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開始 終了 カテゴリー

9:00 9:30 五輪音頭、演技発表部門

11:30 12:00 フライト、はじめてフライト、Jr.規定

14:00 14:30 ユース1・2、シニア1・2・3

トリオ、エアロビックダンス

開始 終了 内容

9:00 開場・来場者受付　全員ご記名ください（付き添いも含む） 13:00 Free

9:30 区民体育大会開会式　 13:20 ジュニア規定

9:40 みんなで踊ろう東京五輪音頭2020 14:30 ユース１＆２

10:30 10:50 演技発表　場あたり 15:40 シニア

11:00 12:00 演技発表　　13チーム 17:30 ＴＲ　ＡＤ

12:00 12:10 みんなでパプリカ（来場者全員）

12:10 12:30 表彰・閉会式

集合時間

13:00 ベイサイド開会式　 フライト予選　12:50

13:15 13:55 フライト予選　　40分間

14:00 14:15 はじめてフライト　　15分間 はじめてフライト　13:50

14:20 ジュニア規定上級　　3

ジュニア規定基本 　22 ジュニア規定　14:10

ジュニア規定入門　　2

15:15 15:55 フライト決勝　　　　40分間 フライト決勝　15:00

16:00 ユース1　　　　　12（男子2　女子10）

ユース2　　　　　  5 公式競技（ユース1～）15:50

フライト表彰式　（16：40集合）　　　

17:10 シニア1男子　　　　2 公式競技（シニア1～）17:00

シニア1女子　　　　2

シニア2女子　　　　2 公式競技（TR・ AD）  18:20

シニア3男子　　　　2

シニア3女子A　　 　2

シニア3女子B　  　10

ジュニア規定表彰式　（18：15集合）　

18:30 ジュニアトリオ　　　8

ユース1　　　　　　 2

19:20 エアロビック・ダンス   2

19:30 公式競技表彰式・閉会式

20:00 終了予定

※競技の進行によって時間が前後する場合がございます。

エアロビックベイサイドコンテスト2019

※ストレッチは会場内でお願いいたします。

W-up ROOM（第一研修室）

2019/12/1　エアロビックベイサイドコンテスト　スケジュール
深川北スポーツセンター　1階　大体育室

受付時間

江東区民体育大会　＜江東区・江東区教育委員会・江東区体育協会主催＞



江東区民体育大会　演技発表部門　演技順

演技順 チーム名 カテゴリー 人数 代表者

1 華麗なる乙女の一打入魂！鳴り響けASUKA組！ダキング 8 髙田　千香

2 東陽木場地域スポーツクラブAチーム HIP HOP 7 萩原　優

3 SKJ　9人のウンパルンパとチョコレート工場 エンジョイエアロビック 9 栗林　紗矢佳

4 STEP&STEP豊洲　パプリカ大好きチーム ダンス 12 今村　晶子

5 江東区ジュニアエアロビクス教室　ジュニア エアロビック 6 星　順子

6 東陽木場地域スポーツクラブBチーム HIP HOP 7 萩原　優

7 東陽木場地域スポーツクラブ　健康体操チーム スローエアロビック 11 今村　晶子

8 マリエケイキフラ　”月の夜は” フラダンス 5 山口　由紀

9 STEP&STEP　豊洲 HIP HOP 4 萩原　優

10 Enchanted　　　「エンチャンテッド」 エアロビック 2 柳田　綾里咲

11 深川イスタンブール スローエアロビック 6 今村　晶子

12 江東区ジュニアエアロビクス教室　キンダー エアロビック 6 加藤　真由美

13 SKJ　9歳のモアナたちと伝説の海 エンジョイエアロビック 7 小堀　優莉

※ 場あたりは複数チーム同時に行ないます。係の指示に従ってください。

※ 演技終了後写真撮影があります。

※ 全チーム終了後賞状をお渡しします。



カテゴリー № 名前 ふりがな

ジュニア規定上級 1 金子　あさか かねこ　あさか

ジュニア規定上級 2 山本　瑠菜 やまもと　るな

ジュニア規定上級 3 吉田　由佳 よしだ　ゆうか

ジュニア規定基本 4 松本　日々斗 まつもと　ひびと

ジュニア規定基本 5 栁澤　花梨 やなぎさわ　かりん

ジュニア規定基本 6 佐藤　希香 さとう　ののか

ジュニア規定基本 7 渡邊　美愛 わたなべ　みあ

ジュニア規定基本 8 清村　結希 しむら　ゆき

ジュニア規定基本 9 小堀　優莉 こぼり　ゆうり

ジュニア規定基本 10 青栁　澪 あおやぎ　みお

ジュニア規定基本 11 和田　花恵 わだ　はなえ

ジュニア規定基本 12 山下　笑凛 やました　えみり

ジュニア規定基本 13 高橋　茉依 たかはし　まい

ジュニア規定基本 14 野村　果凛 のむら　かりん

ジュニア規定基本 15 西村　瑠実 にしむら　るみ

ジュニア規定基本 16 遠坂　菜月 えんざか　なつき

ジュニア規定基本 17 赤石　陽菜 あかいし　ひな

ジュニア規定基本 18 牧　結衣菜 まき　ゆいな

ジュニア規定基本 19 長野　友香 ながの　ゆか

ジュニア規定基本 20 高田　心結 たかだ　みゆ

ジュニア規定基本 21 杉山　みちる すぎやま　みちる

ジュニア規定基本 22 安藤　百花 あんどう　ももか

ジュニア規定基本 23 島田　真結 しまだ　まゆ

ジュニア規定基本 24 永野　真良 ながの　まお

ジュニア規定基本 25 小野寺　奏 おのでら　かな

ジュニア規定入門 26 山田　葵 やまだ　あおい

ジュニア規定入門 27

2019/12/1　　ベイサイドコンテスト
公式競技部門　参加選手リストおよび演技順

ファム　クエ　アン



カテゴリー № 名前 ふりがな

ユース1男子　 28 西村　泰輝 にしむら　たいき

ユース1男子　 29 盛田　天 もりた　てん

ユース1女子　 30 佐藤　千咲 さとう　ちさき

ユース1女子　 31 野村　愛莉 のむら　あいり

ユース1女子　 32 米村　友菜 よねむら　ゆな

ユース1女子　 33 木村　百花 きむら　ももか

ユース1女子　 34 金子　乃々佳 かねこ　ののか

ユース1女子　 35 後藤　凛音 ごとう　りおん

ユース1女子　 36 金子　結衣 かねこ　ゆい

ユース1女子　 37 山口　苺香 やまぐち　いちか

ユース1女子　 38 恩田　未来 おんだ　みく

ユース1女子　 39 吉田　愛佳 よしだ　あいか

ユース2女子　 40 野村　純子 のむら　じゅんこ

ユース2女子　 41 盛田　海 もりた　うみ

ユース2女子　 42 泉　菜々帆 いずみ　ななほ

ユース2女子　 43 山口　彩莉 やまぐち　あやり

ユース2女子　 44 山本　夏妃 やまもと　なつき



カテゴリー № 名前 ふりがな

シニア1男子 45 中村　純也 なかむら　じゅんや

シニア1男子 46 丹羽　昭夫 にわ　あきお

シニア1女子 47 内城　亜沙子 うちじょう　あさこ

シニア1女子 48 大門　茜 だいもん　あかね

シニア2女子 49 牧口　美奈子 まきぐち　みなこ

シニア2女子 50 橋本　陽子 はしもと　ようこ

シニア3男子 51 根岸　隆樹 ねぎし　たかき

シニア3男子 52 島田　徹 しまだ　とおる

シニア3女子A 53 丸井　康子 まるい　やすこ

シニア3女子A 54 鈴木　美恵子 すずき　みえこ

シニア3女子B 55 岩木　貴代 いわき　たかよ

シニア3女子B 56 水尾　妙子 みずお　たえこ

シニア3女子B 57 加藤　真由美 かとう　まゆみ

シニア3女子B 58 片桐　あずさ かたぎり　あずさ

シニア3女子B 59 伊藤　由美 いとう　ゆみ

シニア3女子B 60 佐藤　由美 さとう　ゆみ

シニア3女子B 61 岩倉　昌穂 いわくら　まさほ

シニア3女子B 62 笹生　万里子 さそう　まりこ

シニア3女子B 63 佐藤　弘子 さとう　ひろこ

シニア3女子B 64 小野寺　淳子 おのでら　あつこ



カテゴリー № 名前 ふりがな

佐藤　希香 さとう　ののか

清村　結希 しむら　ゆき

小堀　優莉 こぼり　ゆうり

金子　あさか かねこ　あさか

安藤　百花 あんどう　ももか

牧　結衣菜 まき　ゆいな

杉山　みちる すぎやま　みちる

長野　友香 ながの　ゆか

大野　琴葉 おおの　ことは

吉田　由佳 よしだ　ゆうか

伊澤　咲姫 いざわ　さき

吉田　紗佳 よしだ　すずか

遠坂　菜月 えんざか　なつき

和田　花恵 わだ　はなえ

高田　心結 たかだ　みゆ

島田　真結 しまだ　まゆ

杉山　優宇 すぎやま　ゆう

永野　真良 ながの　まお

栁澤　花梨 やなぎさわ　かりん

渡邊　美愛 わたなべ　みあ

山下　笑凛 やました　えみり

小吹　愛来 こぶき　あいら

平田　花奈 ひらた　はな

芳賀　心菜 はが　ここな

野村　愛莉 のむら　あいり

沼尻　彩里 ぬまじり　あやり

関　　悠衣 せき　ゆい

大橋　柚杏 おおはし　ゆず

金子　結衣 かねこ　ゆい

並里　明莉 なみさと　あかり

ジュニアトリオ 72

ジュニアトリオ 67

ジュニアトリオ 68

ジュニアトリオ 66

ジュニアトリオ 65

ジュニアトリオ 71

ジュニアトリオ 69

トリオユース1 73

ジュニアトリオ 70

トリオユース1 74



カテゴリー № 名前 ふりがな

佐藤　千咲 さとう　ちさき

野村　純子 のむら　じゅんこ

遠藤　湖々 えんどう　ここ

渡辺　永愛

高橋　ちひろ

鈴木　花

藤園　瑠海

金子　乃々佳

江川　紗菜 えがわ　さな

東　なぎさ あずま　なぎさ

武田　芽依 たけだ　めい

酒井　麻愛 さかい　まな

恩田　未来 おんだ　みく

敬称略

75

※棄権があった場合、演技順が繰り上がります。

エアロビックダンス 76

エアロビックダンス
ハクナマタターアズ



はじめてフライト

ゼッケン 名前 ふりがな

101 岡田　こうめ おかだ　こうめ

102 澁谷　佳乃 しぶや　よしの

103 志村　羚 しむら　れい

104 速水　莉菜子 はやみ　りなこ

105 浅野　瑠依 あさの　るい

106 齋藤　桜 さいとう　さくら

107 和田　愛永 わだ　あいな

108 山本　佳奈 やまもと　かな

109 山本　敬 やまもと　けい

110 大迫　俐友 おおさこ　りと

111 大楠　悠翔 おおくす　はると

112 毛利　碧夏 もうり　みなつ

113 鈴木　彩 すずき　あや

114 鈴木　結 すずき　ゆい

115 小井土　咲生 こいど　さき

116 菅谷　希優 すがや　まひろ

117 櫻井　奏 さくらい　かなで

118 鈴木　楓乃音 すずき　かのん

119 山田　葵 やまだ　あおい

120 荒井　俐花 あらい　りか

121

122 ファム　マイ　チョウ

フライト部門　参加選手リスト

ファム　クエ　アン



小学校4年生以下

ゼッケン

131 長野　友香 ながの　ゆか

132 杉山　みちる すぎやま　みちる

133 成田　碧彩 なりた　あおい

134 大野　琴葉 おおの　ことは

135 永野　真良 ながの　まお

136 小吹　愛来 こぶき　あいら

137 平田　花奈 ひらた　はな

138 芳賀　心菜 はが　ここな

139 飯島　愛結 いいじま　あゆ

140 山本　瑠菜 やまもと　るな

141 吉田　紗佳 よしだ　すずか

142 遠藤　悠 えんどう　はるか

143 池田　愛唯 いけだ　あい

144 小野寺　奏 おのでら　かな

小学校5・6年

ゼッケン

151 清村　美咲希 しむら　みさき

152 栁澤　こな やなぎさわ　こな

153 木村　百花 きむら　ももか

154 金子　乃々佳 かねこ　ののか

155 後藤　凛音 ごとう　りおん

156 正木　怜 まさき　れい

157 山口　苺香 やまぐち　いちか

158 吉田　由佳 よしだ　ゆうか

159 伊澤　咲姫 いざわ　さき

160 金田　愛美 かねだ　まなみ

161 林　優 はやし　ゆう

162 並里　明莉 なみさと　あかり



中学生・高校生

ゼッケン

171 栗林　紗矢佳 くりばやし　さやか

172 原　　彩綾 はら　さあや

173 石川　清加 いしかわ　きよか

174 武田　芽依 たけだ　めい

175 高林　歩実 たかばやし　あゆみ

176 江川　紗菜 えがわ　さな

177 五十嵐　愛里楠 いがらし　えりな



一般女子Ａ

ゼッケン 名前 ふりがな

201 栗原　朋花 くりはら　ともか

202 小松田　葵 こまつだ　あおい

203 大門　茜 だいもん　あかね

204 松尾　結衣 まつお　ゆい

205 大窪　日菜 おおくぼ　ひな

206 山川　純奈 やまかわ　じゅんな

207 清水　あお葉 しみず　あおば

208 沖田　佳穂 おきた　かほ

209 原　花耶乃 はら　かやの

一般男子Ｂ

ゼッケン 名前 ふりがな

211 中村　純也 なかむら　じゅんや

212 建部　優 たけべ　ゆう

213 飯田　紀久夫 いいだ　きくお

214 松田　利章 まつだ　としあき

一般女子Ｂ

ゼッケン 名前 ふりがな

221 金子　桂子 かねこ　けいこ

222 松本　美香 まつもと　みか

223 新妻　浩子 にいづま　ひろこ

224 髙田　千香 たかだ　ちか

225 五十嵐　美佐子 いがらし　みさこ



一般男子Ｃ

ゼッケン 名前 ふりがな

231 松田　雅彦 まつた　まさひこ

一般女子Ｃ

ゼッケン 名前 ふりがな

241 矢口　美千代 やぐち　みちよ

242 小山　百合子 こやま　ゆりこ

243 麻上　由子 あさがみ　ゆうこ

244 鈴木　直美 すずき　なおみ

245 河野　和子 こうの　かずこ

246 森　晶子 もり　まさこ

247 渡辺　尚美 わたなべ　なおみ

敬称略



☆　お願いと諸注意　☆　必ずご覧ください！

≪更衣室≫

2Fの更衣室をご利用下さい。

ロッカーに貴重品は入れないように!!

お荷物の管理は各自責任をもって行ってください。

≪休憩・食事≫

会場内は基本的に飲食禁止です。但し、ふたのあるペットボトルなどの水分補給はOKです。

また、会場内の観覧席では簡単な補食もOKです。限られた席数のため譲りあってご利用ください。

食事は1階ロビーをご利用ください。

≪撮影・収録について≫

撮影場所：中央審判席付近・演技スペースの周囲は禁止。

　　　　　また進行の妨げになる場所ではお断りする場合があります。

　　　　　演技の妨げになりますのでフラッシュ・ストロボは使用禁止です。

≪当方で撮影の映像に関して≫

肖像権は主催者に帰属します。

撮影したものを無断で第三者の目にふれるところに掲載することは出来ません。

≪ご参加のみなさま≫

大勢の方にご参加いただいております。

進行に支障の無いよう係の指示には速やかに従うようご協力ください。

スケジュールを確認の上、開始時間には遅れないようにしてください。

ストレッチ、練習等は更衣室前、廊下等の共用スペースでは行わず

大体育室内で行ってください。撮影に関しても、大体育室内でのみ行ってください。

≪観客のみなさま≫

進行に支障のある言動をとられる場合はご退場願う場合があります。

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

≪ごみ類はすべてお持ち帰りください≫

スポーツセンターではごみの回収をしておりません。

ゴミ箱もありません。必ずお持ち帰りください。

※ 大体育室は土足厳禁です。各自で靴袋をご持参下さい。

　脱いだ靴を置いたまま入場しないでください。紛失が報告されています。

　靴を放置された場合、主催者が片付ける場合がありますのでご了承下さい。
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