
部門 ゼッケン 名前 ふりがな

小学校4年生以下 101 藤園　瑠海 ふじぞの　るか

102 遠藤　湖々 えんどう　ここ

103 山口　苺香 やまぐち　いちか

104 盛田　天 もりた　てん

105 吉田　由佳 よしだ　ゆうか

106 篠原　帆乃未 しのはら　ほのみ

107 木村　百花 きむら　ももか

108 今井　咲月 いまい　さつき

109 金子　乃々佳 かねこ　ののか

110 宮澤　裕也 みやさわ　ゆうや

111 緒方　七海 おがた　ななみ

112 飯田　さら いいだ　さら

113 山本　幸音 やまもと　ゆきね

114 高橋　ちひろ たかはし　ちひろ

115 大野　遥花 おおの　はるか

116 髙橋　亜沙美 たかはし　あさみ

117 須藤　ももこ すどう　ももこ

118 小澤　ひな子 おざわ　ひなこ

119 斉藤　優輝 さいとう　ゆうき

120 岡　実優 おか　みゆ

2016/12/3　　ベイサイドコンテスト　フライト部門　参加選手リスト
＜受付時間　9：30～9：55＞



部門 ゼッケン 名前 ふりがな

小学校5・6年 131 野村　純子 のむら　じゅんこ

132 金尾　澪 かなお　しずく

133 山本　日香 やまもと　にこ

134 尾崎　叶 おざき　かなう

135 安彦　衣織 あびこ　いおり

136 盛田　海 もりた　うみ

137 長與　夕夏 ながよ　ゆうか

138 長與　春花 ながよ　はるか

139 奥冨　歩乃佳 おくとみ　ほのか

140 松尾　莉沙 まつお　りさ

141 宮澤　千尋 みやざわ　ちひろ

142 大城　咲来 おおき　さくら

143 佐藤　海綺 さとう　みき

144 加藤　芽吹 かとう　いぶき

145 西岡　このみ にしおか　このみ

146 齊藤　来愛 さいとう　くれあ

147 土屋　菜々子 つちや　ななこ

148 星野　麻衣 ほしの　まい

149 星野　結衣 ほしの　ゆい

150 吉田　恋子 よしだ　ここ

151 森田　梨音 もりた　りおん

152 鬼頭　莉子 きとう　りこ

153 小野寺　星 おのでら　あかり

154 小野寺　紗 おのでら　すず

155 倉持　春菜 くらもち　はるな

156 松崎　美結菜 まつざき　みゆな

部門 ゼッケン 名前 ふりがな

中学生・高校生 161 山本　夏妃 やまもと　なつき

162 小林　未佳 こばやし　みか

163 上斗米　彩花 かみとまい　あやか

164 山本　夏妃 やまもと　なつき

165 中村　杏奈 なかむら　あんな

166 佐藤　彩水 さとう　あやみ



部門 ゼッケン 名前 ふりがな

一般女子B　50歳～ 171 本多　弘子 ほんだ　ひろこ

172 加藤　真由美 かとう　まゆみ

173 麻上　由子 あさがみ　ゆうこ

174 矢口　美千代 やぐち　みちよ

部門 ゼッケン 名前 ふりがな

一般女子A　18歳～49歳 181 肥沼　悦子 こいぬま　えつこ

182 佐々木　知穂 ささき　ちほ

183 木村　真菜 きむら　まな

184 清原　梨織 きよはら　りお

185 稲元　由紀子 いなもと　ゆきこ

部門 ゼッケン 名前 ふりがな

一般男子　18歳～ 191 村上　裕一郎 むらかみ　ゆういちろう

192 吉野　誠一 よしの　せいいち

193 永井　秀昭 ながい　ひであき

194 中村　純也 なかむら　じゅんや



演技順 チーム名 代表 人数

演技発表　1 KGAA 前原　彩花 7

演技発表　2 JKSS 山田　怜実 10

演技発表　3 東陽木場地域スポーツクラブ・健康体操チーム 今村　晶子 10

演技発表　4 チーム　タピオカ 山田　怜実 6

演技発表　5 ゆかい痛快ほんまかいガールズ 渡辺　尚美 9

演技発表　6 Team Snow White 河辺　緋奈 5

演技発表　7 東陽木場地域スポーツクラブ・ダンスチーム 萩原　優 11

演技発表　8 Bloominng Flowers 水野　薫子 6

演技発表　9 日本体育大学エアロビック同好会 加藤　優花 6

演技発表　10 せんせにお付き合い 植松　香奈 5

≪演技発表≫　受付9:30～9:55　演技11:10～12:00



＜1パネル進行＞ № 名前 ふりがな

ユース2　14～16歳 1 冨永　幸海 とみなが　ゆきみ

2 赤星　夏菜 あかほし　なな

ユース1　11～13歳 3 野村　純子 のむら　じゅんこ

4 山口　彩莉 やまぐち　あやり

5 金尾　澪 かなお　しずく

6 星野　結衣 ほしの　ゆい

7 盛田　海 もりた　うみ

8 倉持　春菜 くらもち　はるな

9 秋山　飛依 あきやま　ひより

10 高林　歩実 たかばやし　あゆみ

11 小林　未佳 こばやし　みか

12 星野　麻衣 ほしの　まい

13 岸邊　茉央 きしべ　まひろ

14 奥冨　歩乃佳 おくとみ　ほのか

15 長與　夕夏 ながよ　ゆうか

16 山本　夏妃 やまもと　なつき

17 松尾　碧海 まつお　あみ

18 宮澤　千尋 みやざわ　ちひろ

19 佐藤　海綺 さとう　みき

20 鬼頭　莉子 きとう　りこ

21 加藤　芽吹 かとう　いぶき

22 金子　沙姫 かねこ　さき

23 戸村　花 とむら　はな

24 村上　杏奈 むらかみ　あんな

25 宇佐見　郁人 うさみ　あやと

26 小野寺　星 おのでら　あかり

27 鈴木　里彩 すずき　りさ

28 栗原　結衣 くりはら　ゆい

29 土屋　菜々子 つちや　ななこ

30 松崎　美結菜 まつざき　みゆな

31 石原　菜月 いしはら　なづき

2016/12/3　　ベイサイドコンテスト
シングル・トリオ・チーム部門　参加選手リストおよび演技順

※棄権があった場合、演技順が繰り上がります。



プレユース　9～10歳 32 藤園　瑠海 ふじぞの　るか

33 関　亜咲 せき　あさき

34 大野　遥花 おおの　はるか

35 眞岡　優美 まおか　なつみ

36 岡　実優 おか　みゆ

37 小原　理子 おはら　りこ

38 長與　春花 ながよ　はるか

39 中田　結菜 なかだ　ゆいな

40 牧田　素奈 まきた　そな

41 小澤　ひな子 おざわ　ひなこ

42 吉田　愛佳 よしだ　あいか

43 佐伯　恭佳 さえき　きょうか

男子シニア　17歳～ 44 丹羽　昭夫 にわ　あきお

45 中村　純也 なかむら　じゅんや

女子シニア　17歳～ 46 片桐　あずさ かたぎり　あずさ

47 大塚　晴美 おおつか　はるみ

48 小島　なつ子 こじま　なつこ

49 中丸　智美 なかまる　ともみ

50 高崎　恵 たかさき　めぐみ

51 森田　美和 もりた　みわ

トリオユース2（14～16歳） 冨永　幸海 とみなが　ゆきみ

櫻井　美里 さくらい　みさと

内城　亜沙子 うちじょう　あさこ

トリオユース1（11～13歳） 高林　歩実 たかばやし　あゆみ

岸邊　茉央 きしべ　まひろ

山口　彩莉 やまぐち　あやり

戸村　花 とむら　はな

小池　美月 こいけ　みづき

金子　沙姫 かねこ　さき

ジュニアトリオ（10歳以下） 藤園　瑠海 ふじぞの　るか

山本　美瑠 やまもと　みる

金子　乃々佳 かねこ　ののか

木村　百花 きむら　ももか

吉田　由佳 よしだ　ゆうか

山口　苺香 やまぐち　いちか

飯田　さら いいだ　さら

山本　幸音 やまもと　ゆきね

今井　咲月 いまい　さつき

52

53

54

55

56

57



渡辺　永愛 わたなべ　えな

尾崎　叶 おざき　かなう

山本　日香 やまもと　にこ

安彦　衣織 あびこ　いおり

大城　咲来 おおき　さくら

藤園　瑠海 ふじぞの　るか

高橋　ちひろ たかはし　ちひろ

鈴木　花 すずき　はな

山本　美瑠 やまもと　みる

金子　乃々佳 かねこ　ののか

星野　純伶 ほしの　すみれ

土屋　菜々子 つちや　ななこ

西岡　このみ にしおか　このみ

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

渡邉　瑠々花 わたなべ　るるか

佐藤　彩水 さとう　あやみ

盛山　愛香 もりやま　あいか

石井　亜依 いしい　あい

渡邉　菜々花 わたなべ　ななか

赤星　夏菜 あかほし　なな

松尾　碧海 まつお　あみ

大和田　優菜 おおわだ　ゆうな

村上　杏奈 むらかみ　あんな

植松　まり奈 うえまつ　まりな

牧田　素奈 まきた　そな

牧田　梨湖 まきた　りこ

由良　興太郎 ゆら　こたろう

斉藤　優輝 さいとう　ゆうき

Div.3  45歳～ 62 溝江　有香 みぞえ　ありか

63 佐藤　弘子 さとう　ひろこ

64 佐藤　由美 さとう　ゆみ

65 小野寺　淳子 おのでら　あつこ

66 加藤　真由美 かとう　まゆみ

67 笹生　万里子 さそう　まりこ

68 伊藤　由美 いとう　ゆみ

69 岩倉　昌穂 いわくら　まさほ

Div.2  30～44歳 70 菊池　志穂美 きくち　しほみ

71 山岡　夕夏 やまおか　ゆか

61
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ジュニア・ユースチーム
（16歳以下）
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