
演技順 ゼッケン 代表大会 登録クラブ 氏名 部門 パネル 演技順 ゼッケン 代表大会 登録クラブ 氏名 部門 パネル

小澤 ひな子 オザワ ヒナコ OSKスポーツクラブ 難波 さな ナンバ サナ

甲斐 愛梨 カイ アイリ OSKスポーツクラブ 高橋 綴木 タカハシ ツヅキ

関 亜咲 セキ アサキ OSKスポーツクラブ 木口 りおな キグチ リオナ 

2 1 - OKJエアロビックファミリー 嶌田 隼太 シマダ シュンタ ユース１男子シングル B 24 6 - S K J 萩本 祥陽 ハギモト ショウヨウ ユース２男子シングル B

AE刈谷 黒田 七菜 クロダ ナナ Team OHMURA 川畑 結愛 カワバタ ユイ

AE刈谷 嶺木 愛里 ミネキ アイリ Team OHMURA 川畑 光佳流 カワバタ ヒカル 

FLAT BACK 古山 奏 フルヤマ カナデ 奈須 彩花 ナス サイカ 

4 2 - 石橋 聡汰 イシバシ ソウタ ユース１男子シングル B BREEZE 江尻 麻尋 エジリ マヒロ

BREEZE 水川 綾乃 ミズカワ アヤノ BREEZE 菊池 桃子 キクチ モモコ

BREEZE 水元 優来 ミズモト ユラ BREEZE 新谷 彩華 シンタニ アヤカ

BREEZE 新谷 遙華 シンタニ ハルカ BREEZE 多田 奏音 タダ カノン

6 3 - OSKスポーツクラブ 吉本 悠太郎 ヨシモト ユウタロウ ユース１男子シングル B BREEZE 山根 真春 ヤマネ マハル

くまとりA.G.C. 小浦 麻莉亜 コウラ マリア エアロビックアスリートチーム ジムナ 清村 菜々美 シムラ ナナミ

くまとりA.G.C. 佐阪 真那 ササカ チナ エアロビックアスリートチーム ジムナ 岡崎 恋遥 オカザキ レンカ 

くまとりA.G.C. 田中 美有 タナカ ミウ エアロビックアスリートチーム ジムナ 白石 実生 シロイシ ミウ 

8 4 - A.C. KURASHIKI 埋見 悠真 ウズミ ユウマ ユース１男子シングル B AE刈谷 鬼頭 美帆 キトウ ミホ

OSKスポーツクラブ 川上 葉留咲 カワカミ ハルサ AE刈谷 高柳 汐里 タカヤナギ シオリ

OSKスポーツクラブ 間野 萌花 マノ モエカ AE刈谷 高柳 光希 タカヤナギ ミツキ

OSKスポーツクラブ 伊久 爾子 コレヒサ ニコ AE刈谷 中森 彩音 ナカモリ アヤネ

10 5 - エムズリンク神奈川 今村 一歩 イマムラ イッポ ユース１男子シングル B AE刈谷 藤谷 璃水 フジタニ リミ

WAC 野村 純子 ノムラ ジュンコ 小坂 佐織 コサカ サオリ

WAC 藤園 瑠海 フジゾノ ルカ 島 椿空  シマ チヒロ 

WAC 高橋 ちひろ タカハシ チヒロ 小野寺 結宇 オノデラ ユウ 

12 6 - 松尾 駿 マツオ シュン ユース１男子シングル B OSKスポーツクラブ 岡本 麻央 オカモト マオ

AE刈谷 渡辺 知夏 ワタナベ チナツ OSKスポーツクラブ 海原 百花 カイハラ モモカ

AE刈谷 藤井 渚瑠 フジイ ナル OSKスポーツクラブ 齊藤 蓮 サイトウ レン

AE刈谷 鍔本 菜々子 ツバモト ナナコ OSKスポーツクラブ 安井 真美 ヤスイ マミ

14 1 - 青山社中 青山 歩樹 アオヤマ イブキ ユース２男子シングル B OSKスポーツクラブ 山元 里桜 ヤマモト リオ

BREEZE 小林 優良 コバヤシ ユラ OSKスポーツクラブ 惣市 華 ソウイチ ハナ

BREEZE 沖津 咲妃 オキツ サキ OSKスポーツクラブ 釜田 芽依 カマダ メイ 

BREEZE 藤原 歩生 フジワラ アイ OSKスポーツクラブ 木下 美咲 キノシタ ミサキ 

16 2 - エアロビックアスリートチーム ジムナ 河合 翔 カワイ ショウ ユース２男子シングル B くまとりA.G.C. 井上 明音 イノウエ ハルネ

OSKスポーツクラブ 惣市 はるか ソウイチ ハルカ くまとりA.G.C. 井上 優里和 イノウエ ユリナ

OSKスポーツクラブ 加藤 育子 カトウ ナルミ くまとりA.G.C. 石田 暖 イシダ ノン

OSKスポーツクラブ 西ノ薗 まひろ ニシノソノ マヒロ くまとりA.G.C. 丸山 順子 マルヤマ ジュンコ

18 3 - 殿下 拓海 トノシタ タクミ ユース２男子シングル B くまとりA.G.C. 山本 菜月 ヤマモト ナツキ

AE刈谷 時田 真歩 トキタ マホ AE刈谷 蟹江 樹里 カニエ ジュリ

AE刈谷 高橋 采里 タカハシ サリ AE刈谷 寺門 花胡 テラカド ハナコ 

AE刈谷 正木 愛華 マサキ マナカ AE刈谷 野々山 芽依 ノノヤマ メイ 

20 4 - HSエアロビックダンス 生嶋 浩 ショウジマ コウ ユース２男子シングル B S K J 大島 瑞姫 オオシマ ミズキ

眞岡 優美 マオカ ナツミ S K J 金子 実楓 カネコ ミフ

吉田 愛佳 ヨシダ アイカ S K J 川路 莉奈 カワジ リナ

今井 咲月 イマイ サツキ S K J 田中 柚稀 タナカ ユズキ

22 5 - 濱野 優一 ハマノ ユウイチ ユース２男子シングル B S K J 矢羽々 朱梨 ヤハバ アカリ

「第11回JOCジュニアオリンピックカップ全国エアロビック選手権大会 in 袋井 2016」

出場選手一覧①

34 1 - ユース２グループ B21 11 埼玉 ジュニアトリオ A

4 - ユース１グループ B

33 17 埼玉 ジュニアトリオ A

32

3 - ユース１グループ B

31 16 鳥取 ジュニアトリオ A

30

2 - ユース１グループ B

29 15 宮城 ジュニアトリオ A

28

1 - ユース１グループ B

27 14 埼玉 ジュニアトリオ A

26

12 静岡 ジュニアトリオ A

25 13 鳥取 ジュニアトリオ A

23

17 9 鳥取 ジュニアトリオ A

19 10 和歌山 ジュニアトリオ A

13 7 静岡 ジュニアトリオ A

15 8 福岡 ジュニアトリオ A

9 5 静岡 ジュニアトリオ A

11 6 南東京 ジュニアトリオ A

5 3 福岡 ジュニアトリオ A

7 4 北海道 ジュニアトリオ A

1 1 南東京 ジュニアトリオ A

3 2 宮城 ジュニアトリオ A
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Free Throwエアロビッククラブ 松井 愛香 マツイ マナカ 66 14 北海道 梶原 遥 カジワラ ハルカ ユース１女子シングル A

Free Throwエアロビッククラブ 吉田 雛子 ヨシダ ヒナコ 67 14 鳥取 くまとりA.G.C. 南 涼香 ミナミ スズカ ユース２女子シングル B

Free Throwエアロビッククラブ 河野 莉娃 カワノ リア 68 15 宮城 A.G.T. グリーンHOP 中村 友紀 ナカムラ ユキ ユース１女子シングル A

エアロビックアスリートチーム ジムナ 河合 翔 カワイ ショウ 69 15 和歌山 OSKスポーツクラブ 守田 栞捺 モリタ カンナ ユース２女子シングル B

エアロビックアスリートチーム ジムナ 岡野 友香 オカノ ユカ 70 16 宮城 A.G.T. グリーンHOP 星野 楓 ホシノ カエデ ユース１女子シングル A

エアロビックアスリートチーム ジムナ 澁谷 美月 シブヤ ミヅキ 71 16 埼玉 S K J 金子 実楓 カネコ ミフ ユース２女子シングル B

エアロビックアスリートチーム ジムナ 浜田 陽菜 ハマダ ヒナ 72 17 福岡 スポーツスタジオS.D.E. CITY 下村 快夏 シモムラ カイカ  ユース１女子シングル A

エアロビックアスリートチーム ジムナ 増田 りさこ マスダ リサコ 73 17 南東京 エアロビックアスリートチーム ジムナ 増田 りさこ マスダ リサコ ユース２女子シングル B

くまとりA.G.C. 義元 千春 ヨシモト チハル 74 18 和歌山 OSKスポーツクラブ 安井 真美 ヤスイ マミ ユース１女子シングル A

くまとりA.G.C. 長谷川 由依 ハセガワ ユイ 75 18 和歌山 OSKスポーツクラブ 徳田 日南 トクダ ヒナミ ユース２女子シングル B

くまとりA.G.C. 向井 檎奈 ムカイ コナ 76 19 南東京 S K J 大坂 光 オオサカ ヒカリ ユース１女子シングル A

A.G.T. グリーンHOP 小池 美月 コイケ ミヅキ 77 19 南東京 大門 茜 ダイモン アカネ ユース２女子シングル B

A.G.T. グリーンHOP 戸村 花 トムラ ハナ 78 20 北海道 鹿野 結月 シカノ ユヅキ ユース１女子シングル A

A.G.T. グリーンHOP 佐伯 恭佳 サエキ キョウカ 79 20 宮城 エアロビックアスリートチーム ジムナ 澁谷 美月 シブヤ ミヅキ ユース２女子シングル B

OSKスポーツクラブ 湯浅 歩乃実 ユアサ ホノミ 80 21 北海道 くまとりA.G.C. 中川 未由希 ナカガワ ミユキ ユース１女子シングル A

OSKスポーツクラブ 塩飽 菜々花 シワク ナナハ 81 21 福岡 スポーツスタジオS.D.E. CITY 下村 朱璃 シモムラ シュリ ユース２女子シングル B

OSKスポーツクラブ 真鍋 明好 マナベ メイ 82 22 和歌山 OSKスポーツクラブ 櫻間 ゆい サクラマ ユイ ユース１女子シングル A

83 22 埼玉 S K J 大島 瑞姫 オオシマ ミズキ ユース２女子シングル B

40 1 埼玉 A.G.T. グリーンHOP 栗原 結衣 クリハラ ユイ ユース１女子シングル A 84 23 宮城 エアロビックアスリートチーム ジムナ 宮島 果音 ミヤジマ カノン ユース１女子シングル A

41 1 宮城 石井 海晴 イシイ ミハル ユース２女子シングル B 85 23 北海道 くまとりA.G.C. 東 真衣 ヒガシ マイ ユース２女子シングル B

42 2 南東京 OSKスポーツクラブ 山元 里桜 ヤマモト リオ ユース１女子シングル A 86 24 南東京 AE刈谷 高柳 汐里 タカヤナギ シオリ ユース１女子シングル A

43 2 北海道 HK エアロビクトリー 鈴木 真奈 スズキ マナ ユース２女子シングル B 87 24 埼玉 S K J 矢羽々 朱梨 ヤハバ アカリ ユース２女子シングル B

44 3 鳥取 AE刈谷 中森 彩音 ナカモリ アヤネ ユース１女子シングル A

45 3 宮城 エアロビックアスリートチーム ジムナ 浜田 陽菜 ハマダ ヒナ ユース２女子シングル B A.G.T. グリーンHOP 中川 千咲季 ナカガワ チサキ

46 4 鳥取 OSKスポーツクラブ 齊藤 蓮 サイトウ レン ユース１女子シングル A A.G.T. グリーンHOP 石原 菜月 イシハラ ナヅキ

47 4 福岡 竹元 理穂 タケモト リホ ユース２女子シングル B A.G.T. グリーンHOP 飛田 夏希 トビタ ナツキ

48 5 福岡 西田 彩乃 ニシダ アヤノ  ユース１女子シングル A AE刈谷 黒田 彩希 クロダ サキ

49 5 静岡 OSKスポーツクラブ 宮宗 萌 ミヤムネ モエ ユース２女子シングル B AE刈谷 野田 陽香 ノダ ハルカ 

50 6 埼玉 S K J 宗村 陽菜 ムネムラ ヒナ ユース１女子シングル A FLAT BACK 鈴木 清香 スズキ サヤカ 

51 6 北海道 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 鈴木 風菜 スズキ フウナ ユース２女子シングル B OSKスポーツクラブ 岡本 麻央 オカモト マオ

52 7 鳥取 OSKスポーツクラブ 中谷 祈粋 ナカタニ キサキ ユース１女子シングル A OSKスポーツクラブ 海原 百花 カイハラ モモカ 

53 7 静岡 エムズリンク神奈川 今村 菜子 イマムラ ナコ ユース２女子シングル B OSKスポーツクラブ 吉本 悠太郎 ヨシモト ユウタロウ 

54 8 福岡 安保 彩華 アンボ アヤカ ユース１女子シングル A S K J 金子 実楓 カネコ ミフ

55 8 静岡 S K J 川路 莉奈 カワジ リナ ユース２女子シングル B S K J 大島 瑞姫 オオシマ ミズキ 

56 9 静岡 OSKスポーツクラブ 海原 百花 カイハラ モモカ ユース１女子シングル A S K J 田中 柚稀 タナカ ユズキ 

57 9 鳥取 OSKスポーツクラブ 齊藤 栞 サイトウ シオリ ユース２女子シングル B くまとりA.G.C. 山本 菜月 ヤマモト ナツキ 

58 10 和歌山 A.C. KURASHIKI 上原 理李佳 ウエハラ リリカ ユース１女子シングル A くまとりA.G.C. 石田 暖 イシダ ノン

59 10 和歌山 FLAT BACK 鈴木 清香 スズキ サヤカ ユース２女子シングル B くまとりA.G.C. 井上 優里和 イノウエ ユリナ

60 11 埼玉 A.G.T. グリーンHOP 中川 千咲季 ナカガワ チサキ ユース１女子シングル A AE刈谷 高場 みゆう タカバ ミユウ

61 11 鳥取 OSKスポーツクラブ 福本 理絵 フクモト リエ ユース２女子シングル B AE刈谷 市岡 萌 イチオカ モエ 

62 12 静岡 S K J 橋爪 里於 ハシヅメ リオ ユース１女子シングル A AE刈谷 柘植 晶予 ツゲ アキヨ 

63 12 福岡 大野 瑠菜 オオノ ルナ ユース２女子シングル B

64 13 静岡 OSKスポーツクラブ 岡本 麻央 オカモト マオ ユース１女子シングル A

65 13 南東京 S K J 田中 柚稀 タナカ ユズキ ユース２女子シングル B

「第11回JOCジュニアオリンピックカップ全国エアロビック選手権大会 in 袋井 2016」

出場選手一覧②

93 3 宮城 ユース２トリオ B

91 2 埼玉 ユース２トリオ B

92 3 福岡 ユース１トリオ A

89 1 和歌山 ユース２トリオ B

90 2 静岡 ユース１トリオ A

休　憩

休　憩

88 1 宮城 ユース１トリオ A

38 20 南東京 ジュニアトリオ A

39 21 和歌山 ジュニアトリオ A

36 2 - ユース２グループ B

37 19 和歌山 ジュニアトリオ A

35 18 福岡 ジュニアトリオ A
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鹿野 結月 シカノ ユヅキ くまとりA.G.C. 東 祐衣 ヒガシ ユイ

梶原 遥 カジワラ ハルカ くまとりA.G.C. 小浦 絵美里 コウラ エミリ 

松尾 駿 マツオ シュン くまとりA.G.C. 中川 未由希 ナカガワ ミユキ 

エムズリンク神奈川 今村 菜子 イマムラ ナコ 大野 瑠菜 オオノ ルナ

湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 鈴木 風菜 スズキ フウナ 大門 茜 ダイモン アカネ

湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 上坂 万桜 ウエサカ マオ WAC 櫻井 美里 サクライ ミサト

A.G.T. グリーンHOP 星野 楓 ホシノ カエデ スポーツスタジオS.D.E. CITY 佐野 椎菜 サノ シイナ  

A.G.T. グリーンHOP 中村 友紀 ナカムラ ユキ スポーツスタジオS.D.E. CITY 下村 快夏 シモムラ カイカ

A.G.T. グリーンHOP 栗原 結衣 クリハラ ユイ Team OHMURA 川畑 愛花里 カワバタ アカリ

AE刈谷 平野 瑞季 ヒラノ ミズキ エアロビックアスリートチーム ジムナ 澁谷 美月 シブヤ ミヅキ

AE刈谷 高場 ゆな タカバ ユナ エアロビックアスリートチーム ジムナ 河合 翔 カワイ ショウ 

AE刈谷 高野 頌子 タカノ ショウコ エアロビックアスリートチーム ジムナ 増田 りさこ マスダ リサコ 

赤星 夏菜 アカホシ ナナ OSKスポーツクラブ 橋本 希海 ハシモト ノア

伊東 彩海 イトウ アヤミ OSKスポーツクラブ 青木 麻奈 アオキ マナ 

松尾 碧海 マツオ アミ OSKスポーツクラブ 加藤 嘉菜 カトウ ヒロナ 

くまとりA.G.C. 南 涼香 ミナミ スズカ S K J 大坂 光 オオサカ ヒカリ

くまとりA.G.C. 中島 梨々花 ナカシマ リリカ S K J 橋爪 里於 ハシヅメ リオ

くまとりA.G.C. 藤原 愛梨 フジハラ アイリ S K J 宗村 陽菜 ムネムラ ヒナ

OSKスポーツクラブ 齊藤 蓮 サイトウ レン くまとりA.G.C. 井上 明音 イノウエ ハルネ

OSKスポーツクラブ 安井 真美 ヤスイ マミ くまとりA.G.C. 木村 優希 キムラ ユキ 

OSKスポーツクラブ 中谷 祈粋 ナカタニ キサキ くまとりA.G.C. 長谷川 絢香 ハセガワ アヤカ 

HSエアロビックダンス 井手 亜希葉 イデ アキハ

HSエアロビックダンス 生嶋 浩 ショウジマ コウ 115 1 - Fine Max ふぁいん まっくす チーム A

Team OHMURA 井上 舞 イノウエ マイ 116 2 - エアロビックアスリートチームジムナ GCS じーしーえす チーム A

WAC 岡垣 心優 オカガキ ミユ 117 3 - 袋井フラッシュライト ふくろいふらっしゅらいと チーム A

WAC 尾崎 叶 オザキ カナウ 118 4 - Splash カーニバル すぷらっしゅ かーにばる チーム A

WAC 今泉 佳菜 イマイズミ カナ 119 5 - Bettys ベティーズ チーム A

OSKスポーツクラブ 福本 理絵 フクモト リエ 120 6 - どきどきわくわく☆トキメキ隊 どきどきわくわく ときめきたい チーム A

OSKスポーツクラブ 徳田 日南 トクダ ヒナミ 121 7 - AE刈谷 AE刈谷 えいいーかりや チーム A

OSKスポーツクラブ 守田 栞捺 モリタ カンナ 122 8 - AIR ARROW 7 えあー あろー せぶん チーム A

岡村 凜華 オカムラ リンカ 123 9 - FLAT BACK FLAT BACK Kids ふらっとばっく きっず チーム A

北川 蒼空 キタガワ ソラ 124 10 - A.C. KURASHIKI MOON & STARZ☆ むーんあんどすたーず チーム A

関 ほのか セキ ホノカ 125 11 - BREEZE BREEZE junior ブリーズ ジュニア チーム A

AE刈谷 尾崎 菜央 オザキ ナオ

AE刈谷 小倉 瑞稀 コグラ ミズキ 

AE刈谷 藤谷 瑠菜 フジタニ ルナ 

OSKスポーツクラブ 櫻間 ゆい サクラマ ユイ

OSKスポーツクラブ 武元 凜花 タケモト リンカ

OSKスポーツクラブ 山元 里桜 ヤマモト リオ

村上 優樹里 ムラカミ ユキリ

齋藤 亜美 サイトウ アミ 

丹野 悠莉 タンノ ユウリ 

休　憩

「第11回JOCジュニアオリンピックカップ全国エアロビック選手権大会 in 袋井 2016」

出場選手一覧③

113 14 埼玉 ユース１トリオ A

114 15 鳥取 ユース１トリオ A

111 12 南東京 ユース２トリオ B

112 13 静岡 ユース１トリオ A

109 11 福岡 ユース２トリオ B

110 12 福岡 ユース１トリオ A

101 7 福岡

107 10 宮城 ユース２トリオ B

108

ユース２トリオ B

102 8 南東京 ユース１トリオ A

99 6 和歌山 ユース２トリオ B

100 7 和歌山

103 8 鳥取 ユース２トリオ B

104 9 鳥取 ユース１トリオ A

105 9 静岡 ユース２トリオ B

106 10 和歌山 ユース１トリオ A

ユース１トリオ A

97 5 静岡 ユース２トリオ B

98 6 埼玉 ユース１トリオ A

95 4 南東京 ユース２トリオ B

96 5 宮城 ユース１トリオ A

94 4 北海道 ユース１トリオ A A11 北海道 ユース１トリオ


