
出場選手

ジュニアトリオ(〜10歳) ユース1グループ部門(11〜13歳)	 	 	 

山形県 井戸 愛弓 イド アユミ HK エアロビクトリー 大阪府 井上 優里和 イノウエ ユリナ くまとりA.G.C.

山形県 遠藤 夏那 エンドウ カナ HK エアロビクトリー 大阪府 金丸 佳可 カネマル ヨシカ くまとりA.G.C.

山形県 斉藤 愛梨 サイトウ アイリ HK エアロビクトリー 大阪府 木村 優希 キムラ ユキ くまとりA.G.C.

熊本県 池田 美玲 イケダ ミレイ Aero Step II 大阪府 丸山 順子 マルヤマ ジュンコ くまとりA.G.C.

熊本県 高田 舞 タカタ マイ Aero Step II 大阪府 山本 菜月 ヤマモト ナツキ くまとりA.G.C.

熊本県 福田 彩華 フクダ アヤカ Aero Step II 東京都 石原 菜月 イシハラ ナヅキ A.G.T. グリーンHOP

大阪府 小浦 麻莉亜 コウラ マリア くまとりA.G.C. 東京都 栗原 結衣 クリハラ ユイ A.G.T. グリーンHOP

大阪府 佐阪 真那 ササカ チナ くまとりA.G.C. 東京都 飛田 夏希 トビタ ナツキ A.G.T. グリーンHOP

大阪府 田中 美有 タナカ ミウ くまとりA.G.C. 東京都 中川 千咲季 ナカガワ チサキ A.G.T. グリーンHOP
神奈川県 木村 百花 キムラ モモカ 東京都 中村 友紀 ナカムラ ユキ A.G.T. グリーンHOP
神奈川県 山口 苺香 ヤマグチ イチカ 愛知県 鬼頭 美帆 キトウ ミホ AE刈谷
神奈川県 吉田 由佳 ヨシダ ユウカ 愛知県 黒田 七菜 クロダ ナナ AE刈谷

群馬県 岡崎 恋遥 オカザキ レンカ エアロビックアスリートチーム ジムナ 愛知県 高柳 汐里 タカヤナギ シオリ AE刈谷

群馬県 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 愛知県 高柳 光希 タカヤナギ ミツキ AE刈谷

群馬県 白石 実生 シロイシ ミウ エアロビックアスリートチーム ジムナ 愛知県 藤谷 璃水 フジタニ リミ AE刈谷

茨城県 田沼 香紅 タヌマ ココ 岡山県 岡本 麻央 オカモト マオ OSKスポーツクラブ

茨城県 沼尻 彩里 ヌマジリ アヤリ 岡山県 海原 百花 カイハラ モモカ OSKスポーツクラブ

茨城県 野村 愛莉 ノムラ アイリ 岡山県 齊藤 蓮 サイトウ レン OSKスポーツクラブ

山形県 安達 唯真 アダチ ユマ HK エアロビクトリー 岡山県 安井 真美 ヤスイ マミ OSKスポーツクラブ

山形県 市川 幸永 イチカワ サエ HK エアロビクトリー 岡山県 山元 里桜 ヤマモト リオ OSKスポーツクラブ

山形県 中嶋 莉里 ナカジマ リリ HK エアロビクトリー

神奈川県 小澤 ひな子 オザワ ヒナコ

神奈川県 吉田 愛佳 ヨシダ アイカ

静岡県 渡邊 愛梨 ワタナベ アイリ

福岡県 石松 知佳 イシマツ トモカ BAMBINA
岡山県 稲原 あおい イナハラ アオイ BREEZE
福岡県 片多 愛奈 カタダ アイナ BAMBINA
岡山県 木口 りおな キグチ リオナ OSKスポーツクラブ 愛知県 市岡 萌 イチオカ モエ AE刈谷

岡山県 眞鍋 明好 マナベ メイ OSKスポーツクラブ 愛知県 高野 頌子 タカノ ショウコ AE刈谷

岡山県 湯浅 歩乃実 ユアサ ホノミ OSKスポーツクラブ 愛知県 柘植 晶予 ツゲ アキヨ AE刈谷

愛知県 桐木 心望 キリキ ココミ AE刈谷 愛知県 中森 彩音 ナカモリ アヤネ AE刈谷

愛知県 知崎 百華 チザキ モモカ AE刈谷 愛知県 平野 瑞季 ヒラノ ミズキ AE刈谷

愛知県 時田 知歩 トキタ チホ AE刈谷

愛知県 蟹江 雅 カニエ ミヤビ AE刈谷

愛知県 鍔本 菜々子 ツバモト ナナコ AE刈谷

愛知県 時田 真歩 トキタ マホ AE刈谷
和歌山県 鈴木 菜友 スズキ ナユ
和歌山県 西岡 美音 ニシオカ ミオン
和歌山県 山本 美菜 ヤマモト ミナ
神奈川県 関 亜咲 セキ アサキ

神奈川県 中田 結菜 ナカダ ユイナ

神奈川県 眞岡 優美 マオカ ナツミ

岡山県 赤木 里緒 アカギ リオ OSKスポーツクラブ

岡山県 香川 心優 カガワ ミユ OSKスポーツクラブ

岡山県 吉本 千夏 ヨシモト チナツ OSKスポーツクラブ
東京都 尾崎 潮音 オザキ シオン A.G.T. グリーンHOP
東京都 児玉 悠月 コダマ ユズキ A.G.T. グリーンHOP
東京都 長谷川 花凛 ハセガワ カリン A.G.T. グリーンHOP
岡山県 釜田 芽依 カマダ メイ OSKスポーツクラブ

岡山県 惣市 華 ソウイチ ハナ OSKスポーツクラブ

岡山県 西ノ薗 まひろ ニシノソノ マヒロ OSKスポーツクラブ
福岡県 河野 莉娃 カワノ リア Free Throwエアロビッククラブ

福岡県 中川原 陽梨 ナカガワラ ヒヨリ Free Throwエアロビッククラブ

福岡県 宮﨑 彩心 ミヤザキ アコ Free Throwエアロビッククラブ

大阪府 井上 愛莉 イノウエ アイリ くまとりA.G.C.
大阪府 向井 檎奈 ムカイ コナ くまとりA.G.C.
大阪府 義元 千春 ヨシモト チハル くまとりA.G.C.
愛知県 大矢 彩乃 オオヤ アヤノ AE刈谷

愛知県 中井 琴海 ナカイ コトミ AE刈谷

愛知県 西口 花世 ニシグチ カヨ AE刈谷

神奈川県 金子 乃々佳 カネコ ノノカ WAC
神奈川県 藤園 瑠海 フジゾノ ルカ WAC
神奈川県 山本 美瑠 ヤマモト ミル WAC
岐阜県 原田 綺花 ハラダ アヤカ FLAT BACK
岐阜県 古山 奏 フルヤマ カナデ FLAT BACK
岐阜県 安江 満友菜 ヤスエ マユナ FLAT BACK
神奈川県 飯田 さら イイダ サラ

神奈川県 今井 咲月 イマイ サツキ

神奈川県 山本 幸音 ヤマモト ユキネ

フリガナ JAF登録クラブ
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ユース2グループ部門(14〜16歳)
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