
■審判団は2パネル、競技フロア使用なし。

ジュニア/ユース１/ユース２トリオ部門は代表者以外の氏名を5月25日(月)までに
JAF本部までご連絡ください。
電話 03-5796-7521 / FAX 03-5796-7527

シニア男子シングル部門
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
1 高橋 才明 タカハシ サイメイ 東京都 
2 秋山 靖彦 アキヤマ ヤスヒコ 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 千葉県
3 伊藤 誉人 イトウ タカト Studio 山本塾 愛知県
4 中野渡 快人 ナカノワタリ カイト 青森県
5 樹神 拓弥 コダマ タクヤ On Beats 愛知県
6 真田 英毅 サナダ ヒデキ ADVANCE 4 滋賀県

シニア女子シングル部門
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
1 市岡 茜 イチオカ アカネ AE刈谷 愛知県
2 田中 雪菜 タナカ ユキナ 静岡県
3 清 里香 セイ サトカ 青山社中 静岡県
4 佐藤 美紗妃 サトウ ミサキ AE刈谷 愛知県
5 小俣 悠里 オマタ ユウリ S K J 群馬県 
6 高野 莉子 タカノ リコ AE刈谷 愛知県
7 鈴木 美穂 スズキ ミホ Studio 山本塾 愛知県
8 山崎 つづみ ヤマザキ ツヅミ 神奈川県
9 森下 祐希 モリシタ ユキ 青山社中 静岡県
10 小嶋 真由 コジマ マユ Studio 山本塾 愛知県
11 佐柄 夏葉 サガラ カヨウ S K J 群馬県
12 松井 涼香 マツイ スズカ Studio 山本塾 愛知県
13 市川 陽菜 イチカワ ヒナ Studio 山本塾 愛知県
14 江本 そら エモト ソラ 青山社中 静岡県
15 赤堀 涼香 アカホリ スズカ スポーツネットワークＳＡＭ 長野県
16 今泉 沙也佳 イマイズミ サヤカ Studio 山本塾 愛知県

シニアトリオ部門　代表者以外の氏名を5月25日(月)までにJAF本部までご連絡ください。
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
1 佐藤 美紗妃 サトウ ミサキ AE刈谷 愛知県 

ユース２シングル部門
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
1 青柳 依莉 アオヤギ エリ A.C. KURASHIKI 長野県 
2 尾崎 菜央 オザキ ナオ AE刈谷 愛知県 
3 川路 莉奈 カワジ リナ S K J 群馬県 
4 藤谷 瑠菜 フジタニ ルナ AE刈谷 愛知県 
5 小倉 瑞稀 コグラ ミズキ AE刈谷 愛知県
6 鈴木 清香 スズキ サヤカ FLAT BACK 静岡県 
7 田中 柚稀 タナカ ユズキ S K J 群馬県 

スポーツエアロビック2015静岡オープン　

日時：2015年6月7日(日)開催

会場：エコパアリーナ　サブアリーナ(静岡県袋井市)

■受付時間を厳守すること。時間外の受付は致しません。



8 高野 頌子 タカノ ショウコ AE刈谷 愛知県 
9 鈴木 穂乃香 スズキ ホノカ 静岡県 
10 矢羽々 朱梨 ヤハバ アカリ S K J 群馬県 
11 熊澤 舞衣 クマザワ マウイ FLAT BACK 岐阜県
12 野畑 夏鈴メリーナ ノバタ カリンメリーナ Studio 山本塾 愛知県 
13 大門 茜 ダイモン アカネ 神奈川県 
14 但馬 佑規 タジマ ユウキ 青山社中 静岡県 
15 金子 実楓 カネコ ミフ S K J 群馬県 
16 平野 瑞季 ヒラノ ミズキ AE刈谷 愛知県 
17 大島 瑞姫 オオシマ ミズキ S K J 群馬県 
18 青山 歩樹 アオヤマ イブキ 青山社中 静岡県 
19 齊藤 栞 サイトウ シオリ OSKスポーツクラブ 岡山県
20 高場 ゆな タカバ ユナ AE刈谷 愛知県
21 櫻井 美里 サクライ ミサト WAC 神奈川県 
22 高杉 悠杏 タカスギ ユアン 青山社中 静岡県 
23 今村 菜子 イマムラ ナコ エムズリンク神奈川 神奈川県
24 道谷 龍 ドウタニ リュウ 富山県 
25 大野 瑠菜 オオノ ルナ 神奈川県
26 竹下 菜々 タケシタ ナナ Studio 山本塾 愛知県
27 宮宗 萌 ミヤムネ モエ OSKスポーツクラブ 岡山県 

ユース２トリオ部門　代表者以外の氏名を5月25日(月)までにJAF本部までご連絡ください。
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
1 尾崎 菜央 オザキ ナオ AE刈谷 愛知県 
2 矢羽々 朱梨 ヤハバ アカリ S K J 群馬県 
3 平野 瑞季 ヒラノ ミズキ AE刈谷 愛知県 
4 南 涼香 ミナミ スズカ くまとりA.G.C. 大阪府

ユース１シングル部門
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
1 山裾 愛華 ヤマスソ マナカ Studio 山本塾 静岡県
2 鈴木 愛梨 スズキ アイリ 静岡県 
3 坂野 弘 サカノ ヒロ 青山社中 静岡県 
4 岡本 麻央 オカモト マオ OSKスポーツクラブ 岡山県 
5 丸山 順子 マルヤマ ジュンコ くまとりA.G.C. 大阪府 
6 山本 彩由奈 ヤマモト アユナ FLAT BACK 岐阜県 
7 山本 菜月 ヤマモト ナツキ くまとりA.G.C. 大阪府 
8 深谷 莉子 フカヤ リコ FLAT BACK 岐阜県 
9 井口 実紀 イグチ ミキ 静岡県
10 井口 幸紀 イグチ サキ 静岡県 
11 中川 未由希 ナカガワ ミユキ くまとりA.G.C. 大阪府 
12 仙野 七海 センノ ナナミ FLAT BACK 岐阜県 
13 黒木 葉奈 クロキ ハナ 静岡県
14 岸邊 茉央 キシベ マヒロ 神奈川県 
15 井上 優里和 イノウエ ユリナ くまとりA.G.C. 大阪府
16 栗原 結衣 クリハラ ユイ A.G.T. グリーンHOP 東京都 
17 高柳 光希 タカヤナギ ミツキ AE刈谷 愛知県 
18 藤谷 璃水 フジタニ リミ AE刈谷 愛知県
19 岡田 音々 オカダ ネネ 三重県
20 大坂 光 オオサカ ヒカリ S K J 群馬県
21 兼子 紗英 カネコ サエ 静岡県 



22 今村 一歩 イマムラ イッポ エムズリンク神奈川 神奈川県 
23 橋本 希海 ハシモト ノア OSKスポーツクラブ 岡山県 
24 鬼頭 美帆 キトウ ミホ AE刈谷 愛知県 
25 高柳 汐里 タカヤナギ シオリ AE刈谷 愛知県
26 堀内 咲希 ホリウチ サキ スポーツネットワークＳＡＭ 長野県 
27 宗村 陽菜 ムネムラ ヒナ S K J 群馬県 
28 杉井 美空 スギイ ミソラ 静岡県 
29 木戸 杏南 キド アンナ 静岡県 
30 青木 麻奈 アオキ マナ OSKスポーツクラブ 岡山県 
31 杉村 夏音 スギムラ ナツネ 静岡県 
32 海原 百花 カイハラ モモカ OSKスポーツクラブ 岡山県 
33 中森 彩音 ナカモリ アヤネ AE刈谷 愛知県 
34 吉本 悠太郎 ヨシモト ユウタロウ OSKスポーツクラブ 岡山県 
35 今泉 佳菜 イマイズミ カナ WAC 神奈川県
36 高林 歩実 タカバヤシ アユミ 神奈川県
37 原 茉凜 ハラ マリン FLAT BACK 岐阜県 
38 橋爪 里於 ハシヅメ リオ S K J 群馬県

ユース１トリオ部門　代表者以外の氏名を5月25日(月)までにJAF本部までご連絡ください。
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
1 東 祐衣 ヒガシ ユイ くまとりA.G.C. 大阪府 
2 中森 彩音 ナカモリ アヤネ AE刈谷 愛知県
3 大坂 光 オオサカ ヒカリ S K J 群馬県
4 橋本 希海 ハシモト ノア OSKスポーツクラブ 岡山県 
5 岡本 麻央 オカモト マオ OSKスポーツクラブ 岡山県 
6 金丸 佳可 カネマル ヨシカ くまとりA.G.C. 大阪府 
7 石田 暖 イシダ ノン くまとりA.G.C. 大阪府 

ジュニアトリオ部門　代表者以外の氏名を5月25日(月)までにJAF本部までご連絡ください。
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
1 小澤 ひな子 オザワ ヒナコ 神奈川県 
2 川上 葉留咲 カワカミ ハルサ OSKスポーツクラブ 岡山県 
3 吉田 愛佳 ヨシダ アイカ 神奈川県
4 渡辺 知夏 ワタナベ チナツ AE刈谷 愛知県 
5 難波 さな ナンバ サナ OSKスポーツクラブ 岡山県 
6 時田 知歩 トキタ チホ AE刈谷 愛知県 

以上


