
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。

【JAF事務局】電話 03-5796-7521 / FAX 03-5796-7527

グランドマスターズ部門
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
801 高村智通 タカムラトモミチ FLASH 福井県
802 中西弘美 ナカニシヒロミ FLASH 石川県
803 平野明彦 ヒラノアキヒコ 東京都
804 田淵しげ子 タブチシゲコ 三重県
805 田原昭彦 タバラアキヒコ 神奈川県
806 森本裕子 モリモトユウコ 岐阜県
807 勝呂高博 スグロタカヒロ 静岡県
808 布川敦子 フカワアツコ 愛知県
809 藤田環 フジタタマキ アステム湘南VIGOROUS 静岡県
810 割石清明 ワリイシキヨアキ 大阪府
811 及川容雅子 オイカワユカコ 青山社中 静岡県
812 興梠洋子 コウロギヨウコ 三重県
813 田中和美 タナカカズミ 三重県
814 橋本薫 ハシモトカオル アステム湘南VIGOROUS 神奈川県
815 山口節子 ヤマグチセツコ FLAT BACK 岐阜県
816 坂本典子 サカモトノリコ 香川県
817 長崎ひとみ ナガサキヒトミ FLAT BACK 愛知県
818 森田里江 モリタサトエ 兵庫県
819 高瀬薫 タカセカオル ADVANCE 4 滋賀県
820 田中礼子 タナカレイコ FLAT BACK 岐阜県
821 北山純子 キタヤマジュンコ FLASH 石川県
822 丹所美恵子 タンショミエコ FLAT BACK 岐阜県
823 久保和雄 クボカズオ 京都府
824 田中景子 タナカケイコ アステム湘南VIGOROUS 神奈川県
825 河本和行 カワモトカズユキ 神奈川県
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男子マスターズフライト部門
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
701 斉藤美治 サイトウヨシハル アステム湘南VIGOROUS 神奈川県
702 吉村肇 ヨシムラハジメ 大阪府
703 大西龍幸 オオニシタツユキ 兵庫県
704 浦島俊高 ウラシマトシタカ FLASH 福井県
705 秋葉泰弘 アキバヤスヒロ アステム湘南VIGOROUS 東京都
706 澤田史朗 サワダシロウ 東京都
707 和泉義夫 イズミヨシオ アステム湘南VIGOROUS 東京都
708 中島篤志 ナカジマアツシ 石川県
709 渋谷裕之 シブタニヒロユキ 兵庫県
710 田中嘉一 タナカヨシカズ FLAT BACK 愛知県
711 長谷川実幸 ハセガワミユキ 愛知県
712 堺忍 サカイシノブ 石川県
713 山下浩司 ヤマシタコウジ 東京都

女子マスターズ２フライト部門
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
601 金子早苗 カネコサナエ FLAT BACK 岐阜県
602 林佳子 ハヤシケイコ FLASH 石川県
603 奥田比佐 オクダヒサ 宮城県
604 笹生万里子 サソウマリコ 千葉県
605 河迫由美子 カワサコユミコ 広島県
606 辻宣子 ツジノブコ 大阪府
607 福本裕子 フクモトユウコ FLASH 石川県
608 小池貴子 コイケタカコ 愛知県
609 矢野仁美 ヤノヒトミ 兵庫県
610 日置秀代 ヒオキヒデヨ 京都府
611 内山はるみ ウチヤマハルミ FLAT BACK 岐阜県
612 吉田しのぶ ヨシダシノブ FLASH 石川県
613 辻康子 ツジヤスコ FLASH 石川県
614 賀茂尚江 ガモナオエ 三重県
615 石野淑恵 イシノトシエ アステム湘南VIGOROUS 神奈川県
616 中島加恵子 ナカジマカエコ 大阪府
617 松尾道子 マツオミチコ 広島県
618 山照多賀世 ヤマテルタカヨ 兵庫県
619 朝日美砂子 アサヒミサコ 愛知県



女子マスターズ１フライト部門
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
501 山口瑞江 ヤマグチミヅエ FLAT BACK 岐阜県
502 堀木好 ホリキコノミ 三重県
503 佐藤由美 サトウユミ 千葉県
504 中島幸子 ナカジマサチコ 愛知県
505 高野智子 タカノトモコ 愛知県
506 滝口小百美 タキグチサユミ アステム湘南VIGOROUS 静岡県
507 酒田優子 サカタユウコ アステム湘南VIGOROUS 神奈川県
508 大坪恭子 オオツボキョウコ 石川県
509 吉田めぐみ ヨシダメグミ 愛知県
510 坂下千寿子 サカシタチズコ 愛知県
511 三好郁代 ミヨシイクヨ BREEZE 香川県
512 久保田博子 クボタヒロコ 兵庫県
513 竹田千賀代 タケダチカヨ FLASH 石川県
514 松浦真子 マツウラマサコ 大阪府
515 崎山睦美 サキヤマムツミ 京都府
516 奥作かおり オクサクカオリ 兵庫県
517 堺美紀 サカイミキ 石川県
518 竹内やす子 タケウチヤスコ 大阪府
519 奥村和加 オクムラワカ ADVANCE 4 三重県
520 安藤陽子 アンドウヨウコ MOVE LIVELY 大阪府
521 津田裕子 ツダヒロコ 京都府
522 住吉法子 スミヨシノリコ ADVANCE 4 滋賀県
523 徳元恵子 トクモトケイコ 東京都
524 池成ひとみ イケナリヒトミ ADVANCE 4 京都府

男子２フライト部門
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
301 岩本友一 イワモトユウイチ 大阪府
302 村井哲也 ムライテツヤ 大阪府
303 山中祐治 ヤマナカユウジ 大阪府
304 宮城康次 ミヤギヤスジ 石川県
305 佐藤隆 サトウタカシ 大阪府
306 岡清司 オカキヨシ 千葉県
307 芦立秀朗 アシタテヒデアキ ADVANCE 4 京都府
308 中田光則 ナカダミツノリ FLASH 石川県
309 飯田紀久夫 イイダキクオ 愛知県
310 黒田宇 クロダカナタ 東京都
311 田上久仁夫 タガミクニオ 愛知県
312 亀原敏信 カメハラトシノブ 大阪府
313 富春豪文 トミハルヒデノリ 広島県
314 中野英明 ナカノヒデアキ 奈良県
315 加藤剛 カトウツヨシ 東京都
316 宮脇芳照 ミヤワキヨシテル 京都府
317 桑野俊夫 クワノトシオ 大阪府
318 石上利之 イシガミトシユキ 広島県
319 武田孝 タケダタカシ 兵庫県



女子３フライト部門
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
401 福村吉利子 フクムラキリコ FLASH 石川県
402 鈴木一美 スズキカズミ 宮城県
403 瀬尾真美子 セオマミコ 広島県
404 中山慶子 ナカヤマケイコ FLASH 石川県
405 加藤京子 カトウキョウコ FLAT BACK 岐阜県
406 吉岡敦子 ヨシオカアツコ 京都府
407 肥沼悦子 コイヌマエツコ 埼玉県
408 杉浦美香 スギウラミカ 愛知県
409 西沢富江 ニシザワトミエ 愛知県
410 清水尚子 シミズショウコ 東京都
411 中田由美 ナカダユミ FLASH 石川県
412 伊藤晶子 イトウショウコ 神奈川県
413 曾我部真樹 ソガベマキ 石川県
414 河盛直美 カワモリナオミ 大阪府
415 保田共子 ヤスダトモコ 大阪府
416 照井清深 テルイキヨミ 宮城県
417 生駒延子 イコマノブコ 大阪府
418 山野留美子 ヤマノルミコ 千葉県
419 林田佳子 ハヤシダヨシコ 大阪府
420 酒井春美 サカイハルミ 福岡県
421 大川理恵 オオカワリエ 東京都
422 吉田美奈子 ヨシダミナコ 大阪府
423 武田博美 タケダヒロミ 兵庫県
424 林真弓 ハヤシマユミ 大阪府
425 佐竹智子 サタケトモコ MOVE LIVELY 大阪府
426 徳永小百合 トクナガサユリ 兵庫県
427 市岡瑞穂 イチオカミズホ 広島県
428 岡和恵 オカカズエ 千葉県

女子２フライト部門
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
201 山田佳世 ヤマダカヨ 愛知県
202 青木知美 アオキトモミ 神奈川県
203 谷口亜里 タニグチアリ ADVANCE 4 京都府
204 菊池志穂美 キクチシホミ 埼玉県
205 森田郁子 モリタイクコ 石川県
206 太田敬子 オオタヨシコ FLAT BACK 愛知県
207 慶田成美 ケイダナルミ 福岡県
208 御崎美帆 ミサキミホ 大阪府
209 松岡智子 マツオカトモコ 愛知県
210 久保田小夜子 クボタサヨコ 埼玉県
211 村本由美子 ムラモトユミコ 東京都
212 井上都茂子 イノウエトモコ 大阪府
213 丸山裕加 マルヤマユカ 愛知県
214 井上明美 イノウエアケミ FLAT BACK 三重県
215 岸妙子 キシタエコ 埼玉県
216 山口景子 ヤマグチケイコ 大阪府
217 高橋哉子 タカハシカナコ 埼玉県



女子１フライト部門
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
1 鈴木清香 スズキサヤカ FLAT BACK 静岡県
2 山口莉奈 ヤマグチリナ 群馬県
3 藤谷瑠菜 フジタニルナ AE刈谷 愛知県
4 青柳依莉 アオヤギエリ 長野県
5 中原紗也加 ナカハラサヤカ 静岡県
6 石川裕子 イシカワユウコ 和歌山県
7 竹元理穂 タケモトリホ 福岡県
8 篠原みなみ シノハラミナミ 栃木県

中学生フライト部門
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
201 戸田千晶 トダチアキ 滋賀県
202 北川桃花 キタガワモモカ 三重県
203 原茉凜 ハラマリン FLAT BACK 岐阜県
204 山裾愛華 ヤマスソマナカ 静岡県
205 兼子紗英 カネコサエ 静岡県
206 高柳光希 タカヤナギミツキ AE刈谷 愛知県
207 坂野弘 サカノヒロ 青山社中 静岡県
208 渡邉千夏 ワタナベチナツ 静岡県
209 安松ひなた ヤスマツヒナタ 静岡県
210 宇留賀蓮華 ウルガレンカ 長野県
211 黒田七菜 クロダナナ AE刈谷 愛知県
212 仙野七海 センノナナミ FLAT BACK 岐阜県
213 藤谷璃水 フジタニリミ AE刈谷 愛知県
214 山本凜 ヤマモトリン 静岡県
215 小田智希 オダトモキ 福岡県
216 井口実紀 イグチミキ 静岡県
217 蟹江樹里 カニエジュリ AE刈谷 愛知県
218 谷口琴音 タニグチコトネ ADVANCE 4 滋賀県
219 杉村夏音 スギムラナツネ 静岡県
220 地田ひかり チダヒカリ 静岡県
221 地田ひなた チダヒナタ 静岡県
222 富春心 トミハルココロ 広島県
223 高柳汐里 タカヤナギシオリ AE刈谷 愛知県
224 井口幸紀 イグチサキ 静岡県



小学5,6年生フライト部門
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
101 山田莉乃 ヤマダリノ 静岡県
102 渡辺知夏 ワタナベチナツ AE刈谷 愛知県
103 歳田澄麗 トシダスミレ 静岡県
104 安江満友菜 ヤスエマユナ FLAT BACK 岐阜県
105 杉浦咲音 スギウラサキネ 静岡県
106 黒済楓香 クロズミフウカ 静岡県
107 沼尻彩里 ヌマジリアヤリ 茨城県
108 古山奏 フルヤマカナデ FLAT BACK 岐阜県
109 村松芹奈 ムラマツセリナ 静岡県
110 時田真歩 トキタマホ AE刈谷 愛知県
111 望月咲来 モチヅキサラ 静岡県
112 原田綺花 ハラダアヤカ FLAT BACK 岐阜県
113 野村愛莉 ノムラアイリ 茨城県
114 今田夏奈帆 イマダナナホ 静岡県

小学校４年生以下フライト部門
No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県
1 高野真佑歩 タカノマユホ 静岡県
2 鈴木毬未 スズキマリミ 静岡県
3 窪野綺音 クボノアヤネ 静岡県
4 伊澤咲姫 イザワサキ 神奈川県
5 小原理子 オハラリコ 長野県
6 伏見果恋 フシミカレン 静岡県
7 時田知歩 トキタチホ AE刈谷 愛知県
8 大室いづみ オオムロイヅミ 静岡県
9 田沼香紅 タヌマココ 茨城県
10 戸塚夢那 トツカユナ 静岡県
11 中井琴海 ナカイコトミ AE刈谷 愛知県
12 西口花世 ニシグチカヨ AE刈谷 愛知県
13 知崎百華 チザキモモカ AE刈谷 愛知県
14 武田優菜 タケダユナ 静岡県
15 桐木心望 キリキココミ AE刈谷 愛知県

以上


