
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 桐野喜子 キリノキコ 東京都

802 田中景子 タナカケイコ アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

803 平野明彦 ヒラノアキヒコ 東京都

804 河本和行 カワモトカズユキ 神奈川県

805 篠塚信子 シノヅカノブコ 埼玉県

806 杉目久美子 スギメクミコ 北海道

807 松本安弘 マツモトヤスヒロ FLASH 富山県

808 田原昭彦 タバラアキヒコ 神奈川県

809 中西弘美 ナカニシヒロミ FLASH 石川県

810 新井礼香 アライレイカ 東京都

811 中林かおる ナカバヤシカオル 神奈川県

812 白川千鶴子 シラカワチズコ 東京都

813 葛西広美 カサイヒロミ 神奈川県

814 岩倉昌穗 イワクラマサホ 埼玉県

815 島田徹 シマダトオル 埼玉県

816 久保田光江 クボタミツエ 茨城県

817 中村功 ナカムライサオ 埼玉県

818 北山純子 キタヤマジュンコ FLASH 石川県

819 土田悦子 ツチダエツコ 埼玉県

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 戸田賢之 トダカタシ 岡山県

702 松田雅彦 マツタマサヒコ 宮城県

703 澤田史朗 サワダシロウ 東京都

704 銭場伸一 センバシンイチ 埼玉県

705 堺忍 サカイシノブ 石川県

706 斉藤美治 サイトウヨシハル アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

707 石田芳弘 イシダヨシヒロ 新潟県

708 吉野誠一 ヨシノセイイチ 千葉県

709 中島篤志 ナカジマアツシ 石川県

710 渡辺靖 ワタナベヤスシ 東京都

711 和泉義夫 イズミヨシオ アステム湘南VIGOROUS 東京都

712 斉藤仁 サイトウヒトシ 東京都

713 根岸隆樹 ネギシタカキ 群馬県

714 梶川彰彦 カジカワアキヒコ 広島県

715 石川賀一 イシカワヨシカズ 埼玉県

716 浦島俊高 ウラシマトシタカ FLASH 福井県

717 木村浩之 キムラヒロユキ JSAA 北海道

スポーツエアロビック2017埼玉オープン　フライト部門

日時：2017年5月20日(土)開催

会場:岩槻文化公園体育館(埼玉県さいたま市)



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 鈴木美すず スズキミスズ 北海道

602 築山明美 ツキヤマアケミ 埼玉県

603 大野扶佐子 オオノフサコ 大阪府

604 熊切京子 クマキリキョウコ 神奈川県

605 石野淑恵 イシノトシエ アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

606 奥田比佐 オクダヒサ 宮城県

607 君塚栄子 キミヅカエイコ 千葉県

608 辻康子 ツジヤスコ FLASH 石川県

609 阿部勢津子 アベセツコ 新潟県

610 野口廣美 ノグチヒロミ 神奈川県

611 水尾妙子 ミズオタエコ 茨城県

612 石田圭子 イシダケイコ 新潟県

613 斉藤洋美 サイトウヒロミ 東京都

614 石田千晶 イシダチアキ JSAA 北海道

615 林秀子 ハヤシヒデコ 千葉県

616 大下恵美奈 オオシタエミナ 東京都

617 福本裕子 フクモトユウコ FLASH 石川県

618 林佳子 ハヤシケイコ FLASH 石川県

619 水野圭子 ミズノケイコ 大阪府

620 齊藤操 サイトウミサオ 埼玉県

621 加藤真由美 カトウマユミ A.G.T. グリーンHOP 東京都

622 笹生万里子 サソウマリコ 千葉県

623 佐藤弘子 サトウヒロコ 東京都

624 山田まさ子 ヤマダマサコ 東京都

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 鶴岡恵子 ツルオカケイコ 埼玉県

502 小野寺淳子 オノデラアツコ 東京都

503 安田信子 ヤスダノブコ 東京都

504 山崎和代 ヤマザキカズヨ FLASH 石川県

505 沼田千恵子 ヌマタチエコ 北海道

506 工藤真希子 クドウマキコ 秋田県

507 櫛谷喜美子 クシヤキミコ 埼玉県

508 吉田陽子 ヨシダヨウコ 北海道

509 新国和恵 ニックニカズエ 宮城県

510 岸谷佳代 キシタニカヨ 東京都

511 大久英子 オオヒサエイコ 宮城県

512 遠藤孝子 エンドウタカコ 宮城県

513 阿部ユミ アベユミ 山形県

514 川地ちなみ カワチチナミ FLAT BACK 岐阜県

515 酒田優子 サカタユウコ アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

516 大池敦子 オオイケノブコ 埼玉県

517 石田悦子 イシダエツコ 群馬県

518 萬崎明美 マンザキアケミ 千葉県

519 竹田千賀代 タケダチカヨ FLASH 石川県

520 堺美紀 サカイミキ 石川県

521 根本悦子 ネモトエツコ 福島県

522 徳元恵子 トクモトケイコ 東京都

523 岩木貴代 イワキタカヨ 東京都

524 住吉法子 スミヨシノリコ ADVANCE 4 滋賀県

525 伊藤智佳 イトウチカ アステム湘南VIGOROUS 宮城県

526 岩崎美香 イワサキミカ 宮城県

527 矢口美千代 ヤグチミチヨ 千葉県

528 小野ひろみ オノヒロミ 東京都

529 椚二三恵 クヌギフミエ 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 加藤剛 カトウツヨシ 東京都

302 岡清司 オカキヨシ 千葉県

303 金子孝 カネコタカシ 東京都

304 小川諭 オガワサトシ 宮城県

305 栗河淳 クリカワアツシ 秋田県

306 大池雅 オオイケマサシ 埼玉県

307 芦立秀朗 アシタテヒデアキ ADVANCE 4 京都府

308 高橋才明 タカハシマサハル 東京都

309 中村純也 ナカムラジュンヤ 埼玉県

310 若林理 ワカバヤシオサム 神奈川県

311 平松功一 ヒラマツコウイチ BREEZE 岡山県

312 横山雅俊 ヨコヤママサトシ 茨城県

313 高野仁 タカノジン 山形県

314 篠木優一 シノギユウイチ 埼玉県

315 浜崎慎吾 ハマザキシンゴ 宮城県

316 逸民明浩 ハヤミアキヒロ 宮城県

317 五十嵐由則 イガラシヨシノリ 福島県

318 金子周平 カネコシュウヘイ 東京都

319 宮城康次 ミヤギヤスジ 石川県

320 冨永賢治 トミナガケンジ 埼玉県

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 円谷健一朗 ツムラヤケンイチロウ 福島県

102 外村直 トノムラナオ 埼玉県

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 横山かおり ヨコヤマカオリ 茨城県

402 金子桂子 カネコケイコ 東京都

403 山野留美子 ヤマノルミコ 千葉県

404 溝江有香 ミゾエアリカ 東京都

405 肥沼悦子 コイヌマエツコ 埼玉県

406 照井清深 テルイキヨミ 宮城県

407 奥田由里子 オクダユリコ 埼玉県

408 武田美由紀 タケダミユキ 秋田県

409 保田共子 ヤスダトモコ 大阪府

410 清水尚子 シミズショウコ 東京都

411 伊藤純子 イトウジュンコ 埼玉県

412 大川理恵 オオカワリエ 東京都

413 白石里香子 シライシリカコ 山梨県

414 蓬田広子 ヨモギダヒロコ 宮城県

415 岡和恵 オカカズエ 千葉県

416 関口貴子 セキグチタカコ 埼玉県

417 鈴木美紀 スズキミキ 大阪府

418 徳田美津子 トクダミツコ 大阪府

419 中野ひとみ ナカノヒトミ 神奈川県

420 伊藤晶子 イトウショウコ 神奈川県

421 滝田奈生 タキタナオ 埼玉県

422 福村吉利子 フクムラキリコ FLASH 石川県

423 鈴木一美 スズキカズミ 宮城県

424 小野浩子 オノヒロコ 東京都

425 柴田奈美 シバタナミ 東京都

426 野間口亜希子 ノマグチアキコ 神奈川県

427 川上聡子 カワカミフサコ 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 戸田麻利 トダマリ 福岡県

202 阿部桂子 アベケイコ 栃木県

203 太田敬子 オオタヨシコ FLAT BACK 愛知県

204 畑井州子 ハタイシュウコ 宮城県

205 鈴木美樹 スズキミキ 山形県

206 橋本聡子 ハシモトサトコ 福島県

207 牧口美奈子 マキグチミナコ 東京都

208 安達裕美 アダチヒロミ 宮城県

209 高橋哉子 タカハシカナコ 埼玉県

210 久保田小夜子 クボタサヨコ 埼玉県

211 森恵子 モリケイコ 東京都

212 長島由紀 ナガシマユキ 北海道

213 岸妙子 キシタエコ 埼玉県

214 稲元由紀子 イナモトユキコ 埼玉県

215 秋元信枝 アキモトノブエ 埼玉県

216 古内奈緒 フルウチナオ 埼玉県

217 桃園智子 モモゾノトモコ 宮城県

218 田上友香理 タガミユカリ ADVANCE 4 京都府

219 谷口亜里 タニグチアリ ADVANCE 4 京都府

220 菊池志穂美 キクチシホミ 埼玉県

221 葉山佐知子 ハヤマサチコ 千葉県

222 柴田美樹 シバタミキ アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

223 鈴木祐子 スズキユウコ 東京都

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 宮下瀬南 ミヤシタセナ 埼玉県

2 中原紗也加 ナカハラサヤカ 静岡県

3 高谷奈々恵 タカヤナナエ 埼玉県

4 浜田陽菜 ハマダヒナ エアロビックアスリートチーム ジムナ 福島県

5 小針麻緒 コバリマオ 神奈川県

6 秋山夢翔 アキヤマユメカ 埼玉県

7 小島なつ子 コジマナツコ 東京都

8 小松菜月 コマツナツキ 新潟県

9 栗原朋花 クリハラトモカ 埼玉県

10 安田遥 ヤスダハルカ 茨城県

11 山口莉奈 ヤマグチリナ 群馬県

12 前原菜々子 マエハラナナコ 埼玉県

13 武田美紅 タケダミク 東京都

14 柳田綾里咲 ヤナギダアリサ 埼玉県



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 高林歩実 タカバヤシアユミ 神奈川県

202 安松ひなた ヤスマツヒナタ 静岡県

203 伊藤里衣菜 イトウリイナ 埼玉県

204 齊藤来愛 サイトウクレア 茨城県

205 秋山飛依 アキヤマヒヨリ 埼玉県

206 本村美紗希 モトムラミサキ 茨城県

207 金子沙姫 カネコサキ 埼玉県

208 居城愛菜 イシロマナ 茨城県

209 岸邊茉央 キシベマヒロ 神奈川県

210 嶌田隼太 シマダシュンタ 茨城県

211 山本凜 ヤマモトリン 静岡県

212 佐久間星来 サクマセイラ 茨城県

213 小林未佳 コバヤシミカ OKJエアロビックファミリー 埼玉県

214 山本夏妃 ヤマモトナツキ 千葉県

215 山田樹奈 ヤマダジュナ 群馬県

216 田島優衣 タジマユイ 群馬県

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 山本幸音 ヤマモトユキネ 神奈川県

102 野々山芽依 ノノヤマメイ AE刈谷 愛知県

103 鴇田苺花 トキタイチカ 茨城県

104 吉田愛佳 ヨシダアイカ 神奈川県

105 金尾澪 カナオシズク OKJエアロビックファミリー 埼玉県

106 児玉悠月 コダマユズキ A.G.T. グリーンHOP 東京都

107 中田結菜 ナカダユイナ 神奈川県

108 熊井戸泉 クマイドイズミ 群馬県

109 大澤瑞加 オオサワミズカ 栃木県

110 関亜咲 セキアサキ 神奈川県

111 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

112 眞岡優美 マオカナツミ 神奈川県

113 宮澤千尋 ミヤザワチヒロ OKJエアロビックファミリー 埼玉県

114 佐藤海綺 サトウミキ 神奈川県

115 星野麻衣 ホシノマイ 埼玉県

116 大野遥花 オオノハルカ A.G.T. グリーンHOP 東京都

117 藤園瑠海 フジゾノルカ WAC 神奈川県

118 藤本つかさ フジモトツカサ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県

119 高橋采里 タカハシサリ AE刈谷 愛知県

120 飯田さら イイダサラ 神奈川県

121 前濱沙季 マエハマサキ 埼玉県

122 今井咲月 イマイサツキ 神奈川県

123 小澤ひな子 オザワヒナコ 神奈川県

124 中川南 ナカガワミナミ 茨城県

125 岩崎優羽 イワサキユウ 茨城県

126 尾崎潮音 オザキシオン A.G.T. グリーンHOP 東京都

127 吉田もえ ヨシダモエ 群馬県

128 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

129 宇佐美郁人 ウサミアヤト 埼玉県

130 長谷川花凛 ハセガワカリン A.G.T. グリーンHOP 東京都

131 山崎汐音 ヤマザキシオネ 神奈川県

132 大橋柚杏 オオハシユズ 栃木県



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 渡部閏裡 ワタナベウルリ エアロビックアスリートチーム ジムナ 群馬県

2 小野澤萌衣 オノザワメイ 埼玉県

3 盛田天 モリタテン 神奈川県

4 上沼心春 カミヌマコハル 埼玉県

5 丸山梨珠 マルヤマリズ 埼玉県

6 山口莉奈 ヤマグチリナ 埼玉県

7 木村百花 キムラモモカ 神奈川県

8 丸山杏珠 マルヤマアンズ 埼玉県

9 吉澤柚羽 ヨシザワユズハ 長野県

10 杉山優宇 スギヤマユウ 栃木県

11 正木怜 マサキレイ 埼玉県

12 小原葵已 オバラアオイ 埼玉県

13 秋山結泉 アキヤマユイ M’sファミリーエアロビッククラブ 埼玉県

14 長谷川匠 ハセガワタクミ A.G.T. グリーンHOP 東京都

15 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

16 百瀬陽 モモセヒナタ 長野県

17 吉田由佳 ヨシダユウカ 神奈川県

18 宮澤裕也 ミヤザワユウヤ 埼玉県

19 長縄莉子 ナガナワリコ 埼玉県

以上


