
≪参加者の方へお願い≫

8:50 受付　 ※入場者／8:50～

※フライト、エンジョイ／8:50～9:30 ≪会 場≫

※チーム部門／8:50～10:30 ●アップや練習はアリーナ内にてお願い致します。

※シングル・トリオ・ペア部門／11:00～演技1時間前まで 　　その他（ロビー、通路等）はご遠慮下さい。

10:00 開会 ●アリーナ内、撮影エリア以外は選手のアップ場所としております。

10:10 フライト部門予選 小学4年以下、小学5・6、中学生    　監督、コーチ以外の方は2階観覧席をご利用下さい。

女1・2.・3、女子マスターズ1・2   　"個人、団体のひも又はテープ等による独占的練習スペースの確保"

男1・2、男子マスターズ  　  は選手間又は団体間のトラブルの原因になりますので禁止と致します。

11:15 エンジョイ・フライト部門 ●アリーナ内での食事等ご飲食は出来ません。

11:45 アダプテッド賞受賞チーム再演　≪ATM≫  　  観覧席、ロビーでお取り下さい。

11:50 チーム部門 ジュニア・ユースチーム、エンジョイ・チーム ●水分補給はグレーゾーンにてお取りください。

12:50 フライト部門決勝 小学4年以下、小学5・6、中学生 ●アリーナ内は室内履き(運動靴・スリッパ)をご利用下さい。

女1・2.・3、女子マスターズ1・2 ●アリーナ入口は緊急避難用の通路を確保する為、脱がれた靴等は

男1・2、男子マスターズ      袋などに入れ、ご自身で管理をお願い致します。

13:50 休憩 ●会場への再入場の際はリボン（入場者目印）をご提示ください。

14:00 演技部門① Aパネル ユース1／S-61～S-77 ●全館禁煙となっております。

Bパネル ユース2／S-31～S-41 ●シャワーは使用できませんので、ご了承ください

　　〃 シニア男子／S-1～S-5

15:40 演技部門② Aパネル ユース1／S-78～S-85 ≪撮 影≫

　　〃 Div.3男女／S-111～S-119 ●「撮影許可申請書」を受付にご提出下さい。

Bパネル シニアペア／P-1 　　＊「撮影許可申請」をされていない方の撮影はご遠慮頂いて

　　〃 シニアトリオ／T-11        おります。

　　〃 ユース2トリオ／T-21 ●参加者の肖像権は主催者に帰属します。

　　〃 ジュニアシングル／S-91～S-104

　　〃 Div.2男女／S-131 ≪お願い≫

17:25 演技部門③ Aパネル シニア女子／S-11～S-20 ●水分をしっかりとり、熱中症にならないよう十分気をつけて下さい。

Bパネル ユース1トリオ／T-31～T-37 ●参加者のケガ等は主催者が応急処置を致しますが、その後の責任

　　〃 ジュニアトリオ／T-41～T-42 　　 は負いかねますのでご了承下さい。

18:15 参加者全員で集合写真 ●紛失・盗難等は一切責任を負いかねますのでご注意下さい。

18:35 表彰式 ●ごみは各自・各チーム毎に責任を持ってお持ち帰り下さい。

19:05 閉会 ●不審者や不審物を見かけたらお近くのスタッフまでご連絡下さい。

●落し物、拾得物は受付にお願いします。
表彰数：本部規定に則り、大会実行委員会が決定します

「第15回エアロビック神奈川大会」　タイムスケジュール

★進行状況により時間が変更になる場合があります。

2016年 9月22日 （祝木） 
横浜文化体育館 

【主  催】神奈川県エアロビック連盟 

【後  援】公益社団法人日本エアロビック連盟／公益財団法人神奈川県体育協会 

      神奈川県教育委員会／tvk（テレビ神奈川）／神奈川新聞社 

【特別協賛】株式会社スズキ自販神奈川 

【協  賛】株式会社スポーツジュエン ベネックス 

          株式会社ボディーアートジャパン／コカ・コーライーストジャパン株式会社 

      ベンゼネラル株式会社 AVIA 



関根　明治 吉山　喜代美

（公社）日本エアロビック連盟 SUZUKI JAPAN CUP 2006

（公社）日本エアロビック連盟 （公財）日本体育協会公認

埼玉県エアロビック連盟 神奈川県エアロビック連盟

敬省略

101 藤園　瑠海 201 安彦　衣織 401 内城　亜沙子 801 三浦　莉子
102 遠藤　湖々 202 野村　純子 402 大門　茜 802 原　美月
103 眞岡　優美 203 長與　春花 803 松木　陽香
104 吉田　愛佳 204 山本　日香 804 松木　綺香
105 吉田　由佳 205 山崎　汐音 805 松本　彩花
106 今井　咲月 206 尾崎　叶 806 吉田　紗佳
107 山口　苺香 207 盛田　海 451 伊東　聡 807 小吹　愛来
108 木村　百花 208 大城　咲来 808 中田　綾菜
109 関　亜咲 209 高橋　ひなの 809 芳賀　心菜
110 盛田　天 210 田村　心愛 810 藤原　あづさ
111 中田　結菜 211 青木　礼央那 811 伊藤　瑞希
112 山本　幸音 212 大坪　向日葵 501 竹内　真利奈 812 小出　楓香
113 飯田　さら 213 富田　望愛 502 若林　紀美江 813 堂角田　芽依
114 小澤　ひな子 214 橋本　菜穂 814 松本　怜俐
115 高橋　ちひろ 215 橋本　遥花 815 磯谷　椿
116 渡邊　愛梨 216 小野　わかな 816 杢代　晴菜
117 麻生　栞 217 大野　菜樹 817 土屋　暁音
118 早坂　彩那 218 本多　倖帆 551 金子　孝 818 村山　七海
119 尾崎　寿々菜 219 森田　乃愛 552 小林　泰夫 819 冨野　央楓
120 斉藤　優輝 220 大塚　彩加 553 齋藤　実 820 石川　咲奈
121 長谷川　花凛 221 佐宗　万綾 821 小出　結香
122 長谷川　匠 222 綾部　成真 822 上坂　菜花
123 金子　乃々佳 223 石井　夏姫 823 山口　莉和
124 尾崎　潮音 224 遠竹　菜々子 824 井上　奈菜夏
125 児玉　悠月 225 中村　柚希 601 柴田　美樹 825 四釜　やちる
126 大野　遥花 226 山崎　凪咲 602 伊藤　純子 826 福本　将大
127 由良　興太郎 227 中井　咲希 603 須川　明子 827 福本　聖華

228 加藤　凛 604 金子　桂子 828 金谷　優花
229 内藤　百花 605 佐藤　真実 829 小林　向葵
230 原田　万結子 606 中野　ひとみ 830 横田　志緒
231 新川　南 607 金崎　公子 831 横田　美桜
232 加藤　芽吹 608 山野　留美子 832 小川　舞依
233 佐藤　海綺 833 北川　結菜
234 上斗米　新菜 834 天王　小春
235 松岡　碧泉 835 嶋村　一真
236 牧田　素奈 836 牧田　梨湖
237 鬼頭　莉子 651 加藤　真由美 837 山崎　美結
238 小野寺　紗 652 藤本　千佳子 838 内藤　千帆里
239 小林　渚 653 石田　悦子

851 春日　とよ子
852 天王　さとみ
853 嶋村　ユミ
854 加藤　安基恵

301 伊地知　暖 701 葛西　広美 855 湊　雅代
302 上斗米　彩花 856 前田　秀徳
303 岡本　香穂
304 安保　彩華

751 田原　昭彦
752 永田　雅春

フライト
男子1

【第15回エアロビック神奈川大会】　

≪参加選手名簿≫

フライト
小学校4年生以下

フライト
小学校5・6年生

トリオ部門　準優勝

上級コーチ

エンジョイ・フライト
フライト
女子1

≪フライト　リーダー≫

認定　指導専門委員

認定　SAフライトリーダー

常任理事 理事

≪審　判≫　　（公社）日本エアロビック連盟　認定審判員

フライト
女子マスターズ1

フライト
女子マスターズ2

フライト
男子マスターズ

フライト
中学生

フライト
女子2

フライト
女子3

フライト
男子2



敬省略

J-1 WACユース Ｃ-1 チーム　タピオカ
J-2 どきどきわくわく☆トキメキ隊 Ｃ-2 SUNSHINE・KIDS
J-3 湘南ユースB Ｃ-3 湘南SPARKLE　PETIT♡
J-4 国府台ピンクダイヤモンド Ｃ-4 Star shines Tamagawa
J-5 スタジオウエマツ  チームテトリス Ｃ-5 TWINKLE

Ｃ-6 Team  snow  white
Ｃ-7 湘南　SPARKLE　KIDS☆
Ｃ-8 Blooming  Flowers
Ｃ-9 湘南SPARKLE　S class♪
Ｃ-10 JKSS

S-61 中村　友紀 S-31 櫻井　美里 S-1 秋山　靖彦 内城　亜沙子
S-62 岸邊　茉央 S-32 瀬畑　知佳子 S-2 丹羽　昭夫 櫻井　美里
S-63 本村　美紗希 S-33 日吉　彩乃 S-3 中岡　浩運 富永　幸海
S-64 植松　まり奈 S-34 大野　瑠菜 S-4 奥村　尚
S-65 加藤　芽吹 S-35 諸岡　育実 S-5 渡部　茂至
S-66 栗原　結衣 S-36 谷中　茜里
S-67 山口　彩莉 S-37 冨永　幸海
S-68 山口　萌子 S-38 鈴木　風菜 尾崎　叶
S-69 斉藤　琴弓 S-39 安保　彩華 伊地知　暖
S-70 嶌田　隼太 S-40 今村　菜子 野村　純子
S-71 中川　千咲季 S-41 濱野　優一 神谷　凉葉
S-72 有山　美憂 S-11 木津　早耶子 奥田　菜未
S-73 飛知和　愛 S-12 大門　茜 斉藤　舞花
S-74 今村　一歩 S-13 小松田　葵 長谷川　知里
S-75 岡田　朋樹 S-14 赤尾　綾香 関根　未歩
S-76 鈴木　里彩 S-15 西川　ひかる 鶴岡　日依
S-77 野村　純子 S-16 清　里香 戸村　花
S-78 高林　歩実 S-17 竹内　真利奈 小池　美月
S-79 石原　菜月 S-18 小山　杏依子 金子　沙姫
S-80 盛田　海 S-19 荻原　さくら 後藤　汐音
S-81 鬼頭　莉子 S-20 森田　美和 田中　千晴
S-82 伊地知　暖 安藤　理紗
S-83 佐藤　海綺 中村　友紀
S-84 佐久間　星来 中川　千咲季
S-85 大塚　アリシア 石原　菜月

高林　歩実
丹　憲一 上田　真穂 岸邊　茉央
小松田　葵 木津　早耶子 山口　彩莉

西川　ひかる

S-131 山岡　夕夏 S-111 谷尾　和恵 S-91 中田　結菜 野村　愛莉
S-112 大下　恵美奈 S-92 遠藤　湖々 沼尻　彩里
S-113 佐藤　弘子 S-93 長谷川　花凛 田沼　香紅
S-114 中野　ひとみ S-94 小澤　ひな子 木村　百花
S-115 酒田　優子 S-95 牧田　素奈 山口　苺香
S-116 柴　昌彦 S-96 渡邊　愛梨 吉田　由佳
S-117 加藤　真由美 S-97 関根　希浬 山本　美瑠
S-118 及川　容雅子 S-98 大野　遥花 藤園　瑠海
S-119 小野寺　淳子 S-99 吉田　愛佳 金子　乃々佳

S-100 長谷川　真咲 尾崎　潮音
S-101 藤園　瑠海 児玉　悠月
S-102 関　亜咲 長谷川　花凛
S-103 長與　春花 今井　咲月
S-104 眞岡　優美 飯田　さら

山本　幸音

T-44

T-45

シニアペア

P-1

T-42

T-21

ユース1トリオ

ユース2トリオ

T-11

T-43

T-31

ジュニアトリオ

T-41

T-32

T-33

T-35

T-36

T-37

T-34

Dvi.2男女シングル

ユース1女子シングル

ジュニアシングル

ユース2女子シングル シニア男子シングル

シニア女子シングル

≪チャレンジ競技選手名簿≫

Dvi.3男女シングル

シニアトリオ

【第15回エアロビック神奈川大会】　

≪公式競技選手名簿≫

エンジョイ・チーム

≪チャレンジチ競技参加名簿≫ ≪エンジョイ競技参加名簿≫

ジュニア・ユースチーム



（敬称略）
【シングル部門／ユース1女子】 【シングル部門／ジュニア】 【フライト部門／小学校4年生以下】

優勝 宮島　果音 エアロビックアスリートチームジムナ 優勝 鈴木　里彩 優勝 加藤　芽吹
準優勝 星野　楓 A.G.T.グリーンHOP 準優勝 甲斐　愛梨 準優勝 盛田　海
3位 栗原　結衣 A.G.T.グリーンHOP 3位 加藤　芽吹 3位 野村　純子 WAC　WATABE　アスリートクラブ

【シングル部門／ユース2女子】 【シングル部門／Div.2】 【フライト部門／小学校5・6年生】
優勝 河合　翔 エアロビックアスリートチームジムナ 連盟賞 山岡　夕夏 優勝 植松　杏奈

準優勝 増田　りさこ エアロビックアスリートチームジムナ 準優勝 齊藤　来愛
3位 浜田　陽菜 エアロビックアスリートチームジムナ 【シングル部門／Div.3】 3位 山口　彩莉

優勝 松本　智子
【シングル部門／シニア男子】 準優勝 谷尾　和恵 【フライト部門／中学生】

優勝 丹　憲一 C.A.C.　ＴＯＫＹＯ 3位 加藤　真由美 A.G.T.グリーンHOP 優勝 大野　瑠菜
準優勝 渡部　茂至 準優勝 安保　彩華

【トリオ部門／ジュニア】
【シングル部門／シニア女子】 沼尻　彩里 【フライト部門／女子1】

優勝 小松田　葵 湘南茅ヶ崎A.G.C. 野村　愛莉 優勝 行田　桃子
準優勝 木津　早耶子 湘南茅ヶ崎A.G.C. 田沼　香紅
3位 岸名　あゆみ 玉川大学エアロビックチーム 【フライト部門／女子2】

【エンジョイ・フライト部門】 優勝 若林　紀美江
【トリオ部門／ユース1】 えありーな 山崎　汐音

星野　楓 A.G.T.グリーンHOP 山口　苺香 【フライト部門／男子2】
栗原　結衣 A.G.T.グリーンHOP 木村　百花 優勝 若林　理
中村　友紀 A.G.T.グリーンHOP 土屋　暁音

原　美月 【フライト部門／女子3】
【トリオ部門／ユース2】 山野井　希桃 優勝 植松　香奈

増田　りさこ エアロビックアスリートチームジムナ 尾崎　寿々菜
河合　翔 エアロビックアスリートチームジムナ 【フライト部門／女子マスターズ1】
澁谷　美月 エアロビックアスリートチームジムナ 【チーム部門／ジュニア・ユース】 優勝 加藤　真由美 A.G.T.グリーンHOP

優勝 どきどきわくわく☆トキメキ隊

【トリオ部門／シニア】 【フライト部門／女子マスターズ2】

岸名　あゆみ 玉川大学エアロビックチーム 【チーム部門／エンジョイ・チーム】 優勝 大下　恵美奈
小松田　葵 湘南茅ヶ崎A.G.C. MVP ＹＣ　Ａerobic Team TWINKLE
木津　早耶子 湘南茅ヶ崎A.G.C. パフォーマンス湘南　SPARKLE　KIDS☆ 【フライト部門／男子マスターズ】

スマイル 湘南SPARKLE　PETIT♡ 優勝 秋葉　泰弘
チームワーク 湘南　A-girls

アリーナ非常出口

２階観覧席非常出口

●アリーナにいる場合

アリーナ中央に集まり、座って待機してください。

2 2

階 階 ●観覧席にいる場合

観 アリーナ 観 その場から動かず、座って待機をしてください。

覧 覧

席 席 ●ロビー周辺にいる場合

入り口付近のガラスからはなれ、
座って待機をしてください。

あわてず、次の指示が出るまでお待ちください！

“緊 急 地 震 速 報”　がでたら

非常出口

館内放送が流れます。

２階　観覧席

《　地震対応　について　》

優勝

テクニカル

優勝

優勝

優勝

スマイル

元気

2015年9月19日（土） 
横浜文化体育館 

神奈川県エアロビック連盟 エアロビック神奈川大会実行委員会 
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