
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 渡辺尚美 ワタナベナオミ 千葉県

802 長崎ひとみ ナガサキヒトミ FLAT BACK 愛知県

803 桐野喜子 キリノキコ 東京都

804 山野辺ふみえ ヤマノベフミエ 福島県

805 神崎裕子 カンザキヒロコ 宮城県

806 田中礼子 タナカレイコ FLAT BACK 岐阜県

807 勝呂高博 スグロタカヒロ 静岡県

808 田原昭彦 タバラアキヒコ アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

809 山口節子 ヤマグチセツコ FLAT BACK 岐阜県

810 中鉢優子 チュウバチユウコ 宮城県

811 河本和行 カワモトカズユキ 神奈川県

812 四十万裕子 シジマユウコ FLASH 石川県

813 鈴木理枝子 スズキリエコ 宮城県

814 長谷貞義 ハセサダヨシ 大阪府

815 中林かおる ナカバヤシカオル 神奈川県

816 小谷明子 コタニアキコ 福島県

817 三浦福子 ミウラトミコ 宮城県

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 石田芳弘 イシダヨシヒロ 新潟県

702 銭場伸一 センバシンイチ 埼玉県

703 斉藤美治 サイトウヨシハル アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

704 大森元 オオモリハジメ 兵庫県

705 草刈充 クサカリミツル 山形県

706 松井透 マツイトオル 北海道

707 小島真二 コジマシンジ 広島県

708 佐藤賢二 サトウケンジ 山形県

709 小林正広 コバヤシマサヒロ 茨城県

710 和泉義夫 イズミヨシオ アステム湘南VIGOROUS 東京都

711 澤田史朗 サワダシロウ 東京都

712 松田雅彦 マツタマサヒコ 宮城県

スポーツエアロビック2017宮城オープン　フライト部門

日時：2017年5月3日(祝水)開催

会場:宮城県仙台市泉総合運動場体育館(宮城県仙台市)



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 大本真弓 オオモトマユミ 大阪府

602 佐藤博美 サトウヒロミ 宮城県

603 横山誓子 ヨコヤマセイコ 宮城県

604 辻宣子 ツジノブコ 大阪府

605 及川道子 オイカワミチコ 宮城県

606 松本典子 マツモトノリコ 宮城県

607 内山はるみ ウチヤマハルミ FLAT BACK 岐阜県

608 石田圭子 イシダケイコ 新潟県

609 佐藤洋子 サトウヨウコ 北海道

610 奥田比佐 オクダヒサ 宮城県

611 村上桂子 ムラカミケイコ 宮城県

612 細川泉 ホソカワイズミ 山形県

613 五十嵐和代 イガラシカズヨ 宮城県

614 野口廣美 ノグチヒロミ 神奈川県

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 島暁美 シマアケミ 宮城県

502 竹内やす子 タケウチヤスコ 大阪府

503 遠藤孝子 エンドウタカコ 宮城県

504 小野ひろみ オノヒロミ 東京都

505 岩崎美香 イワサキミカ 宮城県

506 鈴木美佳 スズキミカ 宮城県

507 大久英子 オオヒサエイコ 宮城県

508 五十嵐リエ イガラシリエ 宮城県

509 伊藤智佳 イトウチカ アステム湘南VIGOROUS 宮城県

510 阿部ユミ アベユミ 山形県

511 橋本維知子 ハシモトイチコ 宮城県

512 櫛谷喜美子 クシヤキミコ 埼玉県

513 安田信子 ヤスダノブコ 東京都

514 沼田千恵子 ヌマタチエコ 北海道

515 新国和恵 ニックニカズエ 宮城県

516 小松久美子 コマツクミコ 宮城県

517 佐藤真喜子 サトウマキコ 山形県

518 吉田陽子 ヨシダヨウコ 北海道

519 大池敦子 オオイケノブコ 埼玉県

520 川地ちなみ カワチチナミ FLAT BACK 岐阜県

521 佐々木真理 ササキマリ 宮城県

522 工藤真希子 クドウマキコ 秋田県

523 五十嵐美佐子 イガラシミサコ 千葉県



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 伊東聡 イトウサトシ 神奈川県

302 黒沢敬一 クロサワケイイチ 福島県

303 冨永賢治 トミナガケンジ 埼玉県

304 芦立秀朗 アシタテヒデアキ ADVANCE 4 京都府

305 岡清司 オカキヨシ 千葉県

306 金子周平 カネコシュウヘイ 東京都

307 黒田宇 クロダカナタ 東京都

308 加藤剛 カトウツヨシ 東京都

309 富田利彦 トミタトシヒコ 兵庫県

310 金子孝 カネコタカシ 東京都

311 栗河淳 クリカワアツシ 秋田県

312 高野仁 タカノジン 山形県

313 五十嵐由則 イガラシヨシノリ 福島県

314 藤田拓也 フジタタクヤ 北海道

315 高橋才明 タカハシマサハル 東京都

316 篠ӑ禎治 シノザキヨシハル 茨城県

317 逸民明浩 ハヤミアキヒロ 宮城県

318 中田光則 ナカダミツノリ FLASH 石川県

319 高田巖 タカダイワオ 東京都

320 小川諭 オガワサトシ 宮城県

男子１フライト部門

No 氏名 カナ JAF登録クラブ 都道府県

101 金崎智明 カナザキチアキ 東京都

102 佐藤千可良 サトウチカラ 茨城県

103 茂木健 モギタケシ 山形県



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 上野直美 ウエノナオミ 宮城県

402 松本美香 マツモトミカ 福島県

403 早川恭子 ハヤカワキョウコ 山形県

404 肥沼悦子 コイヌマエツコ 埼玉県

405 植松香奈 ウエマツカナ 神奈川県

406 吉田美奈子 ヨシダミナコ 大阪府

407 柴田奈美 シバタナミ 東京都

408 蓬田広子 ヨモギダヒロコ 宮城県

409 佐藤淳子 サトウジュンコ 宮城県

410 金子桂子 カネコケイコ 東京都

411 武田美由紀 タケダミユキ 秋田県

412 照井清深 テルイキヨミ 宮城県

413 滝田奈生 タキタナオ 埼玉県

414 鈴木一美 スズキカズミ 宮城県

415 金崎公子 カナザキキミコ 東京都

416 山野留美子 ヤマノルミコ 千葉県

417 清水尚子 シミズショウコ 東京都

418 伊藤純子 イトウジュンコ 埼玉県

419 福村吉利子 フクムラキリコ FLASH 石川県

420 横山かおり ヨコヤマカオリ 茨城県

421 中野ひとみ ナカノヒトミ 神奈川県

422 川上聡子 カワカミフサコ 千葉県

423 溝江有香 ミゾエアリカ 東京都

424 中田由美 ナカダユミ FLASH 石川県

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 安達裕美 アダチヒロミ 宮城県

202 橋本聡子 ハシモトサトコ 福島県

203 斎藤美希 サイトウミキ 福島県

204 井上明美 イノウエアケミ FLAT BACK 三重県

205 柴田美樹 シバタミキ アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

206 稲垣さち子 イナガキサチコ 福島県

207 森田郁子 モリタイクコ 石川県

208 齊藤朋美 サイトウトモミ 秋田県

209 鈴木美樹 スズキミキ 山形県

210 青木知美 アオキトモミ 神奈川県

211 稲元由紀子 イナモトユキコ 埼玉県

212 森恵子 モリケイコ 東京都

213 畑井州子 ハタイシュウコ 宮城県

214 黒澤み奈子 クロサワミナコ 福島県

215 葉山佐知子 ハヤマサチコ 千葉県

216 橘川紀子 キツカワノリコ 福島県

217 桃園智子 モモゾノトモコ 宮城県

218 菊池志穂美 キクチシホミ 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 秋元優花 アキモトユカ 宮城県

2 黒木萌子 クロキモエコ HK エアロビクトリー 山形県

3 鈴木真奈 スズキマナ HK エアロビクトリー 山形県

4 山崎愛香 ヤマザキマナカ 宮城県

5 三條幸恵 サンジョウユキエ 宮城県

6 小松菜月 コマツナツキ 新潟県

7 今野瞳輝 コンノマナカ 宮城県

8 村上優樹里 ムラカミユキリ 宮城県

9 鈴木智絵 スズキトモエ 宮城県

10 三浦佳代 ミウラカヨ 宮城県

11 齋藤亜美 サイトウアミ 宮城県

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 川畑愛花里 カワバタアカリ Team OHMURA 熊本県

202 清水萌 シミズモエ 宮城県

203 斉藤留奈 サイトウルナ 宮城県

204 諸岡育実 モロオカイクミ 茨城県

205 塩川利音 シオカワリオン 長野県

206 寺岡亜咲実 テラオカアサミ HK エアロビクトリー 山形県

207 高久希 タカクノゾミ 神奈川県

208 菅原楓花 スガワラフウカ 宮城県

209 山口彩莉 ヤマグチアヤリ 神奈川県

210 村上杏奈 ムラカミアンナ 東京都

211 酒井優月 サカイユヅキ 茨城県

212 居城愛菜 イシロマナ 茨城県

213 小林莉乃 コバヤシリノ HK エアロビクトリー 山形県

214 村上明優里 ムラカミアユリ 宮城県

215 遠藤音々 エンドウネネ 神奈川県

216 嶺木愛里 ミネキアイリ AE刈谷 愛知県

217 蟹江樹里 カニエジュリ AE刈谷 愛知県

218 後藤愛央 ゴトウマオ HK エアロビクトリー 山形県



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 井戸愛弓 イドアユミ HK エアロビクトリー 山形県

102 榎本有沙 エノモトアリサ 山形県

103 大橋柚杏 オオハシユズ 栃木県

104 鈴木陽子 スズキヨウコ 宮城県

105 川畑結愛 カワバタユイ Team OHMURA 熊本県

106 柳沢理来 ヤナギサワリラ 長野県

107 安達有咲 アダチアリサ HK エアロビクトリー 山形県

108 白石実生 シロイシミウ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県

109 野村純子 ノムラジュンコ WAC 神奈川県

110 藤園瑠海 フジゾノルカ WAC 神奈川県

111 清村菜々美 シムラナナミ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県

112 鴇田苺花 トキタイチカ 茨城県

113 佐藤瑠衣 サトウルイ AE刈谷 愛知県

114 高橋莉胡 タカハシリコ 宮城県

115 遠藤夏那 エンドウカナ HK エアロビクトリー 山形県

116 奥山陽菜 オクヤマヒナ HK エアロビクトリー 山形県

117 斉藤愛梨 サイトウアイリ HK エアロビクトリー 山形県

118 沼尻彩里 ヌマジリアヤリ 茨城県

119 藤本つかさ フジモトツカサ 群馬県

120 今野博美 コンノヒロミ 山形県

121 遠藤玲佳 エンドウレイカ HK エアロビクトリー 山形県

122 遠藤湖々 エンドウココ 神奈川県

123 石澤杏依 イシザワアイ 山形県

124 寺門花胡 テラカドハナコ AE刈谷 愛知県

125 中嶋莉里 ナカジマリリ HK エアロビクトリー 山形県

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 安達彩花 アダチアヤカ HK エアロビクトリー 山形県

2 市川幸永 イチカワサエ HK エアロビクトリー 山形県

3 杉山優宇 スギヤマユウ 栃木県

4 伊澤ひなた イサワヒナタ HK エアロビクトリー 山形県

5 清村萌々香 シムラモモカ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県

6 小原理子 オハラリコ 長野県

7 三橋花笑 ミツハシカエ HK エアロビクトリー 山形県

8 清和寛乃 セイワヒロノ 山形県

9 小林向葵 コバヤシアオイ 神奈川県

以上


