
ゼッケン 氏名 ふりがな ゼッケン 氏名 ふりがな

1 大洞　眞子 おおほら　まこ 41 横山 志穂美 よこやま　しほみ

2 山本　敬 やまもと　けい 42 岸　妙子 きし　たえこ

43 稲元　由紀子 いなもと　ゆきこ

44 金子　桂子 かねこ　けいこ

ゼッケン 氏名 ふりがな 45 高橋　哉子 たかはし　かなこ

11 林　優 はやし　ゆう 46 福富　千鶴 ふくとみ　ちづる

12 和氣　芽佳 わき　めいか 47 川島　奈美 かわしま　なみ

13 和氣　愛佳 わき　あいか

14 小井土　咲生 こいど　さき

15 長野　友香 ながの　ゆか ゼッケン 氏名 ふりがな

16 正木　怜 まさき　れい 51 加藤　真由美 かとう　まゆみ

17 栗原　志歩 くりはら　しほ 52 清水　尚子 しみず　しょうこ

18 石井　心海 いしい　ここみ 53 酒田　優子 さかた　ゆうこ

19 弓削　美菜 ゆげ　はるな 54 中野　ひとみ なかの　ひとみ

20 小野澤　萌衣 おのざわ　めい 55 奥田　由里子 おくだ　ゆりこ

21 小吹　愛来 こぶき　あいら 56 冨永　賢治 とみなが　けんじ

22 平田　花奈 ひらた　はな 57 矢口　美千代 やぐち　みちよ

23 山科　佳蓮 やましな　かれん 58 岸田　波香 きしだ　なみか

24 岡村　柚寿 おかむら　ゆず 59 佐藤　由実 さとう　ゆみ

25 山本　かな やまもと　かな 60 肥沼　悦子 こいぬま　えつこ

26 渡邉　麻理子 わたなべ　まりこ 61 荻野　富美子 おぎの　ふみこ

27 金子　愛梨 かねこ　あいり 62 飯田　紀久夫 いいだ　きくお

ゼッケン 氏名 ふりがな ゼッケン№ 氏名 ふりがな

31 柳田　綾里咲 やなぎだ　ありさ 71 斉藤　美治 さいとう　よしはる

32 外村　直 とのむら　なお 72 渡辺　尚美 わたなべ　なおみ

33 松本　萌花 まつもと　もえか 73 堀　仁美 ほり　ひとみ

34 中村　友紀 なかむら　ゆき 74 鈴木　直美 すずき　なおみ

35 白石　愛 しらいし まな 75 本多　弘子 ほんだ　ひろこ

76 葛西　廣美 かさい　ひろみ

フライト競技 参加者リスト

フライト競技 ユースA フライト競技 シニアB

フライト競技 ユースB

フライト競技 マスターズ

フライト競技 シニアA フライト競技 グランドマスターズ



演技発表

№ チーム名 ふりがな 人数 メンバー構成

1 Fine Beat ふぁいんびーと 9 小学生

2 ナラとシンバ ならとしんば 2 成人（60才～）

3 江東区キッズエアロビクス教室
こうとうくきっずえあろびくす

きょうしつ
4 小学生

4 ACE エース 15 成人（～60才）

レディース・エン・ジェントルメン！お集まりの皆様こんにちは、ACEです！
私たちの持ち味は、どんな色にも染まることができる個性と
誰にも負けないチームワークです☆
今日は初めてステージに立つ1年生から、ベテラン4年生までが

力を合わせてつくり上げたカッコよく、ちょっぴりセクシーな演技を披露します💃🏻
どうぞ楽しんでご覧ください♪

小学校1年から6年生までの9名のチームです。スピード変化の多い難しい曲ですが、リズム
に乗って踊れるよう頑張って練習しました。応援してください。

エアロビック　ペア

深川スポーツセンターにて、月２回練習しているエアロビクスのチームです。



公式競技 ジュニア男女シングル部門 公式競技 シニア1男子シングル部門

№ 氏名 ふりがな № 氏名 ふりがな

101 大石　彩葉 おおいし　いろは 115 丹羽　昭夫 にわ　あきお

102 金子　愛梨 かねこ　あいり

103 久世　小桜 くせ　こはる 公式競技 シニア1女子シングル部門

104 杉村　衣都 すぎむら　いと № 氏名 ふりがな

105 長尾　美咲 ながお　みさき 116 石原　菜月 いしはら なづき

106 畠山　初音 はたけやま　はつね

107 平田　花奈 ひらた　はな 公式競技 シニア2女子シングル部門

108 宮崎　絆愛 みやざき　はんな № 氏名 ふりがな

109 山田　葵 やまだ　あおい 117 橋本　陽子 はしもと　ようこ

110 山本　かな やまもと　かな

111 和氣　芽佳 わき　めいか 公式競技 シニア3男子シングル部門

№ 氏名 ふりがな

公式競技 ユース1女子シングル部門 118 根岸　隆樹 ねぎし　たかき

№ 氏名 ふりがな

112 小井土　咲生 こいど　さき 公式競技 シニア3A女子シングル部門

113 長野　友香 ながの　ゆか № 氏名 ふりがな

114 栗原　志歩 くりはら　しほ 119 横山　志穂美 よこやま　しほみ

公式競技 シニア3B女子シングル部門

№ 氏名 ふりがな

120 水尾　妙子 みずお　たえこ

121 林　秀子 はやし　ひでこ

122 笹生　万里子 さそう　まりこ

123 加藤　真由美 かとう　まゆみ

124 小野寺　淳子 おのでら　あつこ

125 大塚  晴美 おおつか　はるみ

126 岩倉　昌穂 いわくら　まさほ

公式競技 参加者リスト・演技順　①



公式競技 ジュニアトリオ部門

№ 氏名 ふりがな

畠山　初音 はたけやま　はつね

杉村　衣都 すぎむら　いと

山田　葵 やまだ　あおい

エアロビックダンス部門　（ユース）

№ 氏名 ふりがな

チーム名 BEST舞姫 （べすとまいひめ）

小野澤　萌衣 おのざわ　めい

正木 怜 まさき　れい

山口　莉奈 やまぐち　りな

弓削　美菜 ゆげ　はるな

エアロビックダンス部門　（シニア）

№ 氏名 ふりがな

チーム名 寄せ鍋 （よせなべ）

柳田　綾里咲 やなぎだ　ありさ

外村　直 とのむら　なお

関口　優希 せきぐち　ゆうき

相澤　玲美 あいざわ　れみ

小島　なつ子 こじま　なつこ

佐々木　みちる ささき　みちる

諏訪　礼奈 すわ　れいな

公式競技 参加者リスト・演技順　②

127

128

129


