
①　名前、ふりがなをご確認ください。　

②　12/5までに参加費をお振込ください。

③　12/5までに音源CDをお送り下さい。　

シングル部門 参加費　5,000円

名前 ふりがな

1 島田　徹 しまだ　とおる

2 村上　裕一郎 むらかみ　ゆういちろう

名前 ふりがな

1 佐藤　由美 さとう　ゆみ

2 片桐　あずさ かたぎり　あずさ

3 山岡　夕夏 やまおか　ゆか

4 佐藤　弘子 さとう　ひろこ

5 加藤　真由美 かとう　まゆみ

6 小野寺　淳子 おのでら　あつこ

7 岩倉　昌穂 いわくら　まさほ

8 林　秀子 はやし　ひでこ

9 伊藤　由美 いとう　ゆみ

10 笹生　万里子 さそう　まりこ

11 中丸　智美 なかまる　ともみ

名前 ふりがな

1 菊池　志穂美 きくち　しほみ

名前 ふりがな

1 丹羽　昭夫 にわ　あきお

名前 ふりがな

1 小山　杏依子 こやま　あいこ

2 小島　なつ子 こじま　なつこ

3 小松田　葵 こまつだ　あおい

4 栗原　希枝 くりはら　きえ

2017/12/17 開催　ベイサイドコンテスト
公式競技・チーム競技　参加申込者名簿

（演技順は後日掲載します）

シニア3男子　45才以上

シニア3女子　45才以上

シニア2女子　17才～44才

シニア1男子　17才以上

シニア1女子　17才以上

※キャンセルする場合はご一報ください



参加費　4,000円

名前 ふりがな

1 内城　亜沙子 うちじょう　あさこ

2 中川　千咲季 なかがわ　ちさき

3 冨永　幸海 とみなが　ゆきみ

4 小林　未佳 こばやし　みか

5 植松　杏奈 うえまつ　あんな

名前 ふりがな

1 野村　純子 のむら　じゅんこ

2 澁谷　千夏 しぶや　ちなつ

3 山本　幸音 やまもと　ゆきね

4 中村　友紀 なかむら　ゆき

5 飯田　さら いいだ　さら

6 遠藤　湖々 えんどう　ここ

7 山口　彩莉 やまぐち　あやり

8 岸邊　茉央 きしべ　まひろ

9 藤園　瑠海 ふじその　るか

10 関　亜咲 せき　あさき

11 長與　春花 ながよ　はるか

12 今井　咲月 いまい　さつき

13 大城　咲来 おおき　さくら

14 関　悠衣 せき　ゆい

15 眞岡　優美 まおか　なつみ

16 加藤　芽吹 かとう　いぶき

17 星野　麻衣 ほしの　まい

18 宮澤　千尋 みやざわ　ちひろ

19 森田　梨音 もりた　りおん

20 岡　実優 おか　みゆ

21 石原　菜月 いしはら　なづき

22 小澤　ひな子 おざわ　ひなこ

23 米村　友菜 よねむら　ゆな

24 鬼頭　莉子 きとう　りこ

25 植松　まり奈 うえまつ　まりな

26 小野寺　星 おのでら　あかり

ユース2　14才～16才

ユース1　11才～13才



参加費　4,000円

名前 ふりがな

1 吉田　由佳 よしだ　ゆうか

2 盛田　天 もりた　てん

3 小林　向葵 こばやし　あおい

4 金子　あさか かねこ　あさか

5 佐藤　千咲 さとう　ちさき

6 木村　百花 きむら　ももか

7 伊澤　咲姫 いざわ　さき

8 山口　苺香 やまぐち　いちか

9 天王　小春 てんおう　こはる

10 牧　結衣菜 まき　ゆいな

11 山本　瑠菜 やまもと　るな

12 細井　礼 ほそい　れい

13 金田　愛美 かねだ　まなみ

14 川田　結生菜 かわだ　ゆいな

15 平田　理音菜 ひらた　りおな

16 金谷　優花 かなや　ゆうか

17 並里　明莉 なみさと　あかり

18 金子　結衣 かねこ　ゆい

19 星野　純怜 ほしの　すみれ

20 山本　美瑠 やまもと　みる

名前 ふりがな

1 吉田　愛佳 よしだ　あいか

2 中田　結菜 なかだ　ゆいな

3 金子　乃々佳 かねこ　ののか

4 山本　美瑠 やまもと　みる

5 小原　理子 おはら　りこ

ジュニア規定男女　10才以下

プレユース1（9才～10才）



トリオ部門 参加費　9,000円

名前 ふりがな

秋山　夢翔 あきやま　ゆめか

山本　夏妃 やまもと　なつき

秋山　飛依 あきやま　ひより

名前 ふりがな

野村　純子 のむら　じゅんこ

岸邊　茉央 きしべ　まひろ

山口　彩莉 やまぐち　あやり

鈴木　花 すずき　はな

渡辺　永愛 わたなべ　えな

髙橋　ちひろ たかはし　ちひろ

加藤　芽吹 かとう　いぶき

佐藤　海綺 さとう　みき

盛田　海 もりた　うみ

東　なぎさ あずま　なぎさ

市村　華椰 いちむら　はるな

真砂　美優 まさご　みゆう

篠原　帆乃未 しのはら　ほのみ

水嶋　彩愛 みずしま　あやな

泉　菜々帆 いずみ　ななほ

名前 ふりがな

斉藤　優輝 さいとう　ゆうき

由良　興太郞 ゆら　こたろう

牧田　梨湖 まきた　りこ

正木　怜 まさき　れい

上沼　心春 かみぬま　こはる

小野澤　萌衣 おのざわ　めい

佐藤　千咲 さとう　ちさき

金子　乃々佳 かねこ　ののか

山本　美瑠 やまもと　みる

山本　瑠菜 やまもと　るな

金子　あさか かねこ　あさか

星野　純伶 ほしの　すみれ

チーム競技 参加費　8,000円

名前 ふりがな

松尾　莉沙 まつお　りさ

森田　梨音 もりた　りおん

東　なぎさ あずま　なぎさ

篠原　帆乃未 しのはら　ほのみ

酒井　麻愛 さかい　まな

以上申込順　敬称略

エアロビックダンス　16才以下

ユース2　14才～16才

ユース1　11才～13才
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ジュニアトリオ　10才以下
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	公式・チーム選手リスト

