
フライト部門 ゼッケン 名　前 ふりがな

初心者部門 81 小野澤　奈々 おのざわ　なな

82 有田　心菜 ありた　ここな

83 冨田　真代 とみた　もよ

84 吉原　瑠花 よしはら　るか

85 佐久間　歩美 さくま　あゆみ

86 水上　碧 みずがみ　あおい

87 永野　真良 ながの　まお

88 北川　詩乃 きたがわ　しの

89 磯辺　莉子 いそべ　りこ

90 小野寺　奏 おのでら　かな

91 石井　心海 いしい　ここみ

92 渡邉　麻理子 わたなべ　まりこ

第16回　東京都ジュニアエアロビック選手権　演技順・ゼッケン№

フライト部門　受付時間9：20～



小学校4年生以下 101 野中　有里 のなか　ゆり

102 金子　あさか かねこ　あさか

103 小澤　めぐみ おざわ　めぐみ

104 吉田　紗佳 よしだ　すずか

105 吉田　由佳 よしだ　ゆうか

106 日比野　美緒 ひびの　みお

107 平田　理音菜 ひらた　りおな

108 安藤　百花 あんどう　ももか

109 山本　瑠菜 やまもと　るな

110 牧野　一葉 まきの　かずは

111 中田　綾菜 なかだ　あやな

112 木村　百花 きむら　ももか

113 正木　怜 まさき　れい

114 徳嶺　夏希 とくみね　なつき

115 上原　穂美 うえはら　ほのみ

116 渡辺　咲季 わたなべ　さき

117 小野澤　萌衣 おのさわ　めい

118 山口　莉奈 やまぐち　りな

119 成田　花乃 なりた　はなの

120 川田　結生奈 かわだ　ゆいな

121 清村　萌々香 しむら　ももか

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

125 水野　志帆 みずの　しほ

126 並里　明莉 なみさと　あかり

127 丸山　梨珠 まるやま　りず

128 弓削　美菜 ゆげ　はるな

129 金子　結衣 かねこ　ゆい

130 岡田　夏音 おかだ　なつね

131 恩田　未来 おんだ　みく

132 芳賀　心菜 はが　ここな

133 牧田　梨湖 まきた　りこ

134 上沼　心春 かみぬま　こはる



小学校5・6年生 141 磯谷　椿 いそがい　つばき

142 杢代　晴菜 もくだい　はるな

143 野口　真希 のぐち　まき

144 飯田　さら いいだ　さら

145 山本　美瑠 やまもと　みる

146 山本　幸音 やまもと　ゆきね

147 遠藤　湖々 えんどう　ここ

148 金子　乃々佳 かねこ　ののか

149 関　　亜咲 せき　あさき

150 市村　理紗 いちむら　りさ

151 藤園　瑠海 ふじぞの　るか

152 高橋　ちひろ たかはし　ちひろ

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

156 山口　苺香 やまぐち　いちか

157 眞岡　優美 まおか　なつみ

158 沼尻　彩里 ぬまじり　あやり

159 今井　咲月 いまい　さつき

160 関　　悠衣 せき　ゆい

161 小林　向葵 こばやし　あおい

162 渡辺　永愛 わたなべ　えな

163 田沼　香紅 たぬま　ここ

164 小澤　ひな子 おざわ　ひなこ

165 鈴木　花 すずき　はな

166 瀬川　綺乃 せがわ　あやの

167 丸山　杏珠 まるやま　あんず

168 米村　友菜 よねむら　ゆうな

169 酒井　麻愛 さかい　まな

170 由良　興太郞 ゆら　こたろう

171 岡田　陽夏 おかだ　ひなつ

172 堤　柚菜 つつみ　ゆずな

173 武田　芽依 たけだ　めい

174 中村　心咲 なかむら　みさき

175 後藤　凜音 ごとう　りおん

176 金田　愛美 かねこ　まなみ

177 斉藤　優輝 さいとう　ゆうき



中学生 181 野村　純子 のむら　じゅんこ

182 栗林　紗矢佳 くりばやし　さやか

183 石川　清加 いしかわ　きよか

184 白石　愛 しらいし　まな

185 開田　夏帆 かいだ　なつほ

186 上斗米　新菜 かみとまい　にいな

187 鬼頭　莉子 きとう　りこ

188 有山　美憂 ありやま　みゆう

189 小野寺　星 おのでら　あかり

190 小野寺　紗 おのでら　すず



ジュニア男女シングル
規定演技

演技順 名　前 ふり仮名

①入門 1 栗原　望斗 くりはら　みと

2 恩田　未来 おんだ　みく

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

②基本 6 吉田　由佳 よしだ　ゆうか

7 金子　あさか かねこ　あさか

8 山口　苺香 やまぐち　いちか

9 山本　瑠菜 やまもと　るな

10 木村　百花 きむら　ももか

11 山口　莉奈 やまぐち　りな

12 川田　結生奈 かわだ　ゆいな

13 吉田　美晴 よしだ　みはる

14 上原　穂美 うえはら　ほのみ

15 磯辺　莉子 いそべ　りこ

16 丸山　梨珠 まるやま　りず

17 岡田　夏音 おかだ　なつね

18 渡邉　麻理子 わたなべ　まりこ

19 上沼　心春 かみぬま　こはる

③上級 20 平田　理音菜 ひらた　りおな

21 正木　怜 まさき　れい

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

プレユース1シングル 25 金子　結衣 かねこ　ゆい

26 並里　明莉 なみさと　あかり

シングル、トリオ部門　受付時間11：00～



ユース1女子シングル 27 山本　美瑠 やまもと　みる

28 藤園　瑠海 ふじぞの　るか

29 関　亜咲 せき　あさき

30 高橋　ちひろ たかはし　ちひろ

31 飯田　さら いいだ　さら

32 野村　純子 のむら　じゅんこ

33 金子　乃々佳 かねこ　ののか

34 山本　幸音 やまもと　ゆきね

35 真砂　美優 まさご　みゆう

36 遠藤　湖々 えんどう　ここ

37 上斗米　新菜 かみとまい　にいな

38 渡辺　永愛 わたなべ　えな

39 小林　向葵 こばやし　あおい

40 小澤　ひな子 おざわ　ひなこ

41 吉田　愛佳 よしだ　あいか

42 中田　結菜 なかだ　ゆいな

43 市村　華梛 いちむら　はるな

44 泉　菜乃帆 いずみ　ななほ

45 眞岡　優美 まおか　なつみ

46 水嶋　彩愛 みずしま　あやな

47 中川　南 なかがわ　みなみ

48 有山　美憂 ありやま　みゆう

49 米村　友菜 よねむら　ゆうな

50 酒井　麻愛 さかい　まな

51 戸村　花 とむら　はな

52 後藤　凜音 ごとう　りおん

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

56 鈴木　花 すずき　はな

57 鬼頭　莉子 きとう　りこ

58 今井　咲月 いまい　さつき

ユース1男子シングル 59 見学　翔一 けんがく　しょういち



ジュニアトリオ 川田　結生奈 かわだ　ゆいな

平田　理音菜 ひらた　りおな

上原　穂美 うえはら　ほのみ

金子　結衣 かねこ　ゆい

徳嶺　夏希 とくみね　なつき

並里　明莉 なみさと　あかり

ユース1トリオ 水嶋　彩愛 みずしま　あやな

泉　菜乃帆 いずみ　ななほ

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

東　なぎさ あずま　なぎさ

ユース2女子シングル 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

60

61

62

63
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