
■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。

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
1 黒谷 洋己 クロタニ ヒロミ JSAA 北海道
2 石田 芳弘 イシダ ヨシヒロ 新潟県
3 松田 雅彦 マツタ マサヒコ 宮城県
4 井上 裕一 イノウエ ユウイチ 北海道
5 泉田 典彦 イズミダ ノリヒコ 北海道
6 和泉 義夫 イズミ ヨシオ アステム湘南VIGOROUS（ヴィグラス） 東京都
7 工藤 章一 クドウ ショウイチ 北海道
8 並木 学 ナミキ マナブ 北海道
9 北田 公治 キタダ キミハル 大阪府
10 松井 透 マツイ トオル 北海道
11 小柳 功一 コヤナギ コウイチ 北海道
12 木村 浩之 キムラ ヒロユキ JSAA 北海道
13 割石 清明 ワリイシ キヨアキ 大阪府

男子２フライト部門
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
601 工藤 賢一 クドウ ケンイチ JSAA 北海道 
602 佐藤 敬司 サトウ ケイジ 北海道 
603 高野 仁 タカノ ジン 山形県 
604 桂 秀則 カツラ ヒデノリ 北海道
605 藤田 拓也 フジタ タクヤ 北海道 
606 富春 豪文 トミハル ヒデノリ 広島県 
607 芦立 秀朗 アシタテ ヒデアキ ADVANCE 4 京都府 
608 大津 和也 オオツ カズヤ 埼玉県 
609 加藤 剛 カトウ ツヨシ 東京都 
610 佐藤 弘康 サトウ ヒロヤス 北海道

男子１フライト部門
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
401 蛯沢 亮太 エビサワ リョウタ 北海道 
402 渡邊 博文 ワタナベ ヒロフミ 北海道 

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
901 菅原 典子 スガワラ ノリコ 北海道 
902 大本 真弓 オオモト マユミ 大阪府 
903 松村 恵子 マツムラ ケイコ  北海道 
904 林 広子 ハヤシ ヒロコ A.C.HOKKAIDO 北海道 
905 福岡 容子 フクオカ ヨウコ 北海道 
906 吉岡 はるみ ヨシオカ ハルミ 北海道 
907 佐藤 静江 サトウ シズエ 北海道
908 笹生 万里子 サソウ マリコ 千葉県 
909 大塚 晴美 オオツカ ハルミ 千葉県 
910 石田 千晶 イシダ チアキ JSAA 北海道 
911 兵藤 千香子 ヒョウドウ チカコ 北海道 
912 岡崎 眞美子 オカザキ マミコ 北海道 
913 鈴木 美すず スズキ ミスズ 北海道
914 黒島 恵子 クロシマ ヤスコ 北海道 
915 森田 里江 モリタ サトエ 兵庫県 
916 大野 扶佐子 オオノ フサコ 大阪府 
917 山口 節子 ヤマグチ セツコ FLAT BACK 岐阜県 
918 遠藤 紀子 エンドウ ノリコ 北海道 
919 金子 早苗 カネコ サナエ FLAT BACK 岐阜県 
920 鈴木 みどり スズキ ミドリ 北海道 
921 杉目 久美子 スギメ クミコ 北海道
922 福田 琴美 フクダ コトミ 北海道 
923 藤沢 好子 フジサワ ヨシコ 北海道 
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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
801 大久 英子 オオヒサ エイコ 宮城県 
802 竹内 やす子 タケウチ ヤスコ 大阪府
803 後小路 美佳 ウシロコウジ ミカ 北海道
804 石田 圭子 イシダ ケイコ 新潟県
805 佐藤 洋子 サトウ ヨウコ 北海道 
806 岩崎 美香 イワサキ ミカ 宮城県 
807 安藤 陽子 アンドウ ヨウコ MOVE LIVELY 大阪府
808 西川 聡美 ニシカワ サトミ 北海道
809 佐藤 真喜子 サトウ マキコ 山形県
810 五十嵐 リエ イガラシ リエ 宮城県
811 和田 千鶴 ワダ チヅル 北海道 
812 辻 宣子 ツジ ノブコ 大阪府
813 吉田 陽子 ヨシダ ヨウコ 北海道
814 水野 圭子 ミズノ ケイコ 大阪府
815 奥田 比佐 オクダ ヒサ 宮城県

女子3フライト部門
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
701 長嶋 由紀 ナガシマ ユキ 北海道 
702 菊池 志穂美 キクチ シホミ 埼玉県
703 飯村 祐子 イイムラ ユウコ 北海道 
704 吉田 美奈子 ヨシダ ミナコ 大阪府 
705 照井 清深 テルイ キヨミ 宮城県 
706 大山 祐子 オオヤマ ユウコ 茨城県
707 大和田 恵里奈 オオワダ エリナ 北海道 
708 本田 由喜子 ホンダ ユキコ 北海道 
709 御崎 美帆 ミサキ ミホ 大阪府
710 青木 知美 アオキ トモミ 神奈川県
711 山木 理恵 ヤマキ リエ MOVE LIVELY 大阪府
712 畑井 州子 ハタイ シュウコ 宮城県
713 高橋 かずみ タカハシ カズミ 北海道 
714 池永 雅美 イケナガ マサミ MOVE LIVELY 大阪府
715 山口 景子 ヤマグチ ケイコ 大阪府 
716 伊藤 晶子 イトウ ショウコ 神奈川県 
717 谷口 英子 タニグチ エイコ 大阪府 
718 沼田 千恵子 ヌマタ チエコ 北海道 
719 田中 久美 タナカ クミ JSAA 北海道 
720 村上 陽子 ムラカミ ヨウコ 福岡県 
721 安達 裕美 アダチ ヒロミ 宮城県
722 三本菅 早苗 サンボンスゲ サナエ 北海道 
723 佐野 昇子 サノ ショウコ 北海道 
724 岩崎 末佳子 イワサキ ミカコ 北海道 
725 小栗 睦子 オグリ ムツコ 北海道 
726 鈴木 一美 スズキ カズミ 宮城県 
727 戸田 麻利 トダ マリ 福岡県 
728 田中 範子 タナカ ノリコ A.C.HOKKAIDO 北海道
729 佐竹 智子 サタケ トモコ MOVE LIVELY 大阪府
730 久保田 早苗 クボタ サナエ 北海道
731 久慈 桂子 クジ ケイコ JSAA 北海道 
732 藤木 あや フジキ アヤ 北海道 

女子２フライト部門
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
501 村井 真里 ムライ マリ 北海道
502 佐伯 歩 サエキ アユミ 北海道 
503 山本 さと子 ヤマモト サトコ 北海道
504 保木 街子 ホキ マチコ 北海道 
505 杉村 昭恵 スギムラ アキエ JSAA 北海道 
506 中元 唯 ナカモト ユイ 福岡県 
507 鶴岡 ひとみ ツルオカ ヒトミ A.C.HOKKAIDO 北海道 

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 秦野 萌衣 ハタノ メイ 北海道
302 山本 千里 ヤマモト チサト 北海道 
303 佐藤 夏姫 サトウ ナツキ 山形県 
304 山本 朱里 ヤマモト アカリ 北海道 
305 樋浦 翔子 ヒウラ ショウコ 栃木県 
306 齋藤 亜美 サイトウ アミ 宮城県 
307 村上 優樹里 ムラカミ ユキリ 宮城県 



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 村上 明優里 ムラカミ アユリ 宮城県
202 竹元 理穂 タケモト リホ 福岡県
203 浦野 莉心 ウラノ リコ 福岡県
204 田村 芽生 タムラ メイ 北海道
205 千葉 琴絵 チバ コトエ 北海道
206 鈴木 智絵 スズキ トモエ 宮城県
207 伊地知 暖 イジチ ノン WAC 神奈川県 
208 小椋 萌花 オグラ モエカ A.C.HOKKAIDO 北海道 
209 金丸 佳可 カネマル ヨシカ くまとりA.G.C. 大阪府
210 金澤 優花 カナザワ ユウカ 北海道

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 野村 純子 ノムラ ジュンコ WAC 神奈川県 
102 西田 彩乃 ニシダ アヤノ 福岡県
103 中嶋 莉里 ナカジマ リリ HK エアロビクトリー 山形県 
104 富春 心 トミハル ココロ 広島県 
105 高林 歩実 タカバヤシ アユミ 神奈川県 
106 木村 一葉 キムラ カズハ 福岡県 
107 市村 美麗 イチムラ ミレイ 和歌山県 
108 遠藤 玲佳 エンドウ レイカ HK エアロビクトリー 山形県 
109 太田 蘭来 オオタ ララ A.C.HOKKAIDO 北海道 
110 斎藤 彩葉 サイトウ イロハ 北海道

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 井川 帆乃花 イガワ ホノカ A.C.HOKKAIDO 北海道 
2 樋口 永璃彩 ヒグチ エリサ 北海道 
3 安達 唯真 アダチ ユマ HK エアロビクトリー 山形県 
4 西村 華音 ニシムラ カノン A.C.HOKKAIDO 北海道 
5 倉内 美雨 クラウチ ミウ A.C.HOKKAIDO 北海道
6 市川 幸永 イチカワ サエ HK エアロビクトリー 山形県

以上


