
第７回　関東エアロビック選手権大会　フライト競技　選手リスト

№ 部門 氏名 ふりがな 登録クラブ名 都県名
ユースA部門

101 ユースA 井口　悠馬 いぐち　ゆうま 東京都
102 ユースA 荻村　真衣 おぎむら　まい 栃木県
103 ユースA 川部　ゆの かわべ　ゆの WAC 神奈川県
104 ユースA 久世　彩絢 くせ　さあや 東京都
105 ユースA 小島　有梨花　 こじま　ゆりか 茨城県
106 ユースA 小針　美咲 こばり　みさき 栃木県
107 ユースA 酒井　結麻 さかい　ゆま 埼玉県
108 ユースA 篠塚　結梨 しのつか　ゆな 茨城県
109 ユースA 豊島　果歩　 とよしま　かほ 茨城県
110 ユースA 中山　陽菜　 なかやま　ひな 茨城県
111 ユースA 藤園　花乃 ふじぞの　はなの WAC 神奈川県
112 ユースA 山本　敬 やまもと　けい A.G.T.グリーンHOP 東京都



ユースB部門

201 ユースB 青葉　咲香 あおば　にこ 茨城県

202 ユースB 阿部　晏己 あべ　あんな 栃木県

203 ユースB 荒井　俐花 あらい　りか FFK YOKOHAMA 神奈川県

204 ユースB 壹岐　大雅 いき　たいが 茨城県

205 ユースB 井口　大河 いぐち　たいが 東京都

206 ユースB 井口　礼 いぐち　れい 東京都

207 ユースB 石井　心海 いしい　ここみ OKJエアロビックファミリー 東京都

208 ユースB 猪谷　杏実 いのたに　あみ 神奈川県

209 ユースB 岩﨑　蒼優羽　 いわさき　あゆは 茨城県

210 ユースB 江守　茉優 えもり　まゆ FFK YOKOHAMA 神奈川県

211 ユースB 遠藤　心春 えんどう　こはる OKJエアロビックファミリー 埼玉県

212 ユースB 大谷　友乃　　 おおたに　ゆの 茨城県

213 ユースB 大洞　眞子 おおほら　まこ OKJエアロビックファミリー 東京都

214 ユースB 岡田　こうめ おかだ　こうめ WAC 神奈川県

215 ユースB 岡田　夏音 おかだ　なつね OKJエアロビックファミリー 埼玉県

216 ユースB 岡野　安珠 おかの　あんじゅ OKJエアロビックファミリー 埼玉県

217 ユースB 田中　まり たなか　まり 群馬県

218 ユースB 小澤　来夢 おざわ　らむ ＳＫＪ 群馬県

219 ユースB 小野　紅葉 おの　くれは フィットネスクラブ BEST Mʼs 埼玉県

220 ユースB 小野澤奈々 おのざわ　なな フィットネスクラブ BEST Mʼs 埼玉県

221 ユースB 小野澤萌衣 おのざわ　めい フィットネスクラブ BEST Mʼs 埼玉県

222 ユースB 川田　結生奈 かわだ　ゆいな ＯＫＪエアロビックファミリー 神奈川県

223 ユースB 金井　寧音 かない　ねね 栃木県

224 ユースB 鈴木莉衣菜 すずき　りいな フィットネスクラブ BEST Mʼs 埼玉県

225 ユースB 鴇田　花音 ときた　かのん 茨城県

226 ユースB 久世　小桜 くせ　こはる 東京都

227 ユースB 栗島　美瑚 くりしま　みこ FFK YOKOHAMA 神奈川県



228 ユースB 栗原 志歩 くりはら しほ A.G.T.グリーンHOP 千葉県

229 ユースB 栗原　望斗 くりはら　みと エアロビックアスリートチーム ジムナ 埼玉県

230 ユースB 見学　美波 けんがく　みなみ 茨城県

231 ユースB 小井土　咲生 こいど　さき A.G.T.グリーンHOP 東京都

232 ユースB 小林　綾奈 こばやし　あやな 茨城県

233 ユースB 酒井　琴音 さかい　ことね 栃木県

234 ユースB 榊原　花心 さかきばら　かこ 神奈川県

235 ユースB 坂本　美直 さかもと　みち WAC 神奈川県

236 ユースB 佐藤　楓華 さとう　ふうか エアロビックアスリートチームジムナ 群馬県

237 ユースB 佐怒賀　夢　 さぬか　ゆめ 茨城県

238 ユースB 佐間田　陽由 さまだ　ひより エアロビックアスリートチームジムナ 群馬県

239 ユースB 塩畑　　萌 しおはた　もえ フィットネスクラブ BEST Mʼs 埼玉県

240 ユースB 篠原　結芽 しのはら　ゆめ エアロビックアスリートチームジムナ 群馬県

241 ユースB 清村　萌々香 しむら　ももか エアロビックアスリートチームジムナ 群馬県

242 ユースB 菅谷　希優 すがや　まひろ 茨城県

243 ユースB 鈴木　楓乃音 すずき　かのん 茨城県

244 ユースB 鈴木　沙弥 すずき　さや WAC 神奈川県

245 ユースB 鈴木　茅菜 すずき　ちな 茨城県

246 ユースB 金子　愛梨 かねこ　あいり A.G.TグリーンHOP 東京都

247 ユースB 高橋　明菜 たかはし　めいな 群馬県

248 ユースB 高橋　瑠那 たかはし　るな フィットネスクラブ BEST Mʼs 埼玉県

249 ユースB 小澤　未夢 おざわ　みゆ ＳＫＪ 群馬県

250 ユースB 田村　優奈 たむら　ゆな エアロビックアスリートチームジムナ 群馬県

251 ユースB 寺嶋　俐乃　 てらしま　りの 茨城県

252 ユースB 川島　奈葉 かわしま　なのは ＳＫＪ 群馬県

253 ユースB 長尾　美咲 ながお　みさき 埼玉県

254 ユースB 長野　友香 ながの　ゆか A.G.TグリーンHOP 東京都

255 ユースB 成冨　美優 なりとみ　みゆ OKJエアロビックファミリー 埼玉県



256 ユースB 二瓶　由理奈 にへい　ゆりな ＳＫＪ 群馬県

257 ユースB 畠山　初音 はたけやま　はつね A.G.T.グリーンHOP 東京都

258 ユースB 原　美海 はら　みひろ エアロビックアスリートチームジムナ 群馬県

259 ユースB 原　優月 はら　ゆづき エアロビックアスリートチームジムナ 群馬県

260 ユースB 平井　菜月 ひらい　なつき 群馬県

261 ユースB 平田　唯花 ひらた　ゆいか OKJエアロビックファミリー 神奈川県

262 ユースB 藤中陽菜乃 ふじなか　ひなの フィットネスクラブ BEST Mʼs 埼玉県

263 ユースB 北條日絆乃 ほうじょう　ひなの OKJエアロビックファミリー 埼玉県

264 ユースB 松井　娃利 まつい　あいり 群馬県

265 ユースB 松田　朱理 まつだ　あかり 茨城県

266 ユースB 松本　音々 まつもと　ねね FFK YOKOHAMA 神奈川県

267 ユースB 水口　結乃 みずぐち　ゆの 茨城県

268 ユースB 宮崎　絆愛 みやざき　はんな 東京都

269 ユースB 村山　咲瑛 むらやま　さえ OKJエアロビックファミリー 東京都

270 ユースB 柳澤　優菜 やなぎさわ　ゆうな フィットネスクラブ BEST Mʼs 埼玉県

271 ユースB 山﨑　優来 やまざき　ゆら 栃木県

272 ユースB 山科　佳蓮 やましな　かれん 埼玉県

273 ユースB 山本　佳奈 やまもと　かな A.G.T.グリーンHOP 東京都

274 ユースB 弓削　美菜 ゆげ　はるな フィットネスクラブ BEST Mʼs 埼玉県

275 ユースB 横川　華蓮　 よこかわ　かれん 茨城県

276 ユースB 吉松　花音　 よしまつ　かのん 茨城県

277 ユースB 吉田　絢音 よしだ　あやね エアロビックアスリートチームジムナ 群馬県

278 ユースB 和氣　愛佳 わき　あいか OKJエアロビックファミリー 東京都

279 ユースB 和氣　芽佳 わき　めいか OKJエアロビックファミリー 東京都



ユースC部門

301 ユースC 石井　苺 いしい　まい 東京都

302 ユースC 岩﨑　美優　 いわさき　みゆ 茨城県

303 ユースC 大橋　柚杏 おおはし　ゆず 栃木県

304 ユースC 熊井戸　泉 くまいど　いずみ 群馬県

305 ユースC 見学　翔一 けんがくしょういち 茨城県

306 ユースC 酒井　麻愛 さかい　まな 埼玉県

307 ユースC 佐々木　叶夢 ささき　かのん エアロビックアスリートチームジムナ 群馬県

308 ユースC 佐藤　美椿 さとう　みつば エアロビックアスリートチームジムナ 群馬県

309 ユースC 佐藤　結月 さとう　ゆづき 茨城県

310 ユースC 清村　菜々美 しむら　ななみ エアロビックアスリートチームジムナ 群馬県

311 ユースC  関　 悠衣  せき　ゆい 茨城県

312 ユースC 田中　悠生　 たなか　ゆい 茨城県

313 ユースC 田村　朱莉 たむら　あかり 群馬県

314 ユースC 高橋　ひなの たかはし　ひなの アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

315 ユースC 鴇田 　苺花 ときた　いちか 茨城県

316 ユースC 野村　愛莉　 のむら　あいり 茨城県

317 ユースC 林　優 はやし　ゆう OKJエアロビックファミリー 東京都

318 ユースC 平田　理音菜 ひらた　りおな OKJエアロビックファミリー 神奈川県

319 ユースC 正木　　怜 まさき　れい フィットネスクラブ BEST Mʼs 埼玉県

320 ユースC 山田　望生 やまだ　みう 神奈川県

321 ユースC 横川　結迦　 よこかわ　ゆうか 茨城県

322 ユースC 吉田　捺姫 よしだ　なつき エアロビックアスリートチームジムナ 群馬県

323 ユースC 渡邉　麻理子 わたなべ　まりこ OKJエアロビックファミリー 東京都



シニアA部門

401 シニアA 石井　勇羽奈 いしい　ゆうな 群馬県

402 シニアA 岩崎　優羽   いわさき　ゆう 茨城県

403 シニアA 金尾　　澪 かなお　しずく OKJエアロビックファミリー 埼玉県

404 シニアA 上斗米　彩花 かみとまい　あやか OKJエアロビックファミリー 東京都

405 シニアA 橘田　紫 きった　むらさき 東京都

406 シニアA 栗林　紗矢佳 くりばやし　さやか ＳＫＪ 群馬県

407 シニアA 栗原　朋花 くりはら　ともか フィットネスクラブ BEST Mʼs 埼玉県

408 シニアA 河野　さゆり こうの　さゆり エアロビックアスリートチームジムナ 群馬県

409 シニアA 竹内　真利奈 たけうち　まりな 神奈川県

410 シニアA 宮澤　千尋 みやざわ　ちひろ OKJエアロビックファミリー 埼玉県



シニアB部門

501 シニアB 石井　利江 いしい　としえ 群馬県

502 シニアB 稲元由紀子 いなもと　ゆきこ 埼玉県

503 シニアB 岸　　妙子 きし　たえこ 埼玉県

504 シニアB 高橋　哉子 たかはし　かなこ 埼玉県

505 シニアB 田中　亜美 たなか　あみ 群馬県

506 シニアB 田村　有紀子 たむら　ゆきこ 群馬県

507 シニアB 白石　泰久 しろいし　やすひさ 群馬県

508 シニアB 平井　晃子 ひらい　あきこ 群馬県

509 シニアB 福富　千鶴 ふくとみ　ちづる 埼玉県

510 シニアB 横山志穂美 よこやま　しほみ 埼玉県



マスターズ部門

601 マスターズ 石田　悦子 いしだ　えつこ 群馬県

602 マスターズ 大池　敦子 おおいけ　のぶこ 埼玉県

603 マスターズ 大池　　雅 おおいけ　まさし 埼玉県

604 マスターズ 柿沼　佳子 かきぬま　けいこ 東京都

605 マスターズ 金子　周平 かねこ　しゅうへい 東京都

606 マスターズ 肥沼　悦子 こいぬま　えつこ 埼玉県

607 マスターズ 小林　泰夫 こばやし　やすお 群馬県

608 マスターズ 矢口 美千代 やぐち みちよ 千葉県



グランドマスターズ部門

701 グランドマスターズ 岩井　初美 いわい　はつみ 群馬県

702 グランドマスターズ 加藤　真由美 かとう　まゆみ A.G.T.グリーンHOP 東京都

703 グランドマスターズ 斉藤　美治 さいとう　よしはる アステム湘南VIGOROUS 神奈川県

704 グランドマスターズ 篠塚　信子 しのづか　のぶこ 埼玉県

705 グランドマスターズ 田原　昭彦 たばら　あきひこ 神奈川県

706 グランドマスターズ 本多　弘子 ほんだ　ひろこ 東京都

707 グランドマスターズ 横山　悦子 よこやま　えつこ 群馬県

708 グランドマスターズ 渡辺 尚美 わたなべ なおみ 千葉県



オープン部門（小中学生）

801 ユースA 佐藤　かりな さとう　かりな 福島県

802 ユースB 佐藤　ゆりあ さとう　ゆりあ 福島県

オープン部門（高校生以上）

811 シニアB 池田　厚 いけだ　あつし 福島県

812 シニアB 黒沢　敬一 くろさわ　けいいち 福島県

813 マスターズ 五十嵐　由則 いがらし　よしのり 福島県

814 マスターズ 渡邊　清美 わたなべ　きよみ 福島県

815 グランドマスターズ 服部　武 はっとり　たけし 埼玉県

816 グランドマスターズ 山野辺　史江 やまのべ　ふみえ 福島県



　　ユースJ　男女混合シングル部門

YJ1 YJ男女混合シングル 原島　侑希 はらしま　ゆうき SKJ 群馬県

YJ2 YJ男女混合シングル 山本　佳奈 やまもと　かな A.G.T グリーンHop 東京都

YJ3 YJ男女混合シングル 平田　唯花 ひらた　ゆいか OKJエアロビックファミリー 神奈川県

YJ4 YJ男女混合シングル 小澤　未夢 おざわ　みゆ SKJ 群馬県

YJ5 YJ男女混合シングル 金子　愛梨 かねこ　あいり A.G.T グリーンHop 東京都

YJ6 YJ男女混合シングル 二瓶　由理奈 にへい　ゆりな SKJ 群馬県

YJ7 YJ男女混合シングル 畠山　初音 はたけやま　はつね A.G.T グリーンHop 東京都

YJ8 YJ男女混合シングル 川島　奈葉 かわしま　なのは SKJ 群馬県

YJ9 YJ男女混合シングル 山本　敬 やまもと　けい A.G.T グリーンHop 東京都

YJ10 YJ男女混合シングル 北條　日絆乃 ほうじょう　ひなの OKJエアロビックファミリー 埼玉県


