
「第13回全日本学生エアロビック選手権大会」「第4回全日本高等学校エアロビック選手権大会」

開催日：2013年12月1日(日)

会場：玉川大学

開場 9：00　開会 10：00

受付時間(全部門)　9：00～9：45（時間厳守）

注意！！※必ずご確認下さい。

●時間内に受付されない場合、棄権とみなされ出場資格が失効します。

●「参加チケット」はございません。

男子シングル部門

No. 氏名 フリガナ 学校名

1 渡邉 龍乃介 ワタナベ リュウノスケ 静岡文化芸術大学

2 伊藤 誉人 イトウ タカト 常葉大学

3 菊池 貴大 キクチ キダイ 順天堂大学

4 大嶋 皓章 オオシマ ヒロアキ 東洋大学

5 是枝 亮 コレエダ リョウ 北翔大学

6 池田 寛人 イケダ ヒロト 早稲田大学

女子シングル部門

No. 氏名 フリガナ 学校名

1 相原 麻衣 アイハラ マイ 東洋学園大学

2 本庄 彩香 ホンジョウ アヤカ 日本体育大学

3 小山 杏依子 コヤマ アイコ 東海大学

4 遠藤 真理子 エンドウ マリコ 玉川大学

5 大鋸 美里 オオガ ミサト 桐蔭横浜大学

6 山本 希愛 ヤマモト キアイ 立命館大学

7 田丸 紗織 タマル サオリ 玉川大学

8 新井 和恵 アライ カズエ 東洋大学

9 上田 真穂 ウエダ マホ 日本体育大学

10 田原 里恵 タハラ リエ 武庫川女子

11 植田 優奈 ウエダ ユウナ 名古屋学院大学

12 菖蒲谷 真紀 ショウブタニ マキ 福岡工業大学

13 岸名 あゆみ キシナ アユミ 玉川大学

14 松村 美穂 マツムラ ミホ 筑波大学

15 森島 葉月 モリシマ ハヅキ 獨協大学

16 高柳 翼 タカヤナギ ツバサ 大阪国際大学

17 小松田 葵 コマツダ アオイ 帝京大学

18 坂本 恵里菜 サカモト エリナ 常葉大学

19 芳賀 実奈子 ハガ ミナコ 浦和大学

20 晒名 莉奈 サラシナ リナ 首都大学東京大学

21 政田 千尋 マサダ チヒロ 函館短期大学

22 鳥巣 愛佳 トリス アイカ 早稲田大学

23 大嶋 莉奈 オオシマ リナ 北翔大学

24 木津 早耶子 キヅ サヤコ 帝京平成大学

25 押田 夏海 オシダ ナツミ 筑波大学

26 大庭 奈留 オオバ ナル 福岡大学
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男子フライト部門

No. 氏名 フリガナ 学校名

101 松永 直城 マツナガ ナオキ 東洋大学

102 大嶋 皓章 オオシマ ヒロアキ 東洋大学

103 谷野 駿 タニノ シュン 東洋大学

104 森田 清哉 モリタ セイヤ 東洋大学

105 西本 哲也 ニシモト テツヤ 東洋大学

106 高崎 翔太 タカサキ ショウタ 東洋大学

107 金子 竜哉 カネコ タツヤ 東洋大学

108 高梨 知大 タカナシ トモヒロ 日本体育大学

109 尾倉 駿太 オグラ シュンタ 日本体育大学

110 武田 光平 タケダ コウヘイ 日本体育大学

111 幾田 貴洋 イクタ タカヒロ 日本体育大学

112 小沢 享平 オザワ キョウヘイ 日本体育大学

113 苅谷 諭司 カリタニ サトシ 日本体育大学

114 荻野 州平 オギノ シュウヘイ 日本体育大学

115 久保山 諒 クボヤマ リョウ 日本体育大学

116 神山 大輝 カミヤマ ダイキ 日本体育大学

117 小谷 鷹哉 コタニ タカヤ 日本体育大学

118 高梨 将 タカナシ マサシ 日本体育大学

119 岩瀬 大将 イワセ ヒロマサ 日本体育大学

120 西村 広大 ニシムラ コウダイ 日本体育大学

121 平野 修斗 ヒラノ シュウト 日本体育大学

122 川口 祥 カワグチ ショウ 函館短期大学

123 村田 大輔 ムラタ ダイスケ 函館短期大学

124 望月 翔平 モチヅキ ショウヘイ 常葉大学

125 富松 時大 トミマツ トキヒロ 常葉大学

126 勝山 泰輔 カツヤマ タイスケ 常葉大学

127 宮野 祐輔 ミヤノ ユウスケ 常葉大学

女子フライト部門

No. 氏名 フリガナ 学校名

201 森島 葉月 モリシマ ハヅキ 獨協大学

202 下田 美月 シモダ ミヅキ 健康科学大学

203 晒名 莉奈 サラシナ リナ 首都大学東京

204 吉原 葵 ヨシハラ アオイ 南九州短期大学

205 野中 さつき ノナカ サツキ 南九州短期大学

206 甲斐 伸子 カイ ノブコ 南九州短期大学

207 飯野 志帆 イイノ シホ 玉川大学

208 生井 千夏 ナマイ チナツ 玉川大学

209 田丸 紗織 タマル サオリ 玉川大学

210 佐藤 栞 サトウ シオリ 玉川大学

211 遠藤 真理子 エンドウ マリコ 玉川大学

212 渡辺 百花 ワタナベ モモカ 大阪国際短期大学

213 永井 柚里 ナガイ ユリ 大阪国際短期大学

214 小川 紗也夏 オガワ サヤカ 大阪国際大学

215 小谷 礼奈 コタニ レイナ 大阪国際大学

216 中竹 麻衣 ナカタケ マイ 大阪国際大学

217 金沢 美穂 カナザワ ミホ 大阪国際大学

218 長尾 彩未 ナガオ アヤミ 大阪国際大学

219 飯田 実咲希 イイダ ミサキ 大阪国際大学

220 杉原 慧 スギハラ ケイ 大阪国際大学

221 須田 妃子 スダ ヒメコ 東洋大学

222 久保 望 クボ ノゾミ 東洋大学



223 森 恵里佳 モリ エリカ 東洋大学

224 揖宿 里奈 イブスキ リナ 東洋大学

225 斉藤 千晶 サイトウ チアキ 東洋大学

226 中村 萌名 ナカムラ モナ 東洋大学

227 伊崎 花野 イザキ カヤ 東洋大学

228 高橋 彩 タカハシ アヤ 東洋大学

229 安部 晴香 アベ ハルカ 東洋大学

230 石川 実奈 イシカワ ミナ 東洋大学

231 中澤 伶 ナカザワ レイ 東洋大学

232 荻原 かおる オギハラ カオル 東洋大学

233 宮本 愛梨 ミヤモト アイリ 日本体育大学

234 川合 のどか カワイ ノドカ 日本体育大学

235 鈴木 芽衣 スズキ メイ 日本体育大学

236 江村 晴香 エムラ ハルカ 日本体育大学

237 池内 真由美 イケウチ マユミ 日本体育大学

238 本庄 彩香 ホンジョウ アヤカ 日本体育大学

239 池田 春菜 イケダ ハルナ 日本体育大学

240 佐伯 侑梨加 サエキ ユリカ 日本体育大学

241 山口 鈴乃 ヤマグチ スズノ 日本体育大学

242 内藤 沙弥 ナイトウ サヤ 日本体育大学

243 加藤 伶美 カトウ レミ 日本体育大学

244 渡邉 みちか ワタナベ ミチカ 日本体育大学

245 森 日香里 モリ ヒカリ 日本体育大学

246 小林 瑞季 コバヤシ ミズキ 日本体育大学

247 政田 千尋 マサダ チヒロ 函館短期大学

248 細谷 芙舞希 ホソヤ フブキ 函館短期大学

249 斉藤 夕貴 サイトウ ユキ 函館短期大学

250 高松 ひとみ タカマツ ヒトミ 函館短期大学

251 山本 真由 ヤマモト マユ 函館短期大学

252 田川 晃子 タガワ アキコ 函館短期大学

253 杉野 朱美 スギノ アケミ 函館短期大学

254 福田 若菜 フクダ ワカナ 函館短期大学

255 川村 瑞季 カワムラ ミズキ 函館短期大学

256 樋口 みゆき ヒグチ ミユキ 東洋学園大学

257 加藤 春菜 カトウ ハルナ 東洋学園大学

258 相原 麻衣 アイハラ マイ 東洋学園大学

259 原間 里穂 ハラマ リホ 常葉大学

260 岡本 捺実 オカモト ナツミ 常葉大学

261 秋山 美涼 アキヤマ ミスズ 常葉大学

262 石塚 くるみ イシヅカ クルミ 常葉大学

263 鈴木 菜穂 スズキ ナホ 常葉大学

264 須藤 瞳 ストウ ヒトミ 常葉大学

265 小山 茜 コヤマ アカネ 常葉大学

チーム部門

No. 代表者名 チーム人数 学校名

1 甲斐 伸子 4名 南九州短期大学

2 高柳 翼 5名 大阪国際大学

3 内藤 沙弥 8名 日本体育大学

4 生井 千夏 6名 玉川大学

5 小谷 礼奈 4名 大阪国際大学

6 中澤 伶 6名 東洋大学

7 稲沢彩野 4名 武蔵丘短期大学

8 高橋 彩 6名 東洋大学

9 平田 有里 10名 大阪国際大学

10 谷野 駿 6名 東洋大学

11 川村 瑞季 8名 函館短期大学

※代表者の氏名・学校名で掲載しております。当日受付にて、「チーム名」をお伝えください。



男子シングル部門

No. 氏名 フリガナ 学校名

1 斉藤 瑞己 サイトウ ミズキ 群馬県立太田東高等学校

2 金井 拓海 カナイ タクミ 太田市立商業高等学校

女子シングル部門

No. 氏名 フリガナ 学校名

1 河合 蒼生 カワイ アオイ 群馬県立前橋南高等学校

2 晒名 結奈 サラシナ ユナ 私立専修大学付属高等学校

3 吉松 澪穂 ヨシマツ ミホ 神奈川県立鶴嶺高等学校

4 中原 紗也加 ナカハラ サヤカ 静岡県立藤枝西高等学校

5 渡辺 聖菜 ワタナベ セイナ 栃木県立宇都宮中央女子高等学校

6 高崎 恵 タカサキ メグミ 茨城県立境高等学校

7 北爪 凜々 キタヅメ リリ 太田市立商業高等学校

8 田沼 初音 タヌマ ハツネ 東京農業大学第二高等学校

9 岡野 真依 オカノ マイ 群馬県立前橋商業高校

10 清 里香 セイ サトカ 常葉学園高等学校

11 山崎 つづみ ヤマザキ ツヅミ 神奈川県氷取沢高等学校

12 赤尾 綾香 アカオ アヤカ 神奈川県立綾瀬西高等学校

13 柳田 綾里咲 ヤナギダ アリサ 県立川口高等学校

14 鈴木 美穂 スズキ ミホ 愛知県立豊橋西高等学校

15 加藤 優花 カトウ ユウカ 東京都立つばさ総合高等学校

16 小山 柚衣子 コヤマ ユイコ 東京都立紅葉川高等学校

17 岩田 愛莉 イワタ アイリ 熊本県立大津高等学校

18 小嶋 真由 コジマ マユ 愛知県立蒲郡高等学校

19 小玉 紗矢香 コダマ サヤカ 太田市立商業高等学校

20 岡田 早代 オカダ サヨ 前橋育英高等学校

21 岩田 莉奈 イワタ リナ 熊本県立大津高等学校

22 赤堀 舞花 アカホリ マイカ 松商学園高等学校

23 今泉 沙也佳 イマイズミ サヤカ 桜丘高等学校

24 宮下 瀬南 ミヤシタ セナ 秀明英光高等学校

25 田中 雪菜 タナカ ユキナ 藤枝順心高等学校

26 和野 日向 ワノ ヒナタ 神奈川県立藤沢清流高等学校

27 佐柄 夏葉 サガラ カヨウ 群馬県立大泉高等学校

28 西川 ひかる ニシカワ ヒカル 藤沢西高等学校

※高等学校選手権大会のチーム部門 申込無し

以上
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