
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              開催日 ： ２０１7年６月11日（日）  

              会 場 ： 東京体育館 サブアリーナ 

              主 催 ： NPO法人 東京都エアロビック連盟      

              後 援 ： 東京都・公益社団法人 日本エアロビック連盟・スズキ 株式会社 

      協 賛 ： ㈱スポーツジュエンベネックス・㈱明治 

          カリフォルニア･レーズン協会  

                 

                                                                       



ゼッケン№ 名　前 ふり仮名 ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

101 並里　明莉 なみさと　あかり 131 村本　由美子 むらもと　ゆみこ

102 金子　結衣 かねこ　ゆい 132 森　恵子 もり　けいこ

103 長谷川　匠 はせがわ　たくみ 133 鈴木　祐子 すずき　ゆうこ

104 尾崎　七海 おざき　ななみ 134 牧口　美奈子 まきぐち　みなこ

ゼッケン№ 名　前 ふり仮名 ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

111 上斗米　新菜 かみとまい　にいな 141 清水　尚子 しみず　しょうこ

112 尾崎　潮音 おざき　しおん 142 金子　桂子 かねこ　けいこ

113 米村　友菜 よねむら　ゆうな

114 児玉　悠月 こだま　ゆずき

115 松尾　莉沙 まつお　りさ ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

145 中村　将人 なかむら　まさと

ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

121 上斗米　彩花 かみとまい　あやか ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

122 根本　一花 ねもと　いちか 151 金子　周平 かねこ　しゅうへい

152 金子　孝 かねこ　たかし

ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

161 小野寺　淳子 おのでら　あつこ

162 小野　ひろみ おの　ひろみ

ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

171 加藤　真由美 かとう　まゆみ

ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

181 秋葉　泰弘 あきば　やすひろ

182 山下　浩司 やました　こうじ

ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

191 本多　弘子 ほんだ　ひろこ

192 白川　千鶴子 しらかわ　ちずこ

193 鈴木　直美 すずき　なおみ

194 平野　明彦 ひらの　あきひこ

第4回関東エアロビック選手権　東京都大会　参加選手リスト（東京都）

東京都　小学校４年生以下

東京都　男子2　40～49

東京都　女子2　30～44

東京都　女子3　45～49

東京都　男子1　高校生～39

東京都　小学校5・6年生

東京都　中学生

東京都　女子マスターズ1　50～54

東京都　女子マスターズ2　55～59

東京都　男子マスターズ　50～59

東京都　グランドマスターズ　60～



ゼッケン№ 名　前 ふり仮名 ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

201 吉田　由佳　 よしだ　ゆうか 221 柴田　美樹 しばた　みき

202 木村　百花 きむら　ももか

203 山口　苺香 やまぐち　いちか

ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

231 滝田　奈生 たきた　なお

ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

211 飯田　さら いいだ　さら

ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

241 冨永　賢治 とみなが　けんじ

242 高野　仁 たかの　じん

ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

245 矢口　美千代 やぐち　みちよ

ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

251 野口　廣美 のぐち　ひろみ

ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

261 永井　秀昭 ながい　ひであき

オープン　女子マスターズ2　55～59

オープン　男子マスターズ　50～59

オープン　女子2　30～44

オープン　女子3　45～49

オープン　女子マスターズ1　50～54

オープン　男子2　40～49

第4回関東エアロビック選手権　東京都大会　参加選手リスト（オープン参加）

オープン　小学校４年生以下

オープン　小学校5・6年生



ゼッケン№ 名　前 ふり仮名 ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

1 戸村　花 とむら　はな 31 吉田　愛佳　 よしだ　あいか

2 石原　菜月 いしはら　なづき 32 中田　結菜 なかだ　ゆいな

3 村上　杏奈 むらかみ　あんな

4 松尾　莉沙 まつお　りさ

5 上斗米　新菜 かみとまい　にいな ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

6 長谷川　花凜 はせがわ　かりん 33 山本　幸音 やまもと　ゆきね

7 児玉　悠月 こだま　ゆずき 34 眞岡　優美 まおか　なつみ

8 中村　友紀 なかむら　ゆき 35 今井　咲月 いまい　さつき

36 関　亜咲 せき　あさき

37 飯田　さら いいだ　さら

ゼッケン№ 名　前 ふり仮名 38 小澤　ひな子 おざわ　ひなこ

9 飛知和　愛 ひちわ　あい

10 松尾　碧海 まつお　あみ

11 上斗米　彩花 かみとまい　あやか ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

12 中川　千咲季 なかがわ　ちさき 39 相澤　玲美 あいざわ　れみ

13 星野　楓 ほしの　かえで 40 小松田　葵 こまつだ　あおい

ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

14 丹　憲一 たん　けんいち

ゼッケン№ 名　前 ふり仮名

15 鶴田　麗依奈 つるた　れいな

16 晒名　結奈 さらしな　ゆな

17 小山　杏依子 こやま　あいこ

18 岡田　沙織 おかだ　さおり

19 森田　美和 もりた　みわ

20 清水　あお葉 しみず　あおば

21 加藤　優花 かとう　ゆうか

22 小山　柚衣子 こやま　ゆいこ

23 小島　なつ子 こじま　なつこ

スズキジャパンカップ2017　東京都大会　参加選手リスト（演技順）

⑤  オープン　プレユース1

③　シニア1男子

②　ユース2女子

④　シニア1女子

①　ユース1女子

⑥　オープン　ユース１

⑦　オープン　シニア1女子



東京体育館　サブアリーナ　　2017/6/11

開始 終了 【受付】サブアリーナ内　　【選手更衣室】サブアリーナ横

9:30 サブアリーナ開場、選手・観覧者入場

練習場：サブアリーナ内後方　譲り合ってご利用ください。会場外の通路等では練習禁止です。

10:00 10:15 フライト部門受付

10:30 開会式　司会進行・理事長挨拶・審判紹介　　

10:40 関東フライト・エアロビック選手権　東京都予選　リード：吉山 喜代美

ユースの部　前半15分、休憩5分、後半15分

シニア、マスターズの部　前半20分、休憩5分、後半20分

会場転換　終了後シングル部門場当たり（アナウンスをお待ち下さい）

休憩（昼食）

12:00 12:15 シングル部門受付

13:30 シングル部門　　33名

　　東京都大会　　ユース1     　8名

　　　　　　　　　ユース2　 　5名

   　　　　　　　　シニア男子   1名　　　　　　

　　　　　　　　　シニア女子　9名       

　　オープン　プレユース1       2名

　　　　　　　　　ユース1       6名　          

　　　　　　　　　シニア女子 　2名

16:30 閉会宣言

18:30 退場

※開始時間は進行状況により変更になる場合があります。ご注意下さい。

※ストレッチ等の準備もサブアリーナ内で行ってください。通路や戸外での練習は固く禁じます。

観　覧 体育室内は土足厳禁。観覧の皆様も靴袋、上履きが必要です。

撮　影 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お願いします。ストロボ・フラッシュは禁止です。

肖像権は実行委員会に帰属します。

三脚を使用する場合、床の保護のため会場の養生シートの上に設置して下さい。

観覧・応援・撮影いずれも指定の場所で行って下さい。体育室内は飲食禁止。通路のベンチでお願いします。

ゴミは全てお持ち帰りいただきます。館内は禁煙です。

会場より 会場前の通路は緊急時の動線確保のため、荷物等でふさがないでください。

会場外に荷物を放置しないこと。持ち物は各自で管理して下さい。更衣は更衣室を使用。

メインアリーナは立入禁止です。開場前の階段を上がらないこと。

≪大会が円滑に行えますよう、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。係の者の指示に従ってください。≫  

☆三脚、荷物置きに、お手持ちのレジャーシート等をご用意いただければ幸いです☆

会場内にキャリーケースを持ち込む場合、床の保護のため引きずらず、会場のブルーシートの上に置いて下さい。

スズキジャパンカップ2017　東京都大会　

関東フライトエアロビック選手権大会　東京都大会　　タイムスケジュール

シングル部門受付時：未提出の方はジャパンカップ2017申込書（18歳未満は保護者押印）提出

表彰式　フライト部門成績発表、関東大会進出者発表・代表者証授与、オープン参加表彰式

（終了後関東大会参加手続き、参加費：一般5,000円／ユース4,000円）

表彰式　シングル部門成績発表　東日本地区大会進出者発表・代表者証授与、オープン参加表彰式

　　（終了後東日本地区大会参加手続き、参加費：一般5,000円／ユース4,000円）
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