
8:50 受付　 ※入場者／8:50～
※フライト、エンジョイフライト／8:50～9:30

※チーム部門／8:50～10:30

※シングル・トリオ・ミックスペア部門／11:00～演技1時間前まで

10:00 開会

10:10 フライト部門予選 小学4年以下、小学5・6、中学生、女1・2・3、男子2

女子マスターズ1・2、男子マスターズ、グランドマスターズ

10:40 エンジョイ・フライト部門

11:05 アダプテッド賞受賞チーム再演　≪スマイルスイート≫

11:10 チーム部門 エンジョイチーム、エアロビックダンスA・B

12:10 フライト部門決勝 小学4年以下、小学5・6、中学生、女1・2・3、男子2

女子マスターズ1・2、男子マスターズ、グランドマスターズ

13:30 演技部門① Aパネル ユース1女子

　　〃 ユース1男子

　　〃 ユース2女子

Bパネル ジュニア規定

14:55 演技部門② Aパネル ユース1トリオ

　　〃 シニア1女子

　　〃 シニア1男子

　　〃 シニア2女子 16時15分開始予定

　　〃 シニア3男子

　　〃 シニアミックスペア スローエアロビック　リーダー

　　〃 シニアトリオ 　　　　　田中　舞　さん

Bパネル ジュニアトリオ

　　〃 シニア3女子

16:15 みんなで☆スローエアロビック☆体験

16:50 参加者全員で集合写真

17:00 表彰式

17:30 入賞者写真

17:40 閉会

表彰数：本部規定に則り、大会実行委員会が決定します 【特別協賛】スズキ株式会社

「第18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。

2019年 9月28日 （土）
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、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】スズキ株式会社、株式会社スズキ自販神奈川、株式会社スズキ自販湘南

株式会社ファンケル

【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／ベンゼネラル株式会社 AVIA

みんなで ☆スローエアロビック☆ 体験

スローエアロビックは、

ゆったりとしたテンポで動くので運動強度もソフト。

安全に運動を続けることができる軽運動です。

軽運動が脳を活性化し、認知機能が向上することが、

最新の研究で明らかになっています！

さあ、みんなで体験してみましょう！！

プロフィール
（公社）日本エアロビック連盟 認定

テクニカルアドバイザー

（公財）日本スポーツ協会 公認

エアロビックコーチ1

NHK出版『脳フィットネスを



≪フライト　リーダー≫

敬省略

101 牧　結衣菜 201 平田　理音菜 351 山本　結衣 601 酒田　優子
102 平田　花奈 202 川田　結生奈 602 植松　香奈
103 飯島　愛結 203 麻生　栞
104 芳賀　心菜 204 鈴木　流愛
105 遠藤　悠 205 大木　優奈
106 小吹　愛来 206 清野　瑞希
107 比留川　ゆず 207 堀内　優月 451 竹内　真利奈 651 加藤　真由美
108 平田　唯花 208 小池　花空 452 高橋　奈美 652 柿沼　桂子
109 山本　理紗 209 井上　友里 653 矢口　美千代
110 松本　音々 210 山崎　美結
111 吉田　紗佳 211 石塚　栞
112 堀川　莉代奈 212 岡本　姫菜
113 池田　愛唯 213 山田　望生
114 長野　友香 214 三武　美月
115 長橋　奏星 215 芳賀　李音
116 永野　真良 216 内藤　千帆里 501 飯田　紀久夫 701 松田　利章
117 原田　光桜 217 古谷　愛紗 502 岡田　訓幸
118 山本　瑠菜 218 吉田　由佳
119 松原　怜司 219 伊澤　咲姫
120 江守　茉優 220 菊地　桜輔
121 成田　碧彩 221 上原　穂美
122 小野寺　奏 222 角屋　心奈
123 佐渡　郁香 223 牧田　梨湖

224 金子　乃々佳
225 山口　苺香 551 山野　留美子 751 斉藤　昭代
226 木村　百花 552 佐藤　真実 752 鈴木　直美
227 澤田　結人 553 岡田　真由美
228 斉藤　優輝 554 中野　ひとみ

555 金子　桂子
556 須川　明子

801 松本　莉奈
301 野村　純子 802 小出　楓香
302 遠藤　湖々 803 堂角田　芽依
303 吉田　愛佳 804 松本　彩花
304 植松　まり奈 805 渡部　瑠水

806 霊山　莉々
807 髙山　紗良
808 荒井　俐花
809 山崎　愛結

【第18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

プロフィール

JAF認定Ａ級審判員

≪審　判≫　　（公社）日本エアロビック連盟　認定審判員

丹　憲一

フライト
女子1

　　スズキジャパンカップ2002トリオ部門優勝

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
グランドマスターズ

フライト
中学生

フライト
女子3

フライト
男子マスターズ

エンジョイ・フライト

フライト
女子2

フライト
男子2



敬省略

E-1 玉川 dreamy E-8 S.A.Cキッズ

E-2 湘南 SPARKLE KIDS E-9 湘南 SPARKLE JUNIOR

E-3 スタジオウエマツジュニアチーム E-10 アステム湘南HOPPERS

E-4 茅ケ崎市立ぴょんぴょん小学校 E-11 シャイニーフレンズ

E-5 日体大　LILAC　shine E-12 国府台ピンクダイヤモンド

E-6 ABM E-13 ひばり会

E-7 玉川 JKSS

Ａ-1 銀河系星組乙女隊 B-1 ハクナマタターズ

B-2 Fine Max

Y1M-1 澤田　結人 S1M-1 丹羽　昭夫 S3M-1 奥村　尚 入門編
Y1M-2 斉藤　優輝 S1M-2 青山　歩樹 S3M-2 島田　徹 JS-1 山田　葵

基本編
JS-2 安藤　百花
JS-3 島田　真結
JS-4 長野　友香
JS-5 牧　結衣菜

Y1W-1 藤園　瑠海 S1W-1 山本　凜 Ａ JS-6 永野　真良
Y1W-2 山本　美瑠 S1W-2 大門　茜 S3W-1 山岡　夕夏 JS-7 小野寺　奏
Y1W-3 高橋　ひなの S1W-3 内城　亜沙子 S3W-2 伊藤　純子 上級編
Y1W-4 佐藤　千咲 S1W-4 坂本　恵里菜 S3W-3 酒田　優子 JS-8 金子　あさか
Y1W-5 長谷川　真咲 S1W-5 杉山　佳伽 S3W-4 奥田　由里子 JS-9 伊澤　咲姫
Y1W-6 木村　百花 S3W-5 川上　聡子 JS-10 山本　瑠菜
Y1W-7 吉田　愛佳 Ｂ JS-11 川田　結生奈
Y1W-8 平田　理音菜 S3W-6 土田　悦子 JS-12 上原　穂美
Y1W-9 金子　乃々佳 S3W-7 加藤　真由美 JS-13 吉田　由佳

Y1W-10 山口　苺香 S3W-8 谷尾　和恵
S2W-1 竹内　真利奈 S3W-9 櫛谷　喜美子
S2W-2 小松田　葵 S3W-10 萬﨑　明美
S2W-3 荻原　さくら S3W-11 片桐　あずさ
S2W-4 行田　桃子 S3W-12 佐藤　由美
S2W-5 齊田　麻衣

Y2W-1 小野寺　星
Y2W-2 野村　純子
Y2W-3 盛田　海

藤園　瑠海 大門　茜 山下　正紘 牧　結衣菜
遠藤　湖々 櫻井　美里 北村　さくら 安藤　百花
山本　美瑠 冨永　幸海 金子　あさか

川田　結生奈
上原　穂美
比留川　ゆず
松本　音々
長橋　奏星
江守　茉優
池田　愛唯
小野寺　奏
堀川　莉代奈

JT-4

エアロビックダンスB

シニアミックスペア

SMP-1

ユース1女子シングル

ジュニア規定

ユース2女子シングル

ユース1男子シングル

ユース1トリオ

Y1T-1

シニア1男子シングル

シニア1女子シングル シニア3女子シングル

シニア2女子シングル

シニア3男子シングル

JT-3

【第18回エアロビック神奈川大会】　

≪公式競技選手名簿≫

エアロビックダンスＡ

エンジョイチーム

≪チーム競技名簿≫

JT-2

S1T-1

ジュニアトリオ

JT-1

シニア1トリオ



（敬称略）
【シングル部門／ユース1男子】 【トリオ部門／シニア1】 【フライト部門／小学校4年生以下】
優勝 斉藤　優輝 柳田　綾里咲 優勝 川田　結生奈 OKJエアロビックファミリー

相澤　玲美 準優勝 吉田　由佳
【シングル部門／ユース1女子】 晒名　結奈 3位 金子　結衣 A.G.T.グリーンHOP
優勝 山口　彩莉 FFK YOKOHAMA 4位 松本　音々 FFK YOKOHAMA
準優勝 藤園　瑠海 WAC 5位 上原　穂美 OKJエアロビックファミリー

3位 眞岡　優美 【シングル部門／ジュニア】
優勝 金子　結衣 A.G.T.グリーンHOP 【フライト部門／小学校5・6年生】

【トリオ部門／ユース1】 準優勝 上原　穂美 OKJエアロビックファミリー 優勝 小澤　ひな子
野村　純子 WAC 3位 盛田　天 FFK YOKOHAMA 準優勝 山本　幸音
藤園　瑠海 WAC 3位 髙橋　亜沙美 FFK YOKOHAMA
遠藤　湖々 【トリオ部門／ジュニア】
山本　美瑠 WAC 木村　百花 【フライト部門／中学生】
金子　乃々佳 WAC 山口　苺香 優勝 栗林　紗矢佳 SKJ
渡辺　永愛 WAC 吉田　由佳 準優勝 植松　杏奈

【フライト部門／男子2】
【シングル部門／ユース2女子】 【チーム部門／エアロビックダンスB】 優勝 金子　周平
優勝 中村　友紀 A.G.T.グリーンHOP 優勝 アステム湘南SMILE GIRLS
準優勝 岸邊　茉央 FFK YOKOHAMA （アステム湘南VIGOROUS） 【フライト部門／女子2】
3位 飛知和　愛 優勝 稲元　由紀子

準優勝 菊地　志穂美
【チーム部門／エンジョイ・チーム】

ＭＶＰ B.WITCH 【フライト部門／女子3】
【シングル部門／シニア1男子】 優秀賞 どきどきわくわく☆トキメキ隊 優勝 佐藤　真実 アステム湘南VIGOROUS

優勝 青山　歩樹 青山社中 チームワーク cosmo　tamagawa 準優勝 金子　桂子
スマイル 湘南SPARKLE　PETIT

【シングル部門／シニア1女子】 オリジナル ｵﾙﾁｬﾝ　ｇｉｒｌｓ 【フライト部門／女子マスターズ1】
優勝 鈴木　風菜 アステム湘南VIGOROUS 元気 湘南SPARKLE　KIDS 優勝 萬崎　明美
準優勝 鈴木　清香 FLAT BACK エンジョイ 湘南SPARKLE　PETIT　Special 準優勝 櫛谷　喜美子

県代表 Y.C Aerobic Team  TWINKLE
【シングル部門／シニア2男子】 県代表 SACチャレンジキッズ 【フライト部門／女子マスターズ2】
連盟賞 渡邉　龍乃介 青山社中 県代表 玉川　JKSS 優勝 加藤　真由美 A.G.T.グリーンHOP

県代表 WAC　ユース （WAC） 準優勝 矢口　美千代
【シングル部門／シニア2女子】
優勝 小松田　葵 アステム湘南VIGOROUS 【フライト部門／男子マスターズ】
準優勝 村本　由美子 優勝 斉藤　美治 アステム湘南VIGOROUS

【エンジョイ・フライト部門】
【シングル部門／シニア3男子】 えありーな 吉原　瑠花 【フライト部門／グランドマスターズ】
優勝 堀　浩二 青山社中 小野寺　楓音 連盟賞 田原　昭彦

渡部　瑠水
【シングル部門／シニア3女子】 遠藤　遥
優勝 加藤　真由美 A.G.T.グリーンHOP 飯島　愛結
準優勝 奥田　由里子 杉山　みちる A.G.T.グリーンHOP
3位 萬崎　明美 平田　花奈

《　地震対応　について　》

アリーナ非常出口 ≪会 場≫

２階観覧席非常出口 ●アップや練習はアリーナ内にてお願い致します。

　　その他（ロビー、通路等）はご遠慮下さい。

●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。

   　監督、コーチ以外の方は2階観覧席をご利用下さい。

  　"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"

 　  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。

●アリーナ内での食事等ご飲食は出来ません。

2 2  　  観覧席、ロビーでお取り下さい。

階 階 ●水分補給はグレーゾーンにてお取り下さい。

●アリーナ内は室内履き(運動靴・スリッパ)をご利用下さい。

観   アリーナ 観 ●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

覧 覧      袋などに入れ、ご自身で管理をお願い致します。

席 席 ●会場への再入場の際はリボン（入場者目印）をご提示下さい。

●全館禁煙となっております。

●シャワーは使用できませんので、ご了承下さい。

≪撮 影≫

●「撮影許可申請書」を受付にご提出下さい。

　　＊「撮影許可申請」をされていない方の撮影はご遠慮頂いて

       おります。

“緊 急 地 震 速 報”　がでたら ●参加者の肖像権は主催者に帰属します。

館内放送が流れます
●アリーナにいる場合 ≪お願い≫

アリーナ中央に集まり、座って待機して下さい。 ●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。

●観覧席にいる場合 ●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

その場から動かず、座って待機をして下さい。 　　 は負いかねますのでご了承下さい。

●ロビー周辺にいる場合 ●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。

入り口付近のガラスからはなれ、 ●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。

座って待機をして下さい。 ●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。

あわてず、次の指示が出るまでお待ち下さい！ ●落し物、拾得物は受付にお願いします。

２階　観覧席

≪参加者の方へお願い≫

連盟賞

テクニカル

優勝

優勝

スマイル

元気

準優勝

2018年9月29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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