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ゼッケン№ 名　前 ふりがな ゼッケン№ 名　前 ふりがな

81 小野澤　奈々 おのざわ　なな 111 中田　綾菜 なかだ　あやな

82 有田　心菜 ありた　ここな 112 木村　百花 きむら　ももか

83 冨田　真代 とみた　もよ 113 正木　怜 まさき　れい

84 吉原　瑠花 よしはら　るか 114 徳嶺　夏希 とくみね　なつき

85 佐久間　歩美 さくま　あゆみ 115 上原　穂美 うえはら　ほのみ

86 水上　碧 みずがみ　あおい 116 渡辺　咲季 わたなべ　さき

87 永野　真良 ながの　まお 117 小野澤　萌衣 おのさわ　めい

88 北川　詩乃 きたがわ　しの 118 山口　莉奈 やまぐち　りな

89 磯辺　莉子 いそべ　りこ 119 成田　花乃 なりた　はなの

90 小野寺　奏 おのでら　かな 120 川田　結生奈 かわだ　ゆいな

91 石井　心海 いしい　ここみ 121 清村　萌々香 しむら　ももか

92 渡邉　麻理子 わたなべ　まりこ 122 榎　亜湖 えのき　あこ

123 小吹　愛来 こぶき　あいら

124 栗原　望斗 くりはら　みと

ゼッケン№ 名　前 ふりがな 125 水野　志帆 みずの　しほ

101 野中　有里 のなか　ゆり 126 並里　明莉 なみさと　あかり

102 金子　あさか かねこ　あさか 127 丸山　梨珠 まるやま　りず

103 小澤　めぐみ おざわ　めぐみ 128 弓削　美菜 ゆげ　はるな

104 吉田　紗佳 よしだ　すずか 129 金子　結衣 かねこ　ゆい

105 吉田　由佳 よしだ　ゆうか 130 岡田　夏音 おかだ　なつね

106 日比野　美緒 ひびの　みお 131 恩田　未来 おんだ　みく

107 平田　理音菜 ひらた　りおな 132 芳賀　心菜 はが　ここな

108 安藤　百花 あんどう　ももか 133 牧田　梨湖 まきた　りこ

109 山本　瑠菜 やまもと　るな 134 上沼　心春 かみぬま　こはる

110 牧野　一葉 まきの　かずは

フライト部門　ゼッケン№　①

小学校4年生以下（つづき）初心者部門

小学校4年生以下



ゼッケン№ 名　前 ふりがな ゼッケン№ 名　前 ふりがな

141 磯谷　椿 いそがい　つばき 166 瀬川　綺乃 せがわ　あやの

142 杢代　晴菜 もくだい　はるな 167 丸山　杏珠 まるやま　あんず

143 野口　真希 のぐち　まき 168 米村　友菜 よねむら　ゆうな

144 飯田　さら いいだ　さら 169 酒井　麻愛 さかい　まな

145 山本　美瑠 やまもと　みる 170 由良　興太郞 ゆら　こたろう

146 山本　幸音 やまもと　ゆきね 171 岡田　陽夏 おかだ　ひなつ

147 遠藤　湖々 えんどう　ここ 172 堤　柚菜 つつみ　ゆずな

148 金子　乃々佳 かねこ　ののか 173 武田　芽依 たけだ　めい

149 関　　亜咲 せき　あさき 174 中村　心咲 なかむら　みさき

150 市村　理紗 いちむら　りさ 175 後藤　凜音 ごとう　りおん

151 藤園　瑠海 ふじぞの　るか 176 金田　愛美 かねだ　まなみ

152 高橋　ちひろ たかはし　ちひろ 177 斉藤　優輝 さいとう　ゆうき

153 中田　結菜 なかだ　ゆいな

154 吉田　愛佳 よしだ　あいか

155 篠原　帆乃未 しのはら　ほのみ ゼッケン№ 名　前 ふりがな

156 山口　苺香 やまぐち　いちか 181 野村　純子 のむら　じゅんこ

157 眞岡　優美 まおか　なつみ 182 栗林　紗矢佳 くりばやし　さやか

158 沼尻　彩里 ぬまじり　あやり 183 石川　清加 いしかわ　きよか

159 今井　咲月 いまい　さつき 184 白石　愛 しらいし　まな

160 関　　悠衣 せき　ゆい 185 開田　夏帆 かいだ　なつほ

161 小林　向葵 こばやし　あおい 186 上斗米　新菜 かみとまい　にいな

162 渡辺　永愛 わたなべ　えな 187 鬼頭　莉子 きとう　りこ

163 田沼　香紅 たぬま　ここ 188 有山　美憂 ありやま　みゆう

164 小澤　ひな子 おざわ　ひなこ 189 小野寺　星 おのでら　あかり

165 鈴木　花 すずき　はな 190 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

小学校5・6年生（つづき）



№ 名　前 ふりがな № 名　前 ふりがな

1 栗原　望斗 くりはら　みと 25 金子　結衣 かねこ　ゆい

2 恩田　未来 おんだ　みく 26 並里　明莉 なみさと　あかり

3 島田　真結 しまだ　まゆ

4 牧田　梨湖 まきた　りこ

5 弓削　美菜 ゆげ　はるな № 名　前 ふりがな

27 山本　美瑠 やまもと　みる

№ 名　前 ふりがな 28 藤園　瑠海 ふじぞの　るか

6 吉田　由佳 よしだ　ゆうか 29 関　亜咲 せき　あさき

7 金子　あさか かねこ　あさか 30 高橋　ちひろ たかはし　ちひろ

8 山口　苺香 やまぐち　いちか 31 飯田　さら いいだ　さら

9 山本　瑠菜 やまもと　るな 32 野村　純子 のむら　じゅんこ

10 木村　百花 きむら　ももか 33 金子　乃々佳 かねこ　ののか

11 山口　莉奈 やまぐち　りな 34 山本　幸音 やまもと　ゆきね

12 川田　結生奈 かわだ　ゆいな 35 真砂　美優 まさご　みゆう

13 吉田　美晴 よしだ　みはる 36 遠藤　湖々 えんどう　ここ

14 上原　穂美 うえはら　ほのみ 37 上斗米　新菜 かみとまい　にいな

15 磯辺　莉子 いそべ　りこ 38 渡辺　永愛 わたなべ　えな

16 丸山　梨珠 まるやま　りず 39 小林　向葵 こばやし　あおい

17 岡田　夏音 おかだ　なつね 40 小澤　ひな子 おざわ　ひなこ

18 渡邉　麻理子 わたなべ　まりこ 41 吉田　愛佳 よしだ　あいか

19 上沼　心春 かみぬま　こはる 42 中田　結菜 なかだ　ゆいな

43 市村　華梛 いちむら　はるな

№ 名　前 ふりがな 44 泉　菜乃帆 いずみ　ななほ

20 平田　理音菜 ひらた　りおな 45 眞岡　優美 まおか　なつみ

21 正木　怜 まさき　れい 46 水嶋　彩愛 みずしま　あやな

22 小野澤　萌衣 おのざわ　めい

23 田沼　香紅 たぬま　ここ

24 清村　萌々香 しむら　ももか

ジュニア　男女シングル部門　基本

ジュニア　男女シングル部門　上級

参加選手リスト　ゼッケン№　演技順Ⅰ

ジュニア　男女シングル部門　入門 プレユース1　男女シングル部門　

ユース1　女子シングル部門　①



№ 名　前 ふりがな № 名　前 ふりがな

47 中川　南 なかがわ　みなみ 川田　結生奈 かわだ　ゆいな

48 有山　美憂 ありやま　みゆう 平田　理音菜 ひらた　りおな

49 米村　友菜 よねむら　ゆうな 上原　穂美 うえはら　ほのみ

50 酒井　麻愛 さかい　まな 金子　結衣 かねこ　ゆい

51 戸村　花 とむら　はな 徳嶺　夏希 とくみね　なつき

52 後藤　凜音 ごとう　りおん 並里　明莉 なみさと　あかり

森田　梨音 もりた　りおん

54 野村　愛莉 のむら　あいり

55 沼尻　彩里 ぬまじり　あやり № 名　前 ふりがな

56 鈴木　花 すずき　はな 水嶋　彩愛 みずしま　あやな

57 鬼頭　莉子 きとう　りこ 泉　菜乃帆 いずみ　ななほ

58 今井　咲月 いまい　さつき 篠原　帆乃未 しのはら　ほのみ

市村　華梛 いちむら　はるな

真砂　美優 まさご　みゆう

№ 名　前 ふりがな 東　なぎさ あずま　なぎさ

59 見学　翔一 けんがく　しょういち

№ 名　前 ふりがな

64 白石　愛 しらいし　まな

65 開田　夏帆 かいだ　なつほ

66 佐久間　星来 さくま　せいら

67 冨永　幸海 とみなが　ゆきみ

68 中川　千咲季 なかがわ　ちさき

ユース2　女子シングル部門　

参加選手リスト　ゼッケン№　演技順Ⅱ

ユース1　女子シングル部門　②

ユース1　男子シングル部門

ジュニア　トリオ部門

62

63

60

61

ユース1　トリオ部門



部　門 区　分 順　位 № 氏　名

優　勝 105 金子　　結衣

準優勝 109 尾崎　　七海

第3位 111 江守　　茉優

優　勝 131 正木　　　怜

準優勝 132 山本　　美瑠

第3位 141 緒方　　七海

優　勝 173 金尾　　　澪

準優勝 171 野村　　純子

第3位 175 関　　　亜咲

優　勝 223 中村　　友紀

準優勝 219 高林　　歩実

優　勝 8 山本　　美瑠

準優勝 9 清村　萌々香

第3位 21 金子　　結衣

優　勝 44 金尾　　　澪

準優勝 32 岸邊　　茉央

第3位 31 山口　　彩莉

優　勝 71 瀬畑　知佳子

準優勝 75 冨永　　幸海

71 瀬畑　知佳子

※1　最高得点の選手　                                                             　　　　　　　    　　　　　　　　　　　 (敬称略)

江東区深川北スポーツセンター　大体育室　2017/4/29 

第15回TOKYOジュニアエアロビック選手権2017　　受賞者の記録

フライト

初心者部門

小学校4年生以下

小学校5・6年生

中学生

シングル

ジュニア規定

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

9:20 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 11:30 シングル部門／トリオ部門　

9:50 フライト部門選手　アリーナ整列

10:00 ≪開会式≫ 　　

≪フライト部門≫　（フライトリーダーから進め方について）

10:25 10:40 フライト部門前半 　15分間　オリジナルルーティン

休憩（水分補給含む）5分間

10:45 11:00 フライト部門後半 　15分間　2018SA規定ルーティン

11:10 初心者部門参加者集合・説明

フライト初心者部門  20分間　

休憩

12:20 ≪シングル・トリオ部門≫　（審判団紹介）

12:30 シングル　規定：24名

休憩

13:40 シングル　プレユース1：2名

　　　　　ユース1：女子20名

休憩

15:10 　　　　　 ユース1：女子12名 ・男子１名　ジュニアトリオ2組・ユース1トリオ2組　　　　　

シングル　ユース2：女子5名

17:30 ≪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　

18:30 ≪シングル・トリオ部門表彰式・閉会式≫

19:30 体育館退出

※　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、更衣室　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

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。

また、消防法により、通路に靴などを放置することは避難経路の妨げになり禁止されています。

2F観覧席は数が限られているので、大々的に場所取りをして占有しないようお願い致します。

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。飲食はロビーまたは観覧席でお願いします。

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。

第16回TOKYOジュニアエアロビック選手権2018　　スケジュール　2018/4/29　　

＊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

【受　付】　江東区深川北スポーツセンター　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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