
※大会は２パネルで進行します。

【ユースの部】

＜ユース１男子シングル部門＞ ＜ユース１女子シングル部門＞

No. 都道府県 氏名 登録クラブ No. 都道府県 氏名 登録クラブ

1 福岡県 小田 智希 Free Throwエアロビッククラブ 1 群馬県 橋爪 里於 S K J 

2 香川県 堀内 海星 A.C. KURASHIKI 2 千葉県 開田 夏帆 国府台エアロビッククラブ

3 富山県 平 啓吾 FLASH 3 埼玉県 金子 沙姫

4 茨城県 嶌田 隼太 OKJエアロビックファミリー 4 東京都 戸村 花 A.G.T. グリーンHOP

5 福岡県 松尾 駿 Team OHMURA 5 埼玉県 星野 麻衣 OKJエアロビックファミリー

6 福岡県 帆足 隼 6 神奈川県 植松 杏奈

7 静岡県 岡田 朋樹 7 神奈川県 山口 彩莉

8 岡山県 吉本 悠太郎 OSKスポーツクラブ 8 茨城県 岩崎 優羽

9 富山県 松原 玲夢 FLASH 9 東京都 中川 千咲季 A.G.T. グリーンHOP

10 群馬県 富岡 風人 10 茨城県 勅使河原 美怜

11 福岡県 石橋 聡汰 11 茨城県 松田 吉納

12 大阪府 川真田 蒼一郎 12 山梨県 清水 夕姫

13 神奈川県 今村 一歩 アステム湘南VIGOROUS 13 神奈川県 伊地知 暖 WAC

14 埼玉県 宇佐美 郁人 OKJエアロビックファミリー 14 新潟県 山口 藍

15 東京都 津田 優斗 OKJエアロビックファミリー 15 埼玉県 秋山 飛依

16 茨城県 板谷 光太郎 16 神奈川県 高林 歩実

17 東京都 吉本 勝太郎 OKJエアロビックファミリー 17 茨城県 有山 美憂

18 茨城県 櫻井 航 18 埼玉県 金尾 澪 OKJエアロビックファミリー

19 茨城県 本村 美紗希

＜ユース1トリオ部門＞ 20 神奈川県 盛田 海

No. 都道府県 氏名 登録クラブ 21 千葉県 泉 菜乃帆 国府台エアロビッククラブ

石原 菜月 A.G.T. グリーンHOP 22 埼玉県 渡邉 瑠々花

中川 千咲季 A.G.T. グリーンHOP 23 新潟県 青木 琴花

中村 友紀 A.G.T. グリーンHOP 24 千葉県 山本 夏妃

埼玉県 金子 沙姫 25 茨城県 山口 楓香

東京都 小池 美月 A.G.T. グリーンHOP 26 茨城県 酒井 優月

東京都 戸村 花 A.G.T. グリーンHOP 27 東京都 飛田 夏希 A.G.T. グリーンHOP

井上 明音 くまとりA.G.C. 28 茨城県 鈴木 里彩

井上 優里和 くまとりA.G.C. 29 茨城県 佐久間 星来 OKJエアロビックファミリー

山本 菜月 くまとりA.G.C. 30 茨城県 齊藤 琴弓

伊地知 暖 WAC 31 神奈川県 山口 萌子 アステム湘南VIGOROUS

尾崎 叶 WAC 32 山梨県 辻 杏樹

野村 純子 WAC 33 神奈川県 岸邊 茉央

岸邊 茉央 34 東京都 飛知和 愛 C.A.C. TOKYO

高林 歩実 35 茨城県 藤田 菜奈未

山口 彩莉 36 茨城県 篠塚 萌衣香

37 千葉県 加藤 愛子 国府台エアロビッククラブ

＜ユース２男子シングル部門＞ 38 神奈川県 野村 純子 WAC

No. 都道府県 氏名 登録クラブ 39 東京都 栗原 結衣 A.G.T. グリーンHOP

1 静岡県 但馬 佑規 青山社中 40 東京都 上斗米 彩花 OKJエアロビックファミリー

2 大阪府 殿下 拓海 41 東京都 中村 友紀 A.G.T. グリーンHOP

3 岡山県 埋見 悠真 A.C. KURASHIKI 42 東京都 松尾 碧海

4 佐賀県 生嶋 浩 HSエアロビックダンス 43 埼玉県 奥冨 歩乃佳 OKJエアロビックファミリー

5 東京都 濱野 優一 44 群馬県 澁谷 千夏 エアロビックアスリートチーム ジムナ

6 静岡県 青山 歩樹 青山社中 45 茨城県 川畑 珠笑

7 群馬県 萩本 祥陽 S K J 46 千葉県 白石 愛 国府台エアロビッククラブ

8 群馬県 河合 翔 エアロビックアスリートチーム ジムナ 47 埼玉県 小林 未佳 OKJエアロビックファミリー

48 東京都 石原 菜月 A.G.T. グリーンHOP

3 大阪府
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＜ユース２女子シングル部門＞ ＜シニア男子シングル部門＞

No. 都道府県 氏名 登録クラブ No. 都道府県 氏名 登録クラブ

1 千葉県 与口	 真優 国府台エアロビッククラブ 1 神奈川県 植松	 雄太

2 神奈川県 櫻井	 美里 WAC 2 千葉県 渡部	 茂至

3 埼玉県 松本	 萌花 3 千葉県 奥村	 尚

4 栃木県 樋浦	 翔子 4 東京都 丹	 憲一 C.A.C.	 TOKYO

5 東京都 日吉	 彩乃 C.A.C.	 TOKYO 5 群馬県 金井	 拓海 S	 K	 J	 

6 群馬県 矢羽々	 朱梨 S	 K	 J	 

7 神奈川県 北村	 さくら ＜シニア女子シングル部門＞

8 東京都 星野	 楓 A.G.T.	 グリーンHOP No. 都道府県 氏名 登録クラブ

9 群馬県 金子	 実楓 S	 K	 J	 1 千葉県 三好	 茜音

10 栃木県 篠原	 みなみ 2 群馬県 河野	 さゆり エアロビックアスリートチーム	 ジムナ

11 茨城県 諸岡	 育実 3 千葉県 川上	 聡子

12 千葉県 佐藤	 夢羽 国府台エアロビッククラブ 4 埼玉県 柳田	 綾里咲

13 群馬県 大坂	 光 S	 K	 J	 5 千葉県 中丸	 智美

14 新潟県 阿部	 李々子 6 東京都 清水	 あお葉

15 埼玉県 秋山	 夢翔 7 東京都 岡田	 沙織 MWM	 FF	 CLUB	 DENENCHOFU

16 埼玉県 渡邉	 菜々花 8 東京都 鶴田	 麗依奈 MWM	 FF	 CLUB	 DENENCHOFU

17 群馬県 宮島	 果音 エアロビックアスリートチーム	 ジムナ 9 埼玉県 向井	 千景 OKJエアロビックファミリー

18 茨城県 瀬畑	 知佳子 OKJエアロビックファミリー 10 神奈川県 大門	 茜

19 神奈川県 鈴木	 風菜 アステム湘南VIGOROUS 11 埼玉県 宮下	 瀬南

20 埼玉県 佐藤	 彩水 12 東京都 小山	 柚衣子 A.G.T.	 グリーンHOP

21 埼玉県 赤星	 夏菜 13 群馬県 小俣	 悠里 S	 K	 J	 

22 埼玉県 盛山	 愛香 14 群馬県 岡野	 友香 エアロビックアスリートチーム	 ジムナ

23 群馬県 山口	 莉奈 15 神奈川県 岸名	 あゆみ 玉川大学体育会エアロビックチーム

24 埼玉県 石井	 海晴 16 茨城県 高崎	 恵

25 群馬県 澁谷	 美月 エアロビックアスリートチーム	 ジムナ 17 千葉県 片桐	 あずさ

26 千葉県 大蔵	 遼奈 18 東京都 小山	 杏依子 A.G.T.	 グリーンHOP

27 神奈川県 今村	 菜子 アステム湘南VIGOROUS 19 神奈川県 荻原	 さくら

28 群馬県 増田	 りさこ エアロビックアスリートチーム	 ジムナ 20 山梨県 清水	 朝妃

29 神奈川県 大野	 瑠菜 21 新潟県 角谷	 美空

30 群馬県 川路	 莉奈 S	 K	 J	 22 群馬県 佐柄	 夏葉 S	 K	 J	 

23 東京都 加藤	 優花 OKJエアロビックファミリー

24 埼玉県 稲元	 由紀子

25 千葉県 大塚	 晴美

26 東京都 小島	 なつ子

27 神奈川県 西川	 ひかる アステム湘南VIGOROUS

28 東京都 上田	 真穂 アステム湘南VIGOROUS

29 東京都 晒名	 結奈 C.A.C.	 TOKYO

30 神奈川県 小松田	 葵 アステム湘南VIGOROUS

31 茨城県 押田	 夏海

※ユース１トリオ部門は、３地区（九州、中部、東日本）のみの開催の為、他地区の選手も出場します。

【シニアの部】


