
���������	���������	


��
�� �� �������� ���������� ��������

� ��� !�"��#$� %&�

' ()�*+ !�,�-$./ 01234562357 89�

� :�;< =��>?@ ABCD EF�

G H)�*I JK�-$� LMNO41P0QRS %&�

T UV�W XY�X�Z,	 01234562357 89�

4

[/\@]^�._`'a'a4b�cdefghij�kl_�mno8p4eq8prstuvwxy"uvz�[/\@]^�._`'a'a4b�cdefghij�kl_�mno8p4eq8prstuvwxy"uvz�

'a'aw��wac'a'aw��wac

�w{



����|����	}����|����	}


��
�� �� �������� ���������� ��������

� 8~��� !!�.��	� %&�

' ���%� ,��x�x�� 01234562357 89�

� �B��� \,�-�@��> �5S�P ���

G �)��� �xK�j�> ���

T ���� ����#�> %&�

{ B����� �-�	�,.� ���

c ���� � -J¡��$> ���

¢ £¤�¥� -�¦\��§� %&�

¨ ©)�ª� $.,�«?> �[�"¬26®1R1Q� ¯°��

�a 8±�²�° !!�,�j�� ³´�

�� µ��¶�� ����\�> ���

�' ·¸�¹º� .J?�-«� S�®�L�4��y�P1» ³´�

��  ¸�º� $J?�«� %&�

�G D¼�½� �.-	�J¾� %&�

�T ¿g��½� ?À¾J��x> 01234562357 89�

�{ ÁÂ�ÃÄÅ .,Æ���/$ %&�

�c �¸�%Ç� #È?É?�x.> �Ê�

�¢ Ë)�%�Ì ,§K�x.� �5S�P ���

�¨ ��Í� ����§X> �5S�P ���

'a Î��ÏÐ� !X.Z�«.> ABCD EF�

'� ÑB�ÒÓÔ ?x�-��	� �5SL4}SÕÖ ×Ø�

'' �Ù�Ú² ,�!�./j ³´�

'� ÛÜ�ÍÌ� �.$.�.�> 89�

'G ÝÞ�ß� �.�X�à�> �5S�P ���

4

[/\@]^�._`'a'a4b�cdefghij�kl_�mno8p4eq8prstuvwxy"uvz�[/\@]^�._`'a'a4b�cdefghij�kl_�mno8p4eq8prstuvwxy"uvz�

'a'aw��wac'a'aw��wac

'w{



����|����	S����|����	S


��
�� �� �������� ���������� ��������

� �)�ºá� !�K�«�> ���

' Þâ�¥� Xà?j��§� �5SL4}SÕÖ ãä�

� åæ��� >Xç-�j�> ���

G èé�ê� =�à��\> 01234562357 89�

T ëÑ�°ì �	?x��! ���

{ í)�î� ��K��§� íF�

c ïÙ�Ð� ��!�-$�  ��

¢ �ð�ñ� .Z$\�$J> �5S�P ���

¨ òó�ô� �/���?> íF�

�a õ¸��� XJ?�@��> ���

�� �â�ñ� .Z.���$> %&�

�' ö÷�Ð� X§���-$� 01234562357 89�

�� ø���� .Z"���	� Sù2S
Õ34G ú��

�G DB�û� �.�-�§X> �5S�P ���

�T BF�üý �-!.�«. ³´�

�{ þÿ�Ā� ��ā�J¾> �5S�P ���

�c Ă)�°� �¡,��� ³´�

4

[/\@]^�._`'a'a4b�cdefghij�kl_�mno8p4eq8prstuvwxy"uvz�[/\@]^�._`'a'a4b�cdefghij�kl_�mno8p4eq8prstuvwxy"uvz�

'a'aw��wac'a'aw��wac

�w{



���'�����	���'�����	


��
�� �� �������� ���������� ��������

� Déă�Ąą �.àZ,��.XJ ¯°��

' Ć��ć Jà"���! ���

� ĈF�ĉ ��!.�,.� íF�

4

[/\@]^�._`'a'a4b�cdefghij�kl_�mno8p4eq8prstuvwxy"uvz�[/\@]^�._`'a'a4b�cdefghij�kl_�mno8p4eq8prstuvwxy"uvz�

'a'aw��wac'a'aw��wac

Gw{



���'|����	���'|����	


��
�� �� �������� ���������� ��������

�  ¸�ºĊ $J?�«\ ³´�

' ċ�Čč ���$�$ Sù2S
Õ34G ´��

� ���Ďá ,��x��� Sù2S
Õ34G ´��

G )ď�á² ,����j 01234562357 89�

T 8Đ�°đ !!¡��	 [Ēy�[,@!��ù�3�4Õ6L7 íF�

{ ēg�Ĕ� ��¾J��?> %&�

c ĕĖ�ºė� X�¾J�«\> ���

¢ 8Ü�Ę !!$.�#.� �4Ö4ę Ěě�

¨ øé�Ĝ >?à�-X ¯°��

�a ĝö�IĞ� \�x��=� ���

�� ğ��Ġý >,��¾j. Sù2S
Õ34G 89�

�' ġ��Ĕ� �k.Z��?> Sù2S
Õ34G ú��

�� �g�¥Ì .Z¾J��\� íF�

�G ğĢ)�ģ >-�K��!X �[�"¬26®1R1Q� ¯°��

4

[/\@]^�._`'a'a4b�cdefghij�kl_�mno8p4eq8prstuvwxy"uvz�[/\@]^�._`'a'a4b�cdefghij�kl_�mno8p4eq8prstuvwxy"uvz�

'a'aw��wac'a'aw��wac

Tw{



スズキジャパンカップ2020 第37回全⽇本総合エアロビック選⼿権⼤会 全国⼤会(公式競技/チーム競技)2020/11/7

エアロビック・ダンス(17歳以上)

チーム名 フリガナ 氏名 登録クラブ 都道府県

石澤美樹 北海道

秦野萌衣 北海道

樋口好子 北海道

柳沼未亜 北海道

水本春香 北海道

小島なつ子 東京都

松尾結衣 神奈川県

井上里沙 神奈川県

山口沙菜恵 神奈川県

佐々木みちる OKJエアロビックファミリー 埼玉県

沖田佳穗 神奈川県

小佐井優羽 神奈川県

下山紗里 静岡県

永田汐音 静岡県

栗山香織 静岡県

伊藤萌 静岡県

浮川真緒 静岡県

村松歩香 静岡県

鈴木清香 FLAT BACK 静岡県

市川未来子 静岡県

小松田葵 アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

中村萌 神奈川県

和野日向 神奈川県

原花耶乃 埼玉県

榎本真子 神奈川県

岸名あゆみ 神奈川県

榎本莉子 神奈川県

大倉帆香 神奈川県

2 LILAC ライラック

トコハダイガクエアロビックブ

4 銀河系宙組乙女隊 ギンガケイソラグミオトメタイ

常葉大学エアロビック部3

1
generations from

studio higuchi
ジェネレーションズフロム

スタジオヒグチ


