
ユース1女 1 上斗米　新菜 かみとまい　にいな オープン　ジュニア基本 21 島田　真結 しまだ　まゆ

ユ ス1女 2 恩田 未来 おんだ みく オ プン ジュニア基本 22 永野 真良 ながの まお

スズキジャパンカップ201９　東京都大会　参加選手リスト（演技順）

都大会 オープン

ユース1女 2 恩田 未来 おんだ みく オープン　ジュニア基本 22 永野 真良 ながの まお

ユース1女 3 米村　友菜 よねむら　ゆうな オープン　ジュニア基本 23 杉山　みちる すぎやま　みちる

ユース1女 4 金子　結衣 かねこ　ゆい オープン　ジュニア基本 24 小野寺　奏 おのでら　かな

ユース1女 5 並里　明莉 なみさと　あかり オープン　ジュニア上級 25 伊澤　咲姫 いざわ　さき

ユ ス2女 6 上斗米 彩花 かみとまい あやか オ プン ジュニア上級 26 吉田 紗佳 よしだ すずかユース2女 6 上斗米 彩花 かみとまい あやか オープン　ジュニア上級 26 吉田 紗佳 よしだ すずか

ユース2女 7 石原　菜月 いしはら　なづき オープン　ユース1 27 真砂　美優 まさご　みゆう

ユース2女 8 村上　杏奈 むらかみ　あんな オープン　ユース1 28 木村　百花 きむら　ももか

ユース2女 9 中村　友紀 なかむら　ゆき オープン　ユース1 29 水野　志帆 みずの　しほ

ユ ス2女 10 中川 千咲季 なかがわ ちさき オ プン ユ ス2 30 泉 菜々帆 いずみ ななほユース2女 10 中川 千咲季 なかがわ ちさき オープン　ユース2 30 泉 菜々帆 いずみ ななほ

ユース2女 11 戸村　花 とむら　はな オープン　シニア2女子 31 稲本　由紀子 いなもと　ゆきこ

シニア1男子 12 但馬　佑規 たじま　ゆうき オープン　シニア3女子 32 佐藤　弘子 さとう　ひろこ

シニア1男子 13 丹　憲一 たん　けんいち オープン　シニア3女子 33 谷尾　和恵 たにお　かずえ

シニア1男子 14 丹羽 昭夫 にわ あきおシニア1男子 14 丹羽 昭夫 にわ あきお

シニア1女子 15 晒名　結奈 さらしな　ゆな

シニア1女子 16 清水　あお葉 しみず　あおば

シニア1女子 17 星野　楓 ほしの　かえで



101 島田　真結 しまだ　まゆ 131 遠藤　悠 えんどう　はるか

102 永野　真良 ながの　まお 132 小吹　愛来 こぶき　あいら

103 杉山 みちる すぎやま みちる 133 飯島 愛結 いいじま あゆ

第6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）

小学校４年生以下 103 杉山 みちる すぎやま みちる 133 飯島 愛結 いいじま あゆ

104 村山　咲瑛 わきやま　さえ 134 芳賀　心菜 はが　ここな

105 大野　琴葉 おおの　ことは 135 平田　花奈 ひらた　はな

106 渡邉　麻理子 わたなべ　まりこ 136 吉田　紗佳　 よしだ　すずか

107 林 優 はやし ゆう オープン小学校5・6年生 137 伊澤 咲姫 いざわ さき小学校5・6年生

小学校４年生以下
オープン小学校４年生以下

107 林 優 はやし ゆう オープン小学校5・6年生 137 伊澤 咲姫 いざわ さき

108 恩田　未来 おんだ　みく 138 稲本　由紀子 いなもと　ゆきこ

109 上斗米　新菜 かみとまい　にいな 139 外谷　寛子 とや　ひろこ

110 米村　友菜 よねむら　ゆうな 140 関口　貴子 せきぐち　たかこ

111 堤 柚菜 つつみ ゆずな 141 滝田 奈生 たきた なお

小学校5・6年生

オープン女子3
中学生

オープン女子2

111 堤 柚菜 つつみ ゆずな 141 滝田 奈生 たきた なお

女子1 112 上斗米　彩花 かみとまい　あやか オープン男子2 142 建部　優 たけべ　ゆう

男子1 113 金崎　智明 かなざき　ちあき オープン女子マスターズ2 143 矢口　美千代 やぐち　みちよ

114 岡田　訓幸 おかだ　のりゆき オープン男子マスターズ 144 坂井　荘一 さかい　そういち

115 金子 周平 かねこ しゅうへい
男子2

115 金子 周平 かねこ しゅうへい

女子マスターズ1 116 小野　ひろみ おの　ひろみ 151 岡村　柚寿 おかむら　ゆず

117 柿沼　佳子 かきぬま　けいこ 152 和気　芽佳 わき　めいか

118 奥田　比佐 おくだ　ひさ 153 和気　愛佳 わき　あいか

119 安田 信子 やすだ のぶこ 154 鈴木 沙幸 すずき さゆき

はじめてフライト

女子マスタ ズ2 119 安田 信子 やすだ のぶこ 154 鈴木 沙幸 すずき さゆき

120 山田　まさ子 やまだ　まさこ 155 小山　百合子 こやま　ゆりこ

121 小野寺　淳子 おのでら　あつこ

男子マスターズ 122 澤田　史郎 さわだ　しろう

123 本多 弘子 ほんだ ひろこ

女子マスターズ2

123 本多 弘子 ほんだ ひろこ

124 斉藤　昭代 さいとう　あきよ

125 白川　千鶴子 しらかわ　ちずこ

126 鈴木　直美 すずき　なおみ

127 平野 明彦 ひらの あきひこ

グランドマスターズ

127 平野 明彦 ひらの あきひこ


