
演技順 ゼッケン 代表⼤大会 登録クラブ 部⾨門 パネル 演技順 ゼッケン 代表⼤大会 登録クラブ 部⾨門 パネル

⽊木村 　百花 キムラ 　モモカ AE刈⾕谷 時⽥田 　知歩 トキタ 　チホ
中⽥田 　結菜 ナカダ 　ユイナ AE刈⾕谷 中井 　琴海 ナカイ 　コトミ
吉⽥田 　愛佳 ヨシダ 　アイカ AE刈⾕谷 ⻄西⼝口 　花世 ニシグチ 　カヨ

2 1 北北東京 FLASH 松原 　玲玲夢 マツバラ 　リム ユース１男⼦子シングル B 今井 　咲⽉月 イマイ 　サツキ
BREEZE 稲原 　あおい イナハラ 　アオイ ⼩小澤 　ひな⼦子 オザワ 　ヒナコ
BREEZE ⽥田中 　菜⽉月 タナカ 　ナツキ 関 　亜咲 セキ 　アサキ
BREEZE ⽔水川 　綾綾乃 ミズカワ 　アヤノ 眞岡 　優美 マオカ 　ナツミ

4 2 静岡 AE刈⾕谷 ⻤⿁鬼頭 　快惺 キトウ 　カイセイ ユース１男⼦子シングル B ⼭山本 　幸⾳音 ヤマモト 　ユキネ
AE刈⾕谷 蟹江 　雅 カニエ 　ミヤビ ⾼高野 　真佑歩 タカノ 　マユホ
AE刈⾕谷 桐⽊木 　⼼心望 キリキ 　ココミ ⾼高野 　結⽣生実 タカノ 　ユウミ
AE刈⾕谷 知崎 　百華 チザキ 　モモカ 伏⾒見見 　果恋 フシミ 　カレン

6 3 北北東京 板⾕谷 　光太郎郎 イタタニ 　コウタロウ ユース１男⼦子シングル B A.G.T.  グリーンHOP ⽯石原 　菜⽉月 イシハラ 　ナヅキ
⻄西岡 　美⾳音 ニシオカ 　ミオン 岸邊 　茉央 キシベ 　マヒロ
平原 　菜々⾹香 ヒラハラ 　ナナカ ⾼高林林 　歩実 タカバヤシ 　アユミ
⼭山本 　美菜 ヤマモト 　ミナ A.G.T.  グリーンHOP 中村 　友紀 ナカムラ 　ユキ

8 4 静岡 OKJエアロビックファミリー 嶌⽥田 　隼太 シマダ 　シュンタ ユース１男⼦子シングル B ⼭山⼝口 　彩莉 ヤマグチ 　アヤリ
⼩小野澤 　萌⾐衣 オノザワ 　メイ 井ノ下 　虹恋 イノシタ 　ニコ
上沼 　⼼心春 カミヌマ 　コハル 上⽥田 　知幸 ウエダ 　チユキ
正⽊木 　怜怜 マサキ 　レイ 嶋⽥田 　有彩 シマダ 　アリサ

10 5 ⼤大阪 ⼩小⽥田 　智希 オダ 　トモキ ユース１男⼦子シングル B AE刈⾕谷 蟹江 　樹⾥里里 カニエ 　ジュリ
BAMBINA ⼤大崎 　真央 オオサキ 　マオ AE刈⾕谷 ⿊黒⽥田 　七菜 クロダ 　ナナ
BAMBINA ⼩小林林 　礼佳 コバヤシ 　アヤカ AE刈⾕谷 ⾼高柳柳 　汐⾥里里 タカヤナギ 　シオリ
BAMBINA ⼩小林林 　実礼 コバヤシ 　ミノリ AE刈⾕谷 ⾼高柳柳 　光希 タカヤナギ 　ミツキ

12 6 ⼤大阪 ⽯石橋 　聡汰 イシバシ 　ソウタ ユース１男⼦子シングル B AE刈⾕谷 嶺嶺⽊木 　愛⾥里里 ミネキ 　アイリ
スポーツネットワークSAM 塩川 　⽞玄 シオカワ 　ゲン HK  エアロビクトリー 伊澤 　ひなた イサワ 　ヒナタ
スポーツネットワークSAM 仁科 　有稀 ニシナ 　ユウキ HK  エアロビクトリー 市川 　幸永 イチカワ 　サエ
スポーツネットワークSAM 平林林 　梨梨々奈奈 ヒラバヤシ 　リリナ HK  エアロビクトリー 三橋 　花笑 ミツハシ 　カエ

14 1 ⼤大阪 Team  OHMURA 松尾 　駿 マツオ 　シュン ユース２男⼦子シングル B AE刈⾕谷 尾崎 　菜央 オザキ 　ナオ
WAC ⾦金金⼦子 　乃々佳 カネコ 　ノノカ AE刈⾕谷 ⼩小倉 　瑞稀 コグラ 　ミズキ
WAC 佐藤 　千咲 サトウ 　チサキ AE刈⾕谷 ⾼高野 　頌⼦子 タカノ 　ショウコ
WAC ⼭山本 　美瑠 ヤマモト 　ミル AE刈⾕谷 野⽥田 　陽⾹香 ノダ 　ハルカ

16 2 ⼤大阪 S  K  J 萩本 　祥陽 ハギモト 　ショウヨウ ユース２男⼦子シングル B AE刈⾕谷 藤⾕谷 　瑠菜 フジタニ 　ルナ
BAMBINA ⼤大崎 　弥恵 オオサキ 　ヤエ くまとりA.G.C. 寺本 　みらい テラモト 　ミライ
BAMBINA ⽚片多 　愛奈奈 カタダ 　アイナ くまとりA.G.C. ⽮矢野 　陽奈奈⼦子 ヤノ 　ヒナコ
BAMBINA 三原 　綾綾⾹香 ミハラ 　アヤカ くまとりA.G.C. 鎗⽔水 　美咲 ヤリミズ 　ミサキ

18 3 北北東京 FLASH 平 　啓吾 ヒラ 　ケイゴ ユース２男⼦子シングル B 秋⼭山 　夢翔 アキヤマ 　ユメカ
Team  OHMURA 川畑 　光佳流流 カワバタ 　ヒカル 安保 　彩華 アンボ 　アヤカ

奈奈須 　彩花 ナス 　サイカ ⼤大野 　瑠菜 オオノ 　ルナ
HSエアロビックダンス ⼭山⼝口 　ゆめ ヤマグチ 　ユメ A.G.T.  グリーンHOP 中川 　千咲季 ナカガワ 　チサキ

20 4 北北東京 アステム湘南VIGOROUS 今村 　⼀一歩 イマムラ 　イッポ ユース２男⼦子シングル B 諸岡 　育実 モロオカ 　イクミ
くまとりA.G.C. 佐阪 　真那 ササカ 　チナ OSKスポーツクラブ ⻘青⽊木 　祥真 アオキ 　ショウマ
くまとりA.G.C. ⽥田中 　美有 タナカ 　ミウ OSKスポーツクラブ ⾚赤⽊木 　⾥里里緒 アカギ 　リオ
くまとりA.G.C. 向井 　檎奈奈 ムカイ 　コナ OSKスポーツクラブ ⾹香川 　⼼心優 カガワ 　ミユ

22 5 静岡 エアロビックアスリートチーム  ジムナ 河合 　翔 カワイ 　ショウ ユース２男⼦子シングル B 櫻井 　航 サクライ 　ワタル
くまとりA.G.C. 井上 　愛莉 イノウエ 　アイリ 松⽥田 　吉納 マツダ 　キノ
くまとりA.G.C. 川嶋 　美玖 カワシマ 　ミク BAMBINA 塚崎 　陽菜 ツカザキ 　ヒナ
くまとりA.G.C. 永吉 　叶愛 ナガヨシ 　トア BAMBINA 筒井 　琉琉夏 ツツイ 　ルカ
OSKスポーツクラブ 海原 　百花 カイハラ 　モモカ BAMBINA ⼭山下 　舞桜 ヤマシタ 　マオ

OSKスポーツクラブ 川上 　葉葉留留咲 カワカミ 　ハルサ OKJエアロビックファミリー 嶌⽥田 　隼太 シマダ 　シュンタ

OSKスポーツクラブ 塩飽 　菜々花 シワク 　ナナハ Team  OHMURA 川畑 　愛花⾥里里 カワバタ 　アカリ

OSKスポーツクラブ 難波 　さな ナンバ 　サナ

OSKスポーツクラブ 間野 　萌花 マノ 　モエカ

ジュニアトリオ A

23

1

ユース2グループ B

2 ⿃鳥取 ジュニアトリオ A

「第13回JOCジュニアオリンピックカップ全国エアロビック選⼿手権⼤大会  in  袋井  2018」
出場選⼿手⼀一覧①

⽒氏名 ⽒氏名

1 1 埼⽟玉 25 静岡 ジュニアトリオ
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12 富⼭山 ジュニアトリオ A

13

3
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9 5

A

5 3 富⼭山 ジュニアトリオ A

3

ジュニアトリオ A27

-‐‑‒ ユース１グループ Bジュニアトリオ A

-‐‑‒

16 宮城 ジュニアトリオ A

15 ⼤大阪 ジュニアトリオ A

4 -‐‑‒ ユース１グループ B

埼⽟玉 ジュニアトリオ A

28

29

7 4 ⼤大阪

11 6 福岡 ジュニアトリオ A

31

30

13 7 北北東京

ユース2グループ B15 8 南東京 ジュニアトリオ A

ジュニアトリオ A

18 ⿃鳥取 ジュニアトリオ A

ジュニアトリオ A

1 -‐‑‒

ジュニアトリオ A33

-‐‑‒ ユース1ミックスペア B

17 9 南東京 ジュニアトリオ A

36

35

19 10 ⼤大阪

19 福岡 ジュニアトリオ A

21 11 富⼭山 ジュニアトリオ A

37

ユース１グループ B

-‐‑‒ ユース１グループ B

26 2 -‐‑‒
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1
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17 北北東京

静岡

38 2 -‐‑‒ ユース1ミックスペア B



演技順 ゼッケン 代表⼤大会 登録クラブ 部⾨門 パネル 演技順 ゼッケン 代表⼤大会 登録クラブ 部⾨門 パネル

WAC ⾦金金⼦子 　あさか カネコ 　アサカ 64 10 福岡 Team  OHMURA 川畑 　結愛 カワバタ 　ユイ ユース１⼥女女⼦子シングル A
WAC 星野 　純伶 ホシノ 　スミレ 65 10 ⼤大阪 くまとりA.G.C. 南 　涼⾹香 ミナミ 　スズカ ユース2⼥女女⼦子シングル B
WAC ⼭山本 　瑠菜 ヤマモト 　ルナ 66 11 ⼤大阪 AE刈⾕谷 嶺嶺⽊木 　愛⾥里里 ミネキ 　アイリ ユース１⼥女女⼦子シングル A

板⾕谷 　光太郎郎 イタタニ 　コウタロウ 67 11 静岡 OSKスポーツクラブ 橋本 　希海 ハシモト 　ノア ユース2⼥女女⼦子シングル B
勅使河原 　美怜怜 テシガワラ 　ミサト 68 12 ⼤大阪 くまとりA.G.C. 丸⼭山 　順⼦子 マルヤマ 　ジュンコ ユース１⼥女女⼦子シングル A
川崎 　優理理杏 カワサキ 　ユリア 69 12 南東京 A.G.T.  グリーンHOP 星野 　楓 ホシノ 　カエデ ユース2⼥女女⼦子シングル B
⾼高岡 　真楓夏 タカオカ 　マカナ 70 13 ⿃鳥取 OSKスポーツクラブ ⻄西ノ薗 　まひろニシノソノ 　マヒロ ユース１⼥女女⼦子シングル A
橋本 　侑奈奈 ハシモト 　ユナ 71 13 ⼤大阪 くまとりA.G.C. 岩城 　未緒 イワキ 　ミオ ユース2⼥女女⼦子シングル B

A.C.  KURASHIKI 堀内 　海星 ホリウチ 　カイセ 72 14 福岡 スポーツスタジオS.D.E.  CITY 河野 　莉娃 カワノ 　リア ユース１⼥女女⼦子シングル A
A.C.  KURASHIKI 忠政 　遥奈奈 タダマサ 　ハルナ 73 14 埼⽟玉 S  K  J ⽥田中 　柚稀 タナカ 　ユズキ ユース2⼥女女⼦子シングル B

⽯石橋 　聡汰 イシバシ 　ソウタ 74 15 福岡 Team  OHMURA 川畑 　愛花⾥里里 カワバタ 　アカリ ユース１⼥女女⼦子シングル A
スポーツスタジオS.D.E.  CITY 河野 　莉娃 カワノ 　リア 75 15 北北海道 鈴鈴⽊木 　智絵 スズキ 　トモエ ユース2⼥女女⼦子シングル B
S  K  J 萩本 　祥陽 ハギモト 　ショウヨウ 76 16 宮城 AE刈⾕谷 蟹江 　樹⾥里里 カニエ 　ジュリ ユース１⼥女女⼦子シングル A
S  K  J ⼤大坂 　光 オオサカ 　ヒカリ 77 16 南東京 OSKスポーツクラブ 岡本 　⿇麻央 オカモト 　マオ ユース2⼥女女⼦子シングル B
アステム湘南VIGOROUS 今村 　⼀一歩 イマムラ 　イッポ 78 17 北北東京 エアロビックアスリートチーム  ジムナ 澁⾕谷 　千夏 シブヤ 　チナツ ユース１⼥女女⼦子シングル A
アステム湘南VIGOROUS 今村 　菜⼦子 イマムラ 　ナコ 79 17 宮城 アステム湘南VIGOROUS 鈴鈴⽊木 　⾵風菜 スズキ 　フウナ ユース2⼥女女⼦子シングル B

80 18 静岡 OSKスポーツクラブ ⽊木⼝口 　りおな キグチ 　リオナ ユース１⼥女女⼦子シングル A
46 1 埼⽟玉 岸邊 　茉央 キシベ 　マヒロ ユース１⼥女女⼦子シングル A 81 18 ⼤大阪 OSKスポーツクラブ ⼭山元 　⾥里里桜 ヤマモト 　リオ ユース2⼥女女⼦子シングル B
47 1 北北海道 ⼭山崎 　愛⾹香 ヤマザキ 　マナカ ユース2⼥女女⼦子シングル B 82 19 ⿃鳥取 OSKスポーツクラブ 間野 　萌花 マノ 　モエカ ユース１⼥女女⼦子シングル A
48 2 富⼭山 くまとりA.G.C. 井上 　優⾥里里和 イノウエ 　ユリナ ユース１⼥女女⼦子シングル A 83 19 北北東京 A.G.T.  グリーンHOP 中川 　千咲季 ナカガワ 　チサキ ユース2⼥女女⼦子シングル B
49 2 福岡 スポーツスタジオS.D.E.  CITY 下村 　朱璃 シモムラ 　シュリ ユース2⼥女女⼦子シングル B 84 20 埼⽟玉 A.G.T.  グリーンHOP 中村 　友紀 ナカムラ 　ユキ ユース１⼥女女⼦子シングル A
50 3 静岡 OSKスポーツクラブ 川上 　葉葉留留咲 カワカミ 　ハルサ ユース１⼥女女⼦子シングル A 85 20 埼⽟玉 アステム湘南VIGOROUS 今村 　菜⼦子 イマムラ 　ナコ ユース2⼥女女⼦子シングル B
51 3 静岡 AE刈⾕谷 中森 　彩⾳音 ナカモリ 　アヤネ ユース2⼥女女⼦子シングル B 86 21 ⿃鳥取 AE刈⾕谷 ⾼高柳柳 　光希 タカヤナギ 　ミツキ ユース１⼥女女⼦子シングル A
52 4 南東京 OKJエアロビックファミリー ⾦金金尾 　澪 カナオ 　シズク ユース１⼥女女⼦子シングル A 87 21 ⿃鳥取 AE刈⾕谷 ⾼高野 　頌⼦子 タカノ 　ショウコ ユース2⼥女女⼦子シングル B
53 4 富⼭山 梶原 　遥 カジワラ 　ハルカ ユース2⼥女女⼦子シングル B 88 22 南東京 S  K  J 橋⽖爪 　⾥里里於 ハシヅメ 　リオ ユース１⼥女女⼦子シングル A
54 5 北北海道 A.G.T.  グリーンHOP ⼾戸村 　花 トムラ 　ハナ ユース１⼥女女⼦子シングル A 89 22 静岡 ⽵竹元 　理理穂 タケモト 　リホ ユース2⼥女女⼦子シングル B
55 5 福岡 OKJエアロビックファミリー 瀬畑 　知佳⼦子 セバタ 　チカコ ユース2⼥女女⼦子シングル B 90 23 富⼭山 くまとりA.G.C. ⼭山本 　菜⽉月 ヤマモト 　ナツキ ユース１⼥女女⼦子シングル A
56 6 北北海道 ⾼高林林 　歩実 タカバヤシ 　アユミ ユース１⼥女女⼦子シングル A 91 23 ⿃鳥取 OSKスポーツクラブ 加藤 　嘉菜 カトウ 　ヒロナ ユース2⼥女女⼦子シングル B
57 6 ⿃鳥取 OSKスポーツクラブ 櫻間 　ゆい サクラマ 　ユイ ユース2⼥女女⼦子シングル B 92 24 静岡 BREEZE 新⾕谷 　彩華 シンタニ 　アヤカ ユース１⼥女女⼦子シングル A
58 7 ⼤大阪 OSKスポーツクラブ 塩飽 　菜々花 シワク 　ナナハ ユース１⼥女女⼦子シングル A 93 24 福岡 スポーツスタジオS.D.E.  CITY 柴⽥田 　世歌 シバタ 　セイカ ユース2⼥女女⼦子シングル B
59 7 南東京 OSKスポーツクラブ 宮宗 　萌 ミヤムネ 　モエ ユース2⼥女女⼦子シングル B 94 25 埼⽟玉 A.G.T.  グリーンHOP ⽯石原 　菜⽉月 イシハラ 　ナヅキ ユース１⼥女女⼦子シングル A
60 8 北北東京 AE刈⾕谷 ⾼高柳柳 　汐⾥里里 タカヤナギ 　シオリ ユース１⼥女女⼦子シングル A 95 25 富⼭山 くまとりA.G.C. 井上 　明⾳音 イノウエ 　ハルネ ユース2⼥女女⼦子シングル B
61 8 北北東京 S  K  J ⼤大坂 　光 オオサカ 　ヒカリ ユース2⼥女女⼦子シングル B 96 26 宮城 ⼭山⼝口 　彩莉 ヤマグチ 　アヤリ ユース１⼥女女⼦子シングル A
62 9 南東京 OSKスポーツクラブ 海原 　百花 カイハラ 　モモカ ユース１⼥女女⼦子シングル A
63 9 埼⽟玉 S  K  J ⾦金金⼦子 　実楓 カネコ 　ミフ ユース2⼥女女⼦子シングル B

「第12回JOCジュニアオリンピックカップ全国エアロビック選⼿手権⼤大会  in  袋井  2017」

「第13回JOCジュニアオリンピックカップ全国エアロビック選⼿手権⼤大会  in  袋井  2018」
出場選⼿手⼀一覧②

福岡 ジュニアトリオ A

⽒氏名 ⽒氏名

39 20 南東京 ジュニアトリオ A

B

45 2 -‐‑‒ ユース2ミックスペア B

休憩（35分）

43 5 -‐‑‒ ユース1ミックスペア B

44 1 -‐‑‒ ユース2ミックスペア

休憩（25分）

B

Bユース1ミックスペア-‐‑‒340

42 4 -‐‑‒ ユース1ミックスペア

41 21



出場選⼿手⼀一覧③

演技順 ゼッケン 代表⼤大会 登録クラブ 部⾨門 パネル 演技順 ゼッケン 代表⼤大会 登録クラブ 部⾨門 パネル

くまとりA.G.C. 井上 　優⾥里里和 イノウエ 　ユリナ BREEZE 菊池 　桃⼦子 キクチ 　モモコ
くまとりA.G.C. 丸⼭山 　順⼦子 マルヤマ 　ジュンコ BREEZE 新⾕谷 　彩華 シンタニ 　アヤカ
くまとりA.G.C. ⼭山本 　菜⽉月 ヤマモト 　ナツキ BREEZE 藤原 　歩⽣生 フジワラ 　アイ

OSKスポーツクラブ 岩井 　綾綾花 イワイ 　アヤカ OSKスポーツクラブ 岡本 　⿇麻央 オカモト 　マオ

OSKスポーツクラブ 加藤 　嘉菜 カトウ 　ヒロナ OSKスポーツクラブ 櫻間 　ゆい サクラマ 　ユイ

OSKスポーツクラブ 河原 　旭花 カワハラ 　アサカ OSKスポーツクラブ ⼭山元 　⾥里里桜 ヤマモト 　リオ

A.G.T.  グリーンHOP ⽯石原 　菜⽉月 イシハラ 　ナヅキ OSKスポーツクラブ 海原 　百花 カイハラ 　モモカ
A.G.T.  グリーンHOP ⼾戸村 　花 トムラ 　ハナ OSKスポーツクラブ 川上 　葉葉留留咲 カワカミ 　ハルサ
A.G.T.  グリーンHOP 中村 　友紀 ナカムラ 　ユキ OSKスポーツクラブ 塩飽 　菜々花 シワク 　ナナハ
OSKスポーツクラブ ⻘青⽊木 　⿇麻奈奈 アオキ 　マナ 梶原 　遥 カジワラ 　ハルカ
OSKスポーツクラブ 中⾕谷 　祈粋 ナカタニ 　キサキ ⽵竹元 　理理穂 タケモト 　リホ
OSKスポーツクラブ 橋本 　希海 ハシモト 　ノア 永利利 　優⾐衣 ナガトシ 　ユイ
OKJエアロビックファミリー 嶌⽥田 　隼太 シマダ 　シュンタ OSKスポーツクラブ 岩井 　⼤大樹 イワイ 　タイキ
Team  OHMURA 川畑 　愛花⾥里里 カワバタ 　アカリ OSKスポーツクラブ 加藤 　育⼦子 カトウ 　ナルミ
Team  OHMURA 川畑 　結愛 カワバタ 　ユイ OSKスポーツクラブ 惣市 　華 ソウイチ 　ハナ
くまとりA.G.C. 井上 　明⾳音 イノウエ 　ハルネ エアロビックアスリートチーム  ジムナ 河合 　翔 カワイ 　ショウ
くまとりA.G.C. 岩城 　未緒 イワキ 　ミオ S  K  J 萩本 　祥陽 ハギモト 　ショウヨウ

くまとりA.G.C. 南 　涼⾹香 ミナミ 　スズカ S  K  J ⾦金金⼦子 　実楓 カネコ 　ミフ
AE刈⾕谷 蟹江 　樹⾥里里 カニエ 　ジュリ AE刈⾕谷 ⿊黒⽥田 　七菜 クロダ 　ナナ
AE刈⾕谷 寺⾨門 　花胡 テラカド 　ハナコ AE刈⾕谷 ⾼高柳柳 　汐⾥里里 タカヤナギ 　シオリ
AE刈⾕谷 嶺嶺⽊木 　愛⾥里里 ミネキ 　アイリ AE刈⾕谷 ⾼高柳柳 　光希 タカヤナギ 　ミツキ
AE刈⾕谷 ⻤⿁鬼頭 　美帆 キトウ 　ミホ AE刈⾕谷 ⾼高野 　頌⼦子 タカノ 　ショウコ
AE刈⾕谷 中森 　彩⾳音 ナカモリ 　アヤネ AE刈⾕谷 藤⾕谷 　瑠菜 フジタニ 　ルナ
AE刈⾕谷 藤⾕谷 　璃⽔水 フジタニ 　リミ AE刈⾕谷 尾崎 　菜央 オザキ 　ナオ

北北川 　桃花 キタガワ 　モモカ エアロビックアスリートチーム  ジムナ 澁⾕谷 　千夏 シブヤ 　チナツ
AE刈⾕谷 ⾼高橋 　采⾥里里 タカハシ 　サリ エアロビックアスリートチーム  ジムナ 清村 　菜々美 シムラ 　ナナミ
AE刈⾕谷 野々⼭山 　芽依 ノノヤマ 　メイ エアロビックアスリートチーム  ジムナ 藤本 　つかさ フジモト 　ツカサ
スポーツスタジオS.D.E.  CITY 佐野 　椎菜 サノ 　シイナ AE刈⾕谷 佐藤 　瑠⾐衣 サトウ 　ルイ
スポーツスタジオS.D.E.  CITY 柴⽥田 　世歌 シバタ 　セイカ AE刈⾕谷 時⽥田 　真歩 トキタ 　マホ
スポーツスタジオS.D.E.  CITY 下村 　朱璃 シモムラ 　シュリ AE刈⾕谷 渡辺 　知夏 ワタナベ 　チナツ
AE刈⾕谷 ⻤⿁鬼頭 　快惺 キトウ 　カイセイ OSKスポーツクラブ 釜⽥田 　芽依 カマダ 　メイ
AE刈⾕谷 ⼤大⽮矢 　彩乃 オオヤ 　アヤノ OSKスポーツクラブ ⾼高橋 　綴⽊木 タカハシ 　ツヅキ
AE刈⾕谷 鍔本 　菜々⼦子 ツバモト 　ナナコ OSKスポーツクラブ ⻄西ノ薗 　まひろニシノソノ 　マヒロ
A.C.  KURASHIKI 上原 　理理李李佳 ウエハラ 　リリカ 加藤 　芽吹 カトウ 　イブキ
A.C.  KURASHIKI 多和 　麗麗 タワ 　ウララ 佐藤 　海綺 サトウ 　ミキ
A.C.  KURASHIKI 寄森 　⽉月⼦子 ヨリモリ 　ツキコ 盛⽥田 　海 モリタ 　ウミ
スポーツスタジオS.D.E.  CITY 河野 　莉娃 カワノ 　リア OSKスポーツクラブ 伊久 　爾⼦子 コレヒサ 　ニコ
スポーツスタジオS.D.E.  CITY 下村 　快夏 シモムラ 　カイカ OSKスポーツクラブ 難波 　さな ナンバ 　サナ
HSエアロビックダンス 嵩 　さくら ダケ 　サクラ OSKスポーツクラブ 湯浅 　歩乃実 ユアサ 　ホノミ

秋⼭山 　⾶飛依 アキヤマ 　ヒヨリ 岸邊 　茉央 キシベ 　マヒロ
秋⼭山 　夢翔 アキヤマ 　ユメカ WAC 野村 　純⼦子 ノムラ 　ジュンコ
⼭山本 　夏妃 ヤマモト 　ナツキ ⼭山⼝口 　彩莉 ヤマグチ 　アヤリ

OSKスポーツクラブ ⽊木⼝口 　りおな キグチ 　リオナ
OSKスポーツクラブ 眞鍋 　明好 マナベ 　メイ 129 1 -‐‑‒ BETTYʼ’S ベティーズ チーム A
OSKスポーツクラブ 間野 　萌花 マノ 　モエカ 130 2 北北東京 Fine  Max ファインマックス チーム A
ADVANCE  4 奥⾕谷 　菜々⼦子 オクタニ 　ナナコ 131 3 福岡 Aero  Step  II Team  Aero  StepⅡ チームエアロステップツー チーム A
ADVANCE  4 ⾕谷⼝口 　琴⾳音 タニグチ 　コトネ 132 4 ⿃鳥取 くまとりA.G.C. くまとりa.g.c.ジュニア クマトリエージーシージュニア チーム A
ADVANCE  4 ⼾戸⽥田 　千晶 トダ 　チアキ 133 5 -‐‑‒ izumix イズミックス チーム A

134 6 ⿃鳥取 Team  OHMURA TeamOHMURAジュニア チームオオムラジュニア チーム A
135 7 福岡 スポーツスタジオS.D.E.  CITY チームS.D.E  CITY「S.K.R」 チームエスディーイーシティーエスケイアール チーム A
136 8 北北東京 S  K  J 太⽥田愛娘キラキラガール オオタマナムスメキラキラガール チーム A
137 9 -‐‑‒ Blue  Weave ブルーウィーブ チーム A
138 10 ⿃鳥取 splash  soldier スプラッシュソルジャー チーム A
139 11 北北東京 FLAT  BACK・AE刈⾕谷 FLAT  BACK  &  AE刈⾕谷 フラットバックアンドエーイーカリヤ チーム A

18 福岡 ユース1トリオ A128

「第13回JOCジュニアオリンピックカップ全国エアロビック選⼿手権⼤大会  in  袋井  2018」
出場選⼿手⼀一覧③

A

ユース1トリオ A

127 17 ⼤大阪 ユース1トリオ A

B

⽒氏名 ⽒氏名

97 1 富⼭山 ユース１トリオ A 9

99 2 埼⽟玉 ユース１トリオ A

115

98 1 静岡 ユース２トリオ

北北東京 ユース１トリオ A

100 2 富⼭山 ユース２トリオ B

116 9 南東京 ユース２トリオ B

101 3 福岡 ユース１トリオ A

117 10 南東京 ユース１トリオ A

102 3 ⼤大阪 ユース２トリオ B

118 10 北北海道 ユース２トリオ B

103 4 宮城 ユース１トリオ A

119 11 ⿃鳥取 ユース１トリオ A

104 4 宮城 ユース２トリオ B

120 11 北北東京 ユース２トリオ B

105 5 埼⽟玉 ユース１トリオ A

121 12 静岡 ユース１トリオ A

106 5 福岡 ユース２トリオ B

122 12

107 6 南東京 ユース１トリオ A

123

⿃鳥取 ユース２トリオ B

14

静岡 ユース２トリオ

13

16 北北海道 ユース1トリオ

109 7 北北海道 ユース１トリオ A

124

125

126108 6

B

休憩（15分）

静岡

15 ⿃鳥取

112 8 南東京 ユース２トリオ B

A

宮城 ユース１トリオ A

B

111 8 ⼤大阪 ユース１トリオ A

ユース１トリオ

110 7 南東京 ユース２トリオ


