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主　催：江東区エアロビック連盟

後　援：東京都教育委員会・公益社団法人 日本エアロビック連盟
NPO法人 東京都エアロビック連盟

協　賛：㈱岡田徽章／カリフォルニア・レーズン協会

≪フライトリーダー≫　丹　憲一・河野 さゆり　

≪審判員≫　JAF認定審判員　



ゼッケン№ 名　前 ふりがな ゼッケン№ 名　前 ふりがな

101 土屋　萌々子 つちや　ももこ 131 吉田　愛佳 よしだ　あいか

102 盛田　天 もりた　てん 132 中田　結菜 なかだ　ゆいな

103 村田　明日香 むらた　あすか 133 関　亜咲 せき　あさき

104 清村　萌々香 しむら　ももか 134 飯田　さら いいだ　さら

105 井上　奈菜夏 いのうえ　ななか 135 吉田　由佳 よしだ　ゆうか

106 宮澤　裕也 みやざわ　ゆうや 136 眞岡　優美 まおか　なつみ

107 緒方　七海 おがた　ななみ 137 今井　咲月 いまい　さつき

108 丸山　梨珠 まるやま　りず 138 山本　幸音 やまもと　ゆきね

109 丸山　杏珠 まるやま　あんず 139 山口　苺香 やまぐち　いちか

欠 小川　舞依 おがわ　まい 140 小澤　ひな子 おざわ　ひなこ

111 福本　将大 ふくもと　しょうだい 141 渡邊　愛梨 わたなべ　あいり

112 岡田　陽夏 おかだ　ひなつ　 142 髙橋　亜沙美 たかはし　あさみ

113 岡田　夏音 おかだ　なつね 143 木村　百花 きむら　ももか

114 川田　結生奈 かわだ　ゆいな 144 平塚　悠友 ひらつか　ゆう

115 平田　理音奈 ひろた　りおな 145 遠藤　湖々 えんどう　ここ

116 横田　美桜 よこた　みお 146 清村　菜々美 しむら　ななみ

117 横田　志緒 よこた　しお 147 佐伯　恭佳 さえき　きょうか

118 大北　瑛斗 おおきた　えいと 148 木村　有寿 きむら　ゆず

119 大北　芽生 おおきた　めい 149 山野井　希桃 やまのい　きもも

120 嶋村　一真 しまむら　かずま 150 岡　実優 おか　みゆ

121 細井　礼 ほそい　れい 151 児玉　悠月 こだま　ゆずき

122 細井　大河 ほそい　たいが 152 長谷川　匠 はせがわ　たくみ

123 天王　小春 てんおう　こはる 153 長谷川　花凛 はせがわ　かりん

124 堤　柚菜 つつみ　ゆずな 154 米村　友菜 よねむら　ゆうな

125 堤　律輝 つつみ　りつき

※フライト部門は、前後半の間に5分間休憩します。

初心者部門は後半からの参加となります。

それぞれ決勝戦の実施はありません。

フライト部門　ゼッケン№　①

小学校4年生以下初心者部門



ゼッケン№ 名　前 ふりがな ゼッケン№ 名　前 ふりがな

171 野村　純子 のむら　じゅんこ 211 大和田　優菜 おおわだ　ゆうな

172 加藤　芽吹 かとう　いぶき 212 植田　裕美子 うえだ　ゆみこ

173 松尾　莉沙 まつお　りさ 213 上斗米　彩花 かみとまい　あやか

174 西岡　このみ にしおか　このみ 214 遠藤　音々 えんどう　ねね

175 山崎　汐音 やまざき　しおね 215 根本　一花 ねもと　いちか

176 上斗米　新菜 かみとまい　にいな 216 石井　日菜 いしい　ひな

177 高林　歩実 たかばやし　あゆみ 217 清水　瑞木 しみず　みづき

178 盛田　海 もりた　うみ 218 中村　杏奈 なかむら　あんな

179 岸邊　茉央 きしべ　まひろ 219 諏訪　礼奈 すわ　れいな

180 長與　春花 ながよ　はるか 220 秋元　梨菜 あきもと　りな

181 長與　夕夏 ながよ　ゆうか 221 小林　未佳 こばやし　みか

182 金尾　澪 かなお　しずく 222 岡本　香穂 おかもと　かほ

183 小池　美月 こいけ　みづき 223 佐藤　美来 さとう　みく

184 宮澤　千尋 みやざわ　ちひろ 224 福田　羽七 ふくだ　はなな

185 星野　結衣 ほしの　ゆい

186 星野　麻衣 ほしの　まい ※フライト部門は、前後半の間に5分間休憩します。

187 奥富　歩乃佳 おくとみ　ほのか 初心者部門は後半からの参加となります。

188 宇佐美　郁人 うさみ　あやと それぞれ決勝戦の実施はありません。

189 佐藤　海綺 さと　みき

190 宮下　夢羽 みやした　ゆら

191 池田　翠月 いけだ　みづき

192 鬼頭　莉子 きとう　りこ

193 小野寺　星 おのでら　あかり

194 倉持　春菜 くらもち　はるな

195 小林　渚 こばやし　なぎさ

196 松崎　美結菜 まつざき　みゆな

197 小野寺　紗 おのでら　すず

中学生小学校5・6年生

フライト部門　ゼッケン№　②



№ 名前 ふりがな № 名前 ふりがな № 名前 ふりがな

1 眞岡　優美 まおか　なつみ 11 野村　純子 のむら　じゅんこ 33 星野　麻衣 ほしの　まい

2 松尾　莉沙 まつお　りさ 12 西岡　このみ にしおか　このみ 34 白石　愛 しらいし　まな

3 関　亜咲 せき　あさき 13 山口　萌子 やまぐち　もえこ 35 金尾　澪 かなお　しずく

4 佐伯　恭佳 さえき　きょうか 14 村上　杏奈 むらかみ　あんな 36 開田　夏帆 かいだ　なつほ

5 渡邊　愛梨 わたなべ　あいり 15 高林　歩実 たかばやし　あゆみ 37 宮澤　千尋 みやざわ　ちひろ

6 上斗米　新菜 かみとまい　にいな 16 大和田　優菜 おおわだ　ゆうな 38 上園　梨々香 かみぞの　りりか

7 小澤　ひな子 おざわ　ひなこ 17 盛田　海 もりた　うみ 39 大塚　アリシア おおつか　ありしあ

18 伊地知　暖 いじち　のん 40 小野寺　星 おのでら　あかり

19 松尾　碧海 まつお　あみ 41 加藤　愛子 かとう　あいこ

20 岸邊　茉央 きしべ　まひろ 42 鬼頭　莉子 きとう　りこ

№ 名前 ふりがな 21 土屋　菜々子 つちや　ななこ 43 宮下　夢羽 みやした　ゆら

8 嶌田　隼太 しまだ　しゅんた 22 中村　友紀 なかむら　ゆき 44 倉持　春菜 くらもち　はるな

9 宇佐美　郁人 うさみ　あやと 欠 加藤　芽吹 かとう　いぶき 45 飛知和　愛 ひちわ　あい

10 津田　優斗 つだ　まさと 24 中川　千咲季 なかがわ　ちさき 46 小林　渚 こばやし　なぎさ

25 星野　結衣 ほしの　ゆい 47 松崎　美結菜 まつざき　みゆな

26 上斗米　彩花 かみとまい　あやか

27 小林　未佳 こばやし　みか

28 栗原　結衣 くりはら　ゆい

29 今泉　佳菜 いまいずみ　かな

30 佐藤　海綺 さとう　みき

31 奥富　歩乃佳 おくとみ　ほのか

32 山本　夏妃 やまもと　なつき

　参加選手リスト　ゼッケン№　演技順Ⅰ

プレユース1　シングル部門　

ユース1　男子シングル部門

ユース1　女子シングル部門　① ユース1　女子シングル部門　②



№ 名前 ふりがな № 名前 ふりがな № 名前 ふりがな

48 佐藤　夢羽 さとう　ゆめは 野村　純子 のむら　じゅんこ 田中　千晴 たなか　ちはる

49 谷中　茜里 やなか　あかり 伊地知　暖 いじち　のん 後藤　汐音 ごとう　しおん

50 冨永　幸海 とみなが　ゆきみ 尾崎　叶 おざき　かなう 安藤　理紗 あんどう　りさ

欠 鈴木　あい子 すずき　あいこ 長谷川　知里 はせがわ　ちさと

52 大蔵　遼奈 おおくら　りょうな 長谷川　真咲 はせがわ　まさき

53 星野　楓 ほしの　かえで № 名前 ふりがな 関根　未歩 せきね　みぶ

54 日吉　彩乃 ひよし　あやの 吉田　愛佳 よしだ　あいか 関根　希浬 せきね　きり

55 赤星　夏菜 あかほし　なな 渡邊　愛梨 わたなべ　あいり 奥田　菜未 おくだ　なみ

56 与口　真優 よぐち　まゆ 小澤　ひな子 おざわ　ひなこ 鶴岡　日依 つるおか　ひより

57 櫻井　美里 さくらい　みさと 眞岡　優美 まおか　なつみ 斉藤　舞花 さいとう　まいか

58 植田　裕美子 うえだ　ゆみこ 関　亜咲 せき　あさき 神谷　涼葉 かみや　すずは

59 瀬畑　知佳子 せばた　ちかこ 中田　結菜 なかだ　ゆいな 諏訪　礼奈 すわ　れいな

今井　咲月 いまい　さつき 清水　瑞木 しみず　みづき

飯田　さら いいだ　さら 石井　日菜 いしい　ひな

山本　幸音 やまもと　ゆきね 根本　一花 ねもと　いちか

　参加選手リスト　ゼッケン№　演技順Ⅱ

ユース2　女子シングル部門　 ユース1　トリオ部門

ジュニアトリオ部門

ジュニア・ユースチーム部門

欠

60

64

63

61

62



部　門 区　分 順　位 № 氏　名

中学生 優　勝 104 今村 　菜子

優　勝 117 高林 　歩実

準優勝 115 今村 　一歩

優　勝 136 加藤　 芽吹

準優勝 153 小池 　美月

第3位 150 戸村　 　花

優　勝 87 福田 　羽七

準優勝 81 加藤 　愛子

プレユース1 優　勝 1 戸村　 　花

優　勝 18 星野 　　楓

準優勝 20 中村 　友紀

第3位 15 中川 千咲季

ユース1男子 優　勝 47 今村　 一歩

優　勝 60 石井 　海晴

準優勝 62 大門　　 茜

18 星野　　 楓

ユース1 優　勝 73 星野楓・栗原結衣・中村友紀

ジュニア 優　勝 75 関亜咲・小澤ひな子・甲斐愛梨

チーム ジュニア・ユース 審判員特別賞 ※　 77 湘南 SPARKLE

 (敬称略)

　 江東区深川スポーツセンター　大体育室　2015/4/29 

第13回東京都ジュニアエアロビック選手権2015　　受賞者の記録

トリオ

※1　シングル部門最高得点の選手　                                                             　　　　　　　    　　　　　　　　　　　

※2　参加が3組に満たないためJAF規定により優勝等の表彰はありませんが、

　　　得点が高くすぐれた演技であったため審判員特別賞を設けました。

フライト

小学校5・6年生

小学校4年生以下

初心者部門

シングル

ユース1女子

ユース2女子

東京都教育委員会賞　※1



開　始 終　了

9:20 9:40 フライト部門

9:40 開場・観覧者入場（大体育室入り口）　　　※撮影受付はありません。

11:00 11:20 シングル部門　

11:20 11:30 トリオ部門／ジュニアトリオ部門／ジュニア・ユースチーム部門　

10:00 フライト部門選手　アリーナ整列

10:10 ≪開会式≫　

10:25 フライト部門　 ルーティン確認 10分間（水分補給含む）

10:35 フライト部門前半 　20分間

10:55 休憩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆初心者部門入場☆

11:00 フライト部門　 ルーティン確認 15分間（水分補給含む）　

11:15 11:35 フライト部門後半 （プラス初心者部門）　20分間

休憩

12:10 ≪演技部門≫

12:15 シングル　プレユース1：7名　　　　　　　　※選手出入りは下手から

14:05 　　　　　ユース1：男子3名・女子22名 　　　　　　

14:20 　　　　　ユース1：女子15名 、ユース2：女子12名　　　　　

16:30 トリオユース1：1組、ジュニアトリオ：3組、ジュニア・ユースチーム：2組　

16:35 ≪フライト部門表彰式≫　受賞者集合（レオタード着用）ステージ　下手　

　順次演技部門受賞者発表　

17:00 ≪シングル・トリオ部門表彰式・閉会式≫

17:30 参加者全員退出

※　各開始時間は進行状況により変更になる場合がありますのでご注意下さい。会場内のアナウンスをよく聞いて下さい。

　　安全管理上、子供だけで体育館の外に出ないで下さい。特に小さいお子様はお手元から離さないように。

※　練習は全て大体育室内で行います。お互い譲り合って怪我のないように練習してください。音楽を流して練習はできません。

※　大会進行の妨げとなるため、演技エリア横は出番待ちの選手・コーチ（有資格者）以外は立ち入り禁止です。

土足禁止 1Fアリーナ、2F観覧席全て土足禁止です。応援、保護者の方も上履きシューズ、靴入れ袋をお持ちください。

靴、ウェア、貴重品等、紛失しないよう各自で管理して下さい。紛失に関して、当方では責任を負いかねます。

撮　影 今回は撮影受付はありません。ただし以下の決まりをお守りください。

審判に支障の無い様、また他の観客の迷惑にならないよう指示された場所で撮影をお願いします。

大体育室以外の廊下等共用部分での撮影は出来ません。ストロボ・フラッシュは禁止です。

肖像権は主催者に帰属します。WEBサイト等の二次使用は許可しません。撮影注意書きを必ずご覧下さい。

会場より アリーナ内は水分補給以外の飲食禁止。ロビーでお願いします。

ゴミは全てお持ち帰りいただきます。喫煙は指定の場所で行ってください。

安全管理上、会場外、戸外での練習は禁止です。会場外に荷物を放置しないこと。更衣は更衣室を使用。

＊選手の集合は各スタートの15分前／キャンセルがあった場合時間が繰り上がりますのでご注意ください

＊結果発表掲示場所：大体育室内／順次結果は発表されます

≪大会がスムーズに行えるよう皆様のご理解ご協力をお願い致します。係の者の指示に従って下さい。≫  

第14回東京都ジュニアエアロビック選手権2016　　スケジュール　2016/4/29

【受付】　　1F大体育室入り口　　選手更衣：2F更衣室　（8：30～）　

【大体育室】　☆競技の進行状況により、時間が前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。
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