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※大会は２パネルで進行します。

【ユースの部】

＜ユース１女子シングル部門＞ ＜ユース１トリオ部門＞

No. 都道府県 氏名 登録クラブ No. 都道府県 氏名 登録クラブ

1 大阪府 西田 理子 くまとりA.G.C. 岡村 凜華

2 岡山県 青木 麻奈 OSKスポーツクラブ 北川 蒼空

3 京都府 木谷 百花 関 ほのか

4 岡山県 橋本 希海 OSKスポーツクラブ 齊藤 蓮 OSKスポーツクラブ

5 大阪府 東 祐衣 くまとりA.G.C. 中谷 祈粋 OSKスポーツクラブ

6 香川県 三木 小雪 M’sファミリーエアロビッククラブ 安井 真美 OSKスポーツクラブ

7 岡山県 上原 理李佳 A.C. KURASHIKI 石田 暖 くまとりA.G.C.

8 岡山県 安井 真美 OSKスポーツクラブ 井上 優里和 くまとりA.G.C.

9 岡山県 多和 来夢 A.C. KURASHIKI 山本 菜月 くまとりA.G.C.

10 大阪府 中川 未由希 くまとりA.G.C. 櫻間 ゆい OSKスポーツクラブ

11 岡山県 加藤 嘉菜 OSKスポーツクラブ 武元 凜花 OSKスポーツクラブ

12 岡山県 鎌田 栞璃 A.C. KURASHIKI 山元 里桜 OSKスポーツクラブ

13 香川県 菊池 桃子 BREEZE 井上 明音 くまとりA.G.C. 

14 大阪府 井上 優里和 くまとりA.G.C. 木村 優希 くまとりA.G.C. 

15 香川県 新居 美春 長谷川 絢香 くまとりA.G.C. 

16 香川県 多田 奏音 BREEZE

17 大阪府 木村 優希 くまとりA.G.C. ＜ユース2トリオ部門＞

18 岡山県 新谷 彩華 BREEZE No. 都道府県 氏名 登録クラブ

19 和歌山県 岩城 未緒 黒田 彩希 AE刈谷

20 岡山県 齊藤 蓮 OSKスポーツクラブ 鈴木 清香 FLAT BACK

21 京都府 板倉 はな 野田 陽香 AE刈谷

22 岡山県 櫻間 ゆい OSKスポーツクラブ 東 真衣 くまとりA.G.C.

23 大阪府 井上 明音 くまとりA.G.C. 藤原 愛梨 くまとりA.G.C.

24 岡山県 横田 彩妃 OSKスポーツクラブ 南 涼香 くまとりA.G.C.

25 岡山県 志賀 瑞季 A.C. KURASHIKI 杉本 知優 OSKスポーツクラブ

26 和歌山県 出水 萌々香 齊藤 栞 OSKスポーツクラブ

27 京都府 奥谷 菜々子 宮宗 萌 OSKスポーツクラブ

28 大阪府 丸山 順子 くまとりA.G.C. 高野 頌子 AE刈谷

29 大阪府 山本 菜月 くまとりA.G.C. 高場 ゆな AE刈谷

30 岡山県 中谷 祈粋 OSKスポーツクラブ 平野 瑞季 AE刈谷

31 岡山県 植村 凜 A.C. KURASHIKI 尾崎 菜央 AE刈谷

32 大阪府 金丸 佳可 くまとりA.G.C. 小倉 瑞稀 AE刈谷

33 滋賀県 谷口 琴音 ADVANCE 4 藤谷 瑠菜 AE刈谷

34 岡山県 山元 里桜 OSKスポーツクラブ 大野 瑠菜

35 滋賀県 戸田 千晶 ADVANCE 4 櫻井 美里 WAC

36 大阪府 小浦 絵美里 くまとりA.G.C. 大門 茜

37 岡山県　 中山 幸咲良 市岡 萌 AE刈谷

38 岡山県　 武元 凜花 OSKスポーツクラブ 高場 みゆう AE刈谷

柘植 晶予 AE刈谷

今村 菜子 エムズリンク神奈川

＜ユース２女子シングル部門＞ 上坂 万桜 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ.

No. 都道府県 氏名 登録クラブ 鈴木 風菜 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ.

1 岡山県 浅見 咲 A.C. KURASHIKI 徳田 日南 OSKスポーツクラブ

2 岡山県 宮宗 萌 OSKスポーツクラブ 福本 理絵 OSKスポーツクラブ

3 広島県 執行 南々花 守田 栞捺 OSKスポーツクラブ

4 大阪府 東 真衣 くまとりA.G.C. 北崎 萌香 スポーツスタジオS.D.E. CITY

5 岡山県 徳田 日南 OSKスポーツクラブ 柴田 世歌 スポーツスタジオS.D.E. CITY

6 岡山県 志賀 晴奈 A.C. KURASHIKI 下村 朱璃 スポーツスタジオS.D.E. CITY

7 和歌山県 小谷 萌夏 ADVANCE 4 河合 翔 エアロビックアスリートチーム ジムナ

8 大阪府 中島 梨々花 くまとりA.G.C. 澁谷 美月 エアロビックアスリートチーム ジムナ

9 大阪府 藤原 愛梨 くまとりA.G.C. 増田 りさこ エアロビックアスリートチーム ジムナ

10 岡山県 多和 麗 A.C. KURASHIKI

11 岡山県 福本 理絵 OSKスポーツクラブ

12 岡山県 埋見 麗奈 A.C. KURASHIKI

13 岡山県 長谷川 もも A.C. KURASHIKI

14 岡山県 長田 直子 OSKスポーツクラブ

15 大阪府 南 涼香 くまとりA.G.C.

16 岡山県 齊藤 栞 OSKスポーツクラブ

17 岡山県 寄森 月子 A.C. KURASHIKI

18 岡山県 櫻間 まい OSKスポーツクラブ
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【シニアの部】

＜シニア男子シングル部門＞ ＜シニアトリオ部門＞

No. 都道府県 氏名 登録クラブ No. 都道府県 氏名 登録クラブ

1 滋賀県 真田 英毅 ADVANCE 4 相澤 玲美

2 京都府 高嶋 克和 MOVE LIVELY 宮下 瀬南

3 大阪府 織田 政一 MOVE LIVELY 柳田 綾里咲

今泉 沙也佳 Studio 山本塾

＜シニア女子シングル部門＞ 鈴木 美穂 Studio 山本塾

No. 都道府県 氏名 登録クラブ 松井 涼香 Studio 山本塾

1 岡山県 多和 真優 A.C. KURASHIKI 岸名 あゆみ 玉川大学体育会エアロビックチーム

2 京都府 網 梨緒奈 ADVANCE 4 木津 早耶子 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ.

3 大阪府 田原 里恵 MOVE LIVELY 小松田 葵 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ.

4 奈良県 田所 加衣 市岡 茜 AE刈谷

5 大阪府 吉田 麻記 ADVANCE 4 佐藤 美紗妃 AE刈谷

6 滋賀県 長谷川 琴乃 ADVANCE 4 高野 莉子 AE刈谷

7 大阪府 盛光 日菜子 樹神 拓弥 On Beats

8 岡山県 村田 愛 OSKスポーツクラブ 山本 純也 On Beats

9 滋賀県 河村 照美 ADVANCE 4 植田 優奈 On Beats

10 兵庫県 前川 美奈子 小川 真希 Boa Forma Studio

11 岡山県 杉岡 雅 OSKスポーツクラブ 冨本 奈月三 Boa Forma Studio

12 大阪府 谷 夏見 くまとりA.G.C. 古谷 明日香 Boa Forma Studio

13 香川県 大石 琴乃 BREEZE 魚住 亜紀子 FLASH

14 大阪府 中山 さおり MOVE LIVELY 川﨑 聡子 FLASH

15 和歌山県 室川 佐代子 背戸川 佳奈 FLASH

河野 さゆり エアロビックアスリートチーム ジムナ

＜シニアミックスペア部門＞ 菖蒲谷 真紀

No. 都道府県 氏名 登録クラブ 増田 かをり エアロビックアスリートチーム ジムナ

室川	 晃宏 小俣 悠里 S K J 

室川	 佐代子 佐柄 夏葉 S K J 

北村	 省吾 Boa	 Forma	 Studio 谷 夏見 くまとりA.G.C.

北村	 恵 Boa	 Forma	 Studio 大村 詠一 Team OHMURA

是枝	 亮 北翔大学 矢野 遥輝 Team OHMURA

上田	 真穂 湘南茅ヶ崎Ａ.Ｇ.Ｃ. 大村 智美 Team OHMURA

米倉	 久史 江本 そら 青山社中

八田	 宣子 杉山 佳伽 青山社中

金井	 拓海 S	 K	 J	 清 里香 青山社中

北爪	 凜々 S	 K	 J	 金井 拓海 S K J 

斉藤 瑞己 S K J 

北爪 凜々 S K J 

島田 美優 Aero Step II

島田 優美恵 Aero Step II

田崎 妃菜 Aero Step II

木代 葉子 OSKスポーツクラブ

小玉 真菜 OSKスポーツクラブ

杉岡 雅 OSKスポーツクラブ
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