
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。

電話 03-5796-7521 / FAX 03-5796-7527

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 鍔本 菜々子 ツバモト ナナコ AE刈谷 愛知県

2 井上 愛莉 イノウエ アイリ くまとりA.G.C. 大阪府 

3 寺門 花胡 テラカド ハナコ AE刈谷 愛知県

4 蟹江 雅 カニエ ミヤビ AE刈谷 愛知県 

5 遠藤 湖々 エンドウ ココ 神奈川県 

6 小澤 愛弥 オザワ アヤ 静岡県 

7 渡辺 知夏 ワタナベ チナツ AE刈谷 愛知県 

8 桐木 心望 キリキ ココミ AE刈谷 愛知県 

9 原田 綺花 ハラダ アヤカ FLAT BACK 岐阜県 

10 古山 奏 フルヤマ カナデ FLAT BACK 岐阜県 

11 野々山 芽依 ノノヤマ メイ AE刈谷 愛知県 

12 黒済 楓香 クロズミ フウカ 静岡県 

13 時田 知歩 トキタ チホ AE刈谷 愛知県 

14 岡田 朋樹 オカダ トモキ 静岡県 

15 藤井 渚瑠 フジイ ナル AE刈谷 愛知県

16 長與 春花 ナガヨ ハルカ 神奈川県

17 戸塚 夢那 トツカ ユナ 静岡県 

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

101 深谷 莉子 フカヤ リコ FLAT BACK 岐阜県 

102 黒田 七菜 クロダ ナナ AE刈谷 愛知県 

103 山本 彩由奈 ヤマモト アユナ FLAT BACK 岐阜県

104 蟹江 樹里 カニエ ジュリ AE刈谷 愛知県

105 丸山 順子 マルヤマ ジュンコ くまとりA.G.C. 大阪府 

106 高柳 光希 タカヤナギ ミツキ AE刈谷 愛知県 

107 井口 実紀 イグチ ミキ 静岡県 

108 井口 幸紀 イグチ サキ 静岡県 

109 安松 ひなた ヤスマツ ヒナタ 静岡県 

110 鬼頭 美帆 キトウ ミホ AE刈谷 愛知県 

111 仙野 七海 センノ ナナミ FLAT BACK 岐阜県 

112 黒木 葉奈 クロキ ハナ 静岡県 

113 清水 夕姫 シミズ ユウキ 山梨県 

114 高林 歩実 タカバヤシ アユミ 神奈川県 

115 高柳 汐里 タカヤナギ シオリ AE刈谷 愛知県 

116 野崎 桃花 ノザキ モモカ 神奈川県 

117 長與 夕夏 ナガヨ ユウカ 神奈川県 

118 茅野 莉絵 チノ リエ A.C. KURASHIKI 長野県 

119 金丸 佳可 カネマル ヨシカ くまとりA.G.C. 大阪府 

120 岸邊 茉央 キシベ マヒロ 神奈川県 

121 植松 桃萌子 ウエマツ モモコ 静岡県

122 山本 菜月 ヤマモト ナツキ くまとりA.G.C. 大阪府 

スポーツエアロビック2015静岡オープン　

日時：2015年6月6日(土)開催

会場:エコパアリーナ　サブアリーナ(静岡県袋井市)

大会リーダー:吉山喜代美/丹憲一　２名

小学校４年生以下フライト部門

小学校５・６年生フライト部門



123 中村 千織 ナカムラ チオリ A.C. KURASHIKI 長野県 

124 藤谷 璃水 フジタニ リミ AE刈谷 愛知県 

125 山裾 愛華 ヤマスソ マナカ Studio 山本塾 静岡県 

126 西田 理子 ニシダ リコ くまとりA.G.C. 大阪府 

127 北川 桃花 キタガワ モモカ 三重県 

128 川真田 蒼一郎 カワマタ ソウイチロウ 大阪府 

129 石田 暖 イシダ ノン くまとりA.G.C. 大阪府 

130 遠藤 音々 エンドウ ネネ 神奈川県

131 原 茉凜 ハラ マリン FLAT BACK 岐阜県 

132 井上 優里和 イノウエ ユリナ くまとりA.G.C. 大阪府 

133 杉井 美空 スギイ ミソラ 静岡県

134 岡田 音々 オカダ ネネ 三重県 

135 宇留賀 蓮華 ウルガ レンカ A.C. KURASHIKI 長野県 

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

201 尾崎 菜央 オザキ ナオ AE刈谷 愛知県

202 仲田 晏花寧 ナカダ アカネ 静岡県

203 木戸 杏南 キド アンナ 静岡県

204 兼子 紗英 カネコ サエ 静岡県

205 大野 瑠菜 オオノ ルナ 神奈川県

206 青柳 依莉 アオヤギ エリ A.C. KURASHIKI 長野県

207 高久 希 タカク ノゾミ 神奈川県

208 中村 杏奈 ナカムラ アンナ 神奈川県

209 坂野 弘 サカノ ヒロ 青山社中 静岡県

210 鈴木 愛梨 スズキ アイリ 静岡県

211 仲田 穂乃華 ナカダ ホノカ 静岡県

212 藤谷 瑠菜 フジタニ ルナ AE刈谷 愛知県

213 鈴木 清香 スズキ サヤカ FLAT BACK 静岡県

214 山本 凜 ヤマモト リン 静岡県

215 杉村 夏音 スギムラ ナツネ 静岡県

216 谷口 琴音 タニグチ コトネ ADVANCE 4 滋賀県

217 高野 頌子 タカノ ショウコ AE刈谷 愛知県

218 鈴木 穂乃香 スズキ ホノカ 静岡県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

401 田中 雪菜 タナカ ユキナ 静岡県 

402 山本 愛 ヤマモト アイ A.C. KURASHIKI 長野県 

403 熊澤 舞衣 クマザワ マウイ FLAT BACK 岐阜県 

404 中原 紗也加 ナカハラ サヤカ 静岡県 

405 中村 芹夏 ナカムラ セリカ A.C. KURASHIKI 長野県 

406 中村 萌名 ナカムラ モナ 神奈川県 

407 清水 朝妃 シミズ アサヒ 山梨県 

408 山崎 つづみ ヤマザキ ツヅミ 神奈川県 

409 熊澤 萌里 クマザワ モエリ FLAT BACK 岐阜県 

410 大門 茜 ダイモン アカネ 神奈川県 

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

501 村本 由美子 ムラモト ユミコ 東京都 

502 黒川 陽子 クロカワ ヨウコ ADVANCE 4 滋賀県 

503 山田 佳世 ヤマダ カヨ 愛知県 

504 太田 敬子 オオタ ヨシコ FLAT BACK 愛知県

505 村重 麻由子 ムラシゲ マユコ 広島県 

中学生フライト部門

女子１フライト部門

女子２フライト部門



506 中島 未貴 ナカシマ ミキ 石川県 

507 背戸川 佳奈 セトガワ カナ FLASH 石川県 

508 谷口 亜里 タニグチ アリ ADVANCE 4 京都府

509 松岡 朋子 マツオカ トモコ 愛知県 

510 慶田 成美 ケイダ ナルミ 愛知県 

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

301 辻本 宴可 ツジモト ヨシカ 埼玉県 

302 生駒 延子 イコマ ノブコ 大阪府 

303 小野 浩子 オノ ヒロコ 東京都

304 蓬田 広子 ヨモギダ ヒロコ 宮城県 

305 川名部 弘江 カワナベ ヒロエ 愛知県 

306 新保 知子 シンボ トモコ FLASH 石川県 

307 鈴木 一美 スズキ カズミ 宮城県 

308 奥村 和加 オクムラ ワカ ADVANCE 4 三重県 

309 鈴木 祐子 スズキ ユウコ 東京都 

310 中村 浩子 ナカムラ ヒロコ FLASH 三重県 

311 菅野 志保 スガノ シホ 岡山県 

312 岩崎 末佳子 イワサキ ミカコ 北海道 

313 田上 友香理 タガミ ユカリ ADVANCE 4 京都府 

314 溝江 有香 ミゾエ アリカ 東京都 

315 安藤 陽子 アンドウ ヨウコ MOVE LIVELY 大阪府

316 堀木 好 ホリキ コノミ 三重県 

317 田中 清子 タナカ キヨコ 石川県

318 福村 吉利子 フクムラ キリコ FLASH 石川県

319 畑井 州子 ハタイ シュウコ 宮城県 

320 住吉 法子 スミヨシ ノリコ ADVANCE 4 滋賀県 

321 松田 百合子 マツダ ユリコ FLASH 石川県

322 奥作 かおり オクサク カオリ 兵庫県 

323 白石 里香子 シライシ リカコ 山梨県 

324 中山 慶子 ナカヤマ ケイコ FLASH 石川県 

325 山口 瑞江 ヤマグチ ミヅエ FLAT BACK 岐阜県 

326 清水 尚子 シミズ ショウコ 東京都 

327 高橋 哉子 タカハシ カナコ 埼玉県 

328 須川 明子 スガワ アキコ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 東京都 

329 曾我部 真樹 ソガベ マキ 石川県

330 池成 ひとみ イケナリ ヒトミ ADVANCE 4 京都府 

331 久保田 博子 クボタ ヒロコ 兵庫県

332 瀬尾 真美子 セオ マミコ 広島県

333 加々美 安代 カガミ ヤスヨ 山梨県 

334 柴田 美樹 シバタ ミキ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県 

335 荻野 富美子 オギノ フミコ 愛知県 

336 岡 和恵 オカ カズエ 千葉県 

337 滝田 奈生 タキタ ナオ 埼玉県

338 沼田 千恵子 ヌマタ チエコ 北海道 

339 中野 ひとみ ナカノ ヒトミ 神奈川県 

340 森田 郁子 モリタ イクコ 石川県 

341 伊藤 晶子 イトウ ショウコ 神奈川県 

342 御崎 美帆 ミサキ ミホ 大阪府 

343 武田 博美 タケダ ヒロミ 兵庫県 

344 塚越 麻子 ツカゴシ アサコ 石川県 

345 井上 明美 イノウエ アケミ FLAT BACK 三重県 

346 鈴木 美奈子 スズキ ミナコ 静岡県

347 岸谷 佳代 キシタニ カヨ 東京都 

女子３フライト部門



348 桑名 知美 クワナ トモミ 愛知県 

349 高野 智子 タカノ トモコ 愛知県 

350 千葉 かおり チバ カオリ 宮城県 

351 吉田 美奈子 ヨシダ ミナコ 大阪府 

352 大川 理恵 オオカワ リエ 東京都 

353 三好 郁代 ミヨシ イクヨ BREEZE 香川県 

354 青木 知美 アオキ トモミ 神奈川県 

355 嶋田 佳枝 シマダ ヨシエ 石川県 

356 中田 由美 ナカダ ユミ 石川県

357 川崎 聡子 カワサキ サトコ FLASH 石川県 

358 石田 悦子 イシダ　エツコ

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 浦上 憲一 ウラカミ ケンイチ 岡山県

2 黒田 宇 クロダ カナタ 東京都

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

601 佐竹 裕幸 サタケ ヒロユキ 愛知県 

602 桑野 俊夫 クワノ トシオ 大阪府 

603 堺 忍 サカイ シノブ 石川県 

604 中田 光則 ナカダ ミツノリ 石川県 

605 岡 清司 オカ キヨシ 千葉県 

606 中山 武俊 ナカヤマ タケトシ 石川県

607 芦立 秀朗 アシタテ ヒデアキ ADVANCE 4 京都府 

608 田上 久仁夫 タガミ クニオ Studio 山本塾 愛知県 

609 宮城 康次 ミヤギ ヤスジ 石川県

610 亀原 敏信 カメハラ トシノブ 大阪府 

611 菅井 康人 スガイ ヤスヒト 神奈川県 

612 加藤 剛 カトウ ツヨシ 東京都 

613 根本 大作 ネモト ダイサク 東京都

614 飯田 紀久夫 イイダ キクオ 愛知県 

615 池元 崇 イケモト タカシ ADVANCE 4 滋賀県 

616 木村 浩之 キムラ ヒロユキ JSAA 北海道

617 森口 寛之 モリグチ ヒロユキ ADVANCE 4 滋賀県 

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

701 大西 龍幸 オオニシ タツユキ 兵庫県 

702 栗山 淳 クリヤマ アツシ 石川県 

703 浦島 俊高 ウラシマ トシタカ FLASH 福井県

704 石野 昭宏 イシノ アキヒロ 神奈川県 

705 田丸 利広 タマル トシヒロ 福岡県 

706 高田 雅之 タカタ マサユキ 広島県 

707 高村 智通 タカムラ トモミチ FLASH 福井県

708 和泉 義夫 イズミ ヨシオ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 東京都 

709 田原 昭彦 タバラ アキヒコ BREEZE 岡山県

710 柴 昌彦 シバ マサヒコ 青山社中 静岡県

711 秋葉 泰弘 アキバ ヤスヒロ 神奈川県 

712 戸田 賢之 トダ カタシ 岡山県 

713 河本 和行 カワモト カズユキ 神奈川県 

714 渡辺 靖 ワタナベ ヤスシ 千葉県

715 澤田 史朗 サワダ シロウ 東京都 

716 勝呂 高博 スグロ タカヒロ 静岡県 

男子１フライト部門

男子２フライト部門

男子マスターズフライト部門



717 斉藤 美治 サイトウ ヨシハル 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県

718 田中 嘉一 タナカ ヨシカズ FLAT BACK 愛知県 

719 松本 安弘 マツモト ヤスヒロ FLASH 富山県

720 長谷川 実幸 ハセガワ ミユキ 愛知県 

721 高瀬 薫 タカセ カオル ADVANCE 4 滋賀県 

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

801 辻 宣子 ツジ ノブコ 大阪府 

802 的場 美佐子 マトバ ミサコ 石川県 

803 酒田 優子 サカタ ユウコ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県

804 豊芦 智惠 トヨアシ チエ MOVE LIVELY 大阪府

805 竹田 千賀代 タケダ チカヨ FLASH 石川県 

806 常盤 智子 トキワ トモコ  福岡県

807 古澤 由紀枝 フルサワ ユキエ 石川県

808 柿沼 佳子 カキヌマ ケイコ 東京都 

809 森田 昌子 モリタ マサコ 広島県 

810 田中 しげ美 タナカ シゲミ MOVE LIVELY 大阪府

811 藤本 千佳子 フジモト チカコ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県

812 赤坂 佳代子 アカサカ カヨコ 大阪府

813 小野 ひろみ オノ ヒロミ 埼玉県

814 藁科 佐代子 ワラシナ サヨコ 静岡県 

815 築山 明美 ツキヤマ アケミ 埼玉県

816 石野 淑恵 イシノ トシエ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県 

817 越野 育美 コシノ イクミ 石川県 

818 山本 裕子 ヤマモト ユウコ MOVE LIVELY 兵庫県 

819 田原 真弓 タハラ マユミ MOVE LIVELY 大阪府 

820 堺 美紀 サカイ ミキ 石川県 

821 鈴木 美すず スズキ ミスズ 北海道 

822 小池 貴子 コイケ タカコ 愛知県 

823 長谷川 智子 ハセガワ トモコ 愛知県

824 坂下 千寿子 サカシタ チズコ 愛知県 

825 岸田 波香 キシダ ナミカ 神奈川県 

826 崎山 睦美 サキヤマ ムツミ 京都府 

827 半井 典子 ナカライ ノリコ FLASH 石川県 

828 西森 千代 ニシモリ チヨ 大阪府 

829 竹内 やす子 タケウチ ヤスコ 大阪府 

830 福本 裕子 フクモト ユウコ FLASH 石川県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

901 山田 まさ子 ヤマダ マサコ 東京都

902 橋本 良江 ハシモト ヨシエ 三重県 

903 河本 尋子 カワモト ヒロコ A.C. KURASHIKI 岡山県 

904 中村 哉恵 ナカムラ カナエ FLASH 石川県 

女子マスターズ１フライト部門

女子マスターズ２フライト部門



905 山口 節子 ヤマグチ セツコ FLAT BACK 岐阜県 

906 大塚 晴美 オオツカ ハルミ 千葉県 

907 辻 康子 ツジ ヤスコ FLASH 石川県 

908 中西 弘美 ナカニシ ヒロミ FLASH 石川県

909 中林 かおる ナカバヤシ カオル 神奈川県 

910 森田 里江 モリタ サトエ 兵庫県 

911 四十万 裕子 シジマ ユウコ FLASH 石川県 

912 森本 裕子 モリモト ユウコ 岐阜県 

913 丹所 美恵子 タンショ ミエコ FLAT BACK 岐阜県 

914 吉本 顕代 ヨシモト アキヨ FLASH 石川県

915 長崎 ひとみ ナガサキ ヒトミ FLAT BACK 愛知県 

916 由井 清美 ユイ キヨミ 広島県 

917 金子 早苗 カネコ サナエ FLAT BACK 岐阜県 

918 葛西 広美 カサイ ヒロミ 神奈川県

919 水野 美智子 ミズノ ミチコ 愛知県 

920 賀茂 尚江 ガモ ナオエ 三重県 

921 及川 容雅子 オイカワ ユカコ 青山社中 静岡県

922 内山 はるみ ウチヤマ ハルミ FLAT BACK 岐阜県 

923 中島 加恵子 ナカジマ カエコ 大阪府 

924 大下 恵美奈 オオシタ エミナ 東京都 

925 坂本 典子 サカモト ノリコ 埼玉県 

926 林 佳子 ハヤシ ケイコ FLASH 石川県 

927 利田 智代 リタ トモヨ 富山県 

928 黒田 富士子 クロダ フジコ 大阪府 

929 田中 景子 タナカ ケイコ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 神奈川県 

930 興梠 洋子 コウロギ ヨウコ 三重県 

931 北山 純子 キタヤマ ジュンコ FLASH 石川県

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 高久 希 タカク ノゾミ 神奈川県

Div.３シングル部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 中村 浩子 ナカムラ ヒロコ FLASH 三重県

2 赤沢 咲子 アカザワ サキコ スポーツネットワークＳＡＭ 長野県

3 笹生 万里子 サソウ マリコ 千葉県

4 大下 恵美奈 オオシタ エミナ 東京都

5 中山 慶子 ナカヤマ ケイコ FLASH 石川県

6 堀木 好 ホリキ コノミ 三重県

7 谷尾 和恵 タニオ カズエ 東京都

8 内山 はるみ ウチヤマ ハルミ FLAT BACK 岐阜県

9 及川 容雅子 オイカワ ユカコ 青山社中 静岡県

10 松本 智子 マツモト トモコ 東京都

11 沼田 千恵子 ヌマタ チエコ 北海道

12 柴 昌彦 シバ マサヒコ 青山社中 静岡県

13 坂下 千寿子 サカシタ チズコ 愛知県

Div.２シングル部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

1 谷口 亜里 タニグチ アリ ADVANCE 4 京都府 

2 井上 明美 イノウエ アケミ FLAT BACK 三重県

3 千葉 かおり チバ カオリ 宮城県

以上

ジュニア・ユースチーム部門


