 ホリキ コノミ 三重県

17 小関 雅恵 コセキ マサエ 福岡県

18 加藤 真由美 カトウ マユミ A.G.T. グリーンHOP 東京都

19 岩倉 昌穗 イワクラ マサホ 埼玉県

20 柴 昌彦 シバ マサヒコ 青山社中 静岡県

21 小寺 具子 コテラ トモコ MOVE LIVELY 兵庫県

22 谷尾 和恵 タニオ カズエ 東京都  

23 片桐 あずさ カタギリ アズサ 千葉県 

24 水見 洋子 ミズミ ヨウコ 福岡県

25 尾木 礼可 オギ レイカ 高知県

26 佐藤 弘子 サトウ ヒロコ 東京都

27 新井 礼香 アライ レイカ 東京都

28 大下 恵美奈 オオシタ エミナ 東京都

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 松岡 智子 マツオカ トモコ 愛知県

2 福田 朱美 フクダ アケミ 福岡県

3 井上 明美 イノウエ アケミ FLAT BACK 三重県

4 針尾 雅美 ハリオ マサミ 佐賀県

5 中西 美香 ナカニシ ミカ 福岡県

6 川本 明代 カワモト アキヨ 福岡県

以上

Div.３シングル部門

Div.２シングル部門


