
「第15回全日本学生エアロビック選手権大会」

「第6回全日本高等学校エアロビック選手権大会」

開催日：2015年9月6日(日)

会場：東洋大学 朝霞キャンパス 体育館

開場 9：00　開会 10：00

受付時間(全部門)　9：00～9：50（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。

女子シングル部門

No. 氏名 フリガナ 学校名

1 島田 美優 シマダ ミユウ 熊本大学

2 清 里香 セイ サトカ 常葉大学

3 冨本 奈月三 トミモト ナツミ 山口大学

4 今泉 沙也佳 イマイズミ サヤカ 花園大学

5 岡田 沙織 オカダ サオリ 東洋大学

6 大嶋 莉奈 オオシマ リナ 北翔大学

7 木津 早耶子 キヅ サヤコ 法政大学

8 中村 朱里 ナカムラ アカリ 熊本大学

9 大庭 奈留 オオバ ナル 福岡大学

10 芳賀 実奈子 ハガ ミナコ 浦和大学

11 市岡 茜 イチオカ アカネ 中京大学

12 小山 柚衣子 コヤマ ユイコ 明海大学

13 新井 和恵 アライ カズエ 東洋大学

14 長谷川 琴乃 ハセガワ コトノ 大阪体育大学

15 相澤 玲美 アイザワ レミ 流通経済大学

16 赤尾 綾香 アカオ アヤカ 聖セシリア女子短期大学

17 田崎 妃菜 タサキ ヒナ 西九州大学

18 村田 愛 ムラタ マナミ 岡山大学

19 柳田 綾里咲 ヤナギダ アリサ 東洋大学

20 西川 ひかる ニシカワ ヒカル 日本女子体育大学

21 河村 薫 カワムラ カオル 東洋大学

22 押田 夏海 オシダ ナツミ 筑波大学

23 坂本 恵里菜 サカモト エリナ 常葉大学

24 小山 杏依子 コヤマ アイコ 東海大学

25 黒木 萌子 クロキ モエコ 山形県立保健医療大学

26 岸名 あゆみ キシナ アユミ 玉川大学

27 佐柄 夏葉 サガラ カヨウ 関東学園大学

28 鶴田 麗依奈 ツルタ レイナ 國學院大學

29 小玉 真菜 コダマ マナ 岡山県立大学　　

30 前原 彩花 マエハラ アヤカ 千葉大学

男子フライト部門

No. 氏名 フリガナ 学校名

101 外村 直 トノムラ ナオ 東洋大学

102 原 幸輝 ハラ コウキ 東洋大学

103 武田 光平 タケダ コウヘイ 日本体育大学

104 片山 雄太 カタヤマ ユウタ 日本体育大学

105 中村 将人 ナカムラ マサト 日本体育大学

106 近田 健斗 チカダ ケント 日本体育大学

107 大浜 有貴 オオハマ ユウキ 日本体育大学
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女子フライト部門

No. 氏名 フリガナ 学校名

201 吉松 澪穂 ヨシマツ ミホ 日本体育大学

202 加藤 優花 カトウ ユウカ 日本体育大学

203 木村 真菜 キムラ マナ 日本体育大学

204 加藤 伶美 カトウ レミ 日本体育大学

205 工藤 美沙季 クドウ ミサキ 日本体育大学

206 佐々木 知穂 ササキ チホ 日本体育大学

207 鈴木 佑奈 スズキ ユウナ 日本体育大学

208 山田 信乃以 ヤマダ シノイ 日本体育大学

209 浅見 絵梨 アサミ エリ 日本体育大学

210 小林 瑞季 コバヤシ ミズキ 日本体育大学

211 須永 愛 スナガ アイ 日本体育大学

212 中村 光希 ナカムラ ミキ 日本体育大学

213 舘内 冴 タチウチ サエ 東洋大学

214 永井 千晶 ナガイ チアキ 東洋大学

215 石川 実奈 イシカワ ミナ 東洋大学

216 安部 晴香 アベ ハルカ 東洋大学

217 伊崎 花野 イザキ カヤ 東洋大学

218 久保 望 クボ ノゾミ 東洋大学

219 須田 妃子 スダ ヒメコ 東洋大学

220 中澤 伶 ナカザワ レイ 東洋大学

221 池田 遼 イケダ ハルカ 東洋大学

222 小林 さくら コバヤシ サクラ 東洋大学

223 中村 萌名 ナカムラ モナ 東洋大学

224 鳥巣 愛佳 トリス アイカ 早稲田大学

225 西川 ひかる ニシカワ ヒカル 日本女子体育大学

226 篠原 紗彩子 シノハラ サヤコ 玉川大学

227 吉田 百花 ヨシダ モモカ 玉川大学

228 杉田 美穂 スギタ ミホ 玉川大学

229 千代島 加奈 チヨジマ カナ 玉川大学

230 日高 真彩 ヒダカ マアヤ 玉川大学

231 岸名 あゆみ キシナ アユミ 玉川大学

232 山崎 有紗 ヤマザキ アリサ 玉川大学

233 生井 千夏 ナマイ チナツ 玉川大学

234 小栗 歩佳 オグリ アユカ 常葉大学

235 下田 真綸 シモダ マリン 常葉大学

236 松本 恵奈 マツモト アヤナ 常葉大学

237 池島 菜穂実 イケジマ ナオミ 常葉大学

238 中原 紗也加 ナカハラ サヤカ 常葉大学

239 碓井 裕梨 ウスイ ユリ 常葉大学

240 坂本 恵里菜 サカモト エリナ 常葉大学

241 穐元 理沙 アキモト リサ 函館短期大学

242 山本 千里 ヤマモト チサト 函館短期大学

243 三上 浩奈 ミカミ ヒロナ 函館短期大学

244 荒関 栞 アラセキ シオリ 函館短期大学

245 長谷川 琴乃 ハセガワ コトノ 大阪体育大学

246 菅野 仁美 カンノ ヒトミ 札幌スポーツ＆メディカル専門学校

247 仲 彩奈 ナカ アヤナ 札幌スポーツ＆メディカル専門学校

248 井上 みのり イノウエ ミノリ 札幌スポーツ＆メディカル専門学校

249 山田 捺加 ヤマダ ナツカ 南九州短期大学

250 切通 由貴 キリトオリ ユキ 南九州短期大学

251 竹井 若葉 タケイ ワカバ 富山健康科学専門学校

252 加藤 玲奈 カトウ レイナ 富山健康科学専門学校

253 米屋 佳欧子 コメヤ カオコ 富山健康科学専門学校

254 田崎 妃菜 タサキ ヒナ 西九州大学

255 中村 朱里 ナカムラ アカリ 熊本大学



中学生フライト部門

No. 氏名 フリガナ 学校名

401 田崎 莉子 タサキ リコ あさぎり町立あさぎり中学校

402 万江 あかり マンエ アカリ あさぎり町立あさぎり中学校

403 佐藤 夢羽 サトウ ユメハ 市川市立第一中学校

404 与口 真優 ヨグチ マユ 市川市立第一中学校

405 大野 瑠菜 オオノ ルナ 横浜市立金沢中学校

406 清水 瑞木 シミズ ミヅキ 桜蔭中学校

407 諏訪 礼奈 スワ レイナ 三輪田学園中学校

408 坂野 弘 サカノ ヒロ 常葉学園菊川中学校

409 秋元 梨菜 アキモト リナ 川越市立高階中学校

410 植田 裕美子 ウエダ ユミコ 日本大学中学校

411 上斗米 彩花 カミトマイ アヤカ 品川区立鈴ヶ森中学校

412 松本 萌花 マツモト モエカ 熊谷市立富士見中学校

チーム部門

No. 代表者名 チーム人数 学校名

1 安部 晴香 6名 東洋大学

2 鳥巣 愛佳 6名 早稲田大学

3 加藤 伶美 8名 日本体育大学

4 小川 紗也夏 3名 大阪国際大学

5 坂本 恵里菜 8名 常葉大学

6 深町 舞 3名 九州共立大学/九州女子大学/九州女子短期大学

7 荒関 栞 3名 函館短期大学

8 中村 萌名 7名 東洋大学

9 生井 千夏 4名 玉川大学

※代表者の氏名・学校名で掲載しております。当日受付にて、リストの「チーム名」をご確認ください。

男子シングル部門

No. 氏名 フリガナ 学校名

1 樹神 拓弥 コダマ タクヤ 名古屋石田学園 星城高等学校

女子シングル部門

No. 氏名 フリガナ 学校名

1 村岡 香琳 ムラオカ カリン 山形県立山形東高等学校

2 西 優香 ニシ ユウカ 福岡県立中間高等学校

3 赤堀 涼香 アカホリ スズカ 松本第一高等学校

4 高野 莉子 タカノ リコ 愛知県立知立東高等学校

5 谷 夏見 タニ ナツミ 大阪体育大学浪商高等学校

6 篠原 みなみ シノハラ ミナミ 宇都宮文星女子高等学校

7 増田 かをり マスダ カヲリ 高崎商科大学付属高等学校

8 江本 そら エモト ソラ 静岡県立磐田北高等学校

9 茅野 萌絵 チノ モエ 長野県立豊科高等学校

10 浜田 陽菜 ハマダ ヒナ 福島県立安積黎明高等学校

11 清水 朝妃 シミズ アサヒ 山梨県立韮崎高等学校

12 清水 あお葉 シミズ アオバ 東京都立狛江高等学校

13 松尾 風香 マツオ フウカ 筑紫女学園高等学校

14 宮下 瀬南 ミヤシタ セナ 秀明英光高等学校

15 古谷 明日香 フルタニ アスカ 山口県立宇部西高等学校

16 晒名 結奈 サラシナ ユナ 専修大学付属高等学校

17 大門 茜 ダイモン アカネ 神奈川県立横須賀大津高等学校

18 島田 優美恵 シマダ ユミエ 熊本県立多良木高等学校

19 佐藤 美紗妃 サトウ ミサキ 愛知県立刈谷北高等学校

高校生フライト部門

No. 氏名 フリガナ 学校名

301 清水 朝妃 シミズ アサヒ 山梨県立韮崎高等学校

302 宮下 瀬南 ミヤシタ セナ 秀明英光高等学校

303 大門 茜 ダイモン アカネ 神奈川県立横須賀大津高校

304 小島 なつ子 コジマ ナツコ 川村高等学校

305 西 優香 ニシ ユウカ 福岡県立中間高等学校

306 島田 優美恵 シマダ ユミエ 熊本県立多良木高等学校
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