
エアロビック競技の国内最高峰「スズキジャパンカップ2022第39回全日本総合エアロビック選手権大会
全国大会」［主催: (公社)日本エアロビック連盟、会長 遠藤 利明]が、11月12日(土)・13日(日)の2日間、
大田区総合体育館(東京都大田区)で開催されました。＜公式サイト https://www.aerobic.or.jp＞

全国大会には、各都道府県大会、各地区大会などを勝ち抜いた選手たちが、11月12日(1日目)「エアロダン
ス(AD種目)」、13日(2日目)「エアロビックジムナスティックス(AG種目)」の全21部門にのべ378名が参加し、
エアロビック競技の日本一が決定いたしました。

これまで、新型コロナウイルスの影響により競技部門の縮小や無観客での開催などを経て、3年ぶりに全種
目競技を実施し、さらに有観客での開催となりました。今年からエアロビック競技の国内普及拡大を目指す
新種目の「エアロダンス(AD種目)」が加わり、会場は熱気であふれ、選手たちは日ごろの練習の成果を存分
に発揮しました。

＜AG種目/シニアの部＞
男子シングル部門は斉藤瑞己選手が優勝、女子シングル部門は北爪凜々選手が復帰後２連覇！

男子シングル部門では、史上初の8連覇を達成後、昨年は残念ながら2位となった日本のエース斉藤瑞己選手
(群馬県太田市／ＳＫＪ)が、見事優勝。昨年のくやしさをバネに競技力向上のため「すべてにおいて基礎
を一からやり直した」とのコメント通り、次々と繰り出される高難度の技で会場の観客を魅了し、21.750点
の高得点で優勝しました。シニアの部最高得点者の斉藤選手には、文部科学大臣杯が贈られました。

女子シングル部門は、北爪凜々選手(群馬県太田市／ＳＫＪ)が電撃引退から復帰後、見事2連覇。「見ている
方の心に残り続ける演技ができるように」と作品の強化に取り組み、見事な演技を披露しました。

＜AG種目/ユースの部＞
ユース２女子シングル部門は、佐阪真那選手が初優勝。

ユース2男子シングル部門は、鬼頭快惺選手(愛知県刈谷市／AE刈谷)が初優勝。
ユース2女子シングル部門は、佐阪真那選手(大阪府泉南郡／くまとりA.G.C.)が18.400点で初優勝。
ユースの部で最高得点の佐阪選手には、ＮＨＫグローバルメディアサービス杯が贈られました。

◆今大会は「スズキワ－ルドカップ エアロビック世界大会」の日本代表選手選考会も兼ねており、AG種目の
シニア各部門2位まで(但し16.500点以上)の選手および組、ユース各部門は優勝選手および優勝組が日本代表
として出場予定です。 ※その他の結果は、3～4頁をご覧ください。

【スズキジャパンカップ2022 お問い合わせ】
スズキジャパンカップPR事務局 担当：塚盛なおみ ・ 野口博美

事務局直通TEL：03-3567-1517（平日9:30-17:30）／FAX：03-5524-0725
e-mail: aerobic@tosen-net.co.jp

2022年11月15日
ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
関係 各位

｢スズキワールドカップ エアロビック世界大会｣日本代表選手選考会
＜大会結果＞

公益社団法人日本エアロビック連盟

スズキジャパンカップPR事務局



【実施種目と部門、競技方法】
競技エリアの中で規定時間内に、エアロビック動作や柔軟性、筋力を必要とする難度エレメントを
バランスよく組み入れた演技を行う。 ※2022年12月31日時点の年齢を適用

スズキジャパンカップ2022 全日本総合エアロビック選手権 大会概要

◆テレビ放映 ＮＨＫ－ＢＳ１
放送 11月27日（日）11時00分～12時50分

大会名： スズキジャパンカップ2022 第39回全日本総合エアロビック選手権大会 全国大会
開催日： 2022年11月12日（土）13日（日）
主 催： 公益社団法人日本エアロビック連盟 (JAF＝Japan Aerobic Federation)
後 援： スポーツ庁、東京都、大田区、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本体操協会、

スズキ株式会社、株式会社NHKグローバルメディアサービス
協 賛： 東京海上日動火災保険株式会社、デサントジャパン株式会社、

一般財団法人凸版印刷三幸会、株式会社EWMジャパン、ホクレン農業協同組合連合会
会 場： 大田区総合体育館 東京都大田区東蒲田1丁目11番1号

※AG種目は、｢スズキワ－ルドカップ2022/2023エアロビック世界大会｣の日本代表選手選考会も
兼ねており、シニア・ユース各部門の上位入賞者は、同大会へ日本代表選手として出場が内定します。

種目 年齢区分 競技部門

AG種目

シニアの部(17歳以上) 男子シングル、女子シングル、ミックスペア、
トリオ、グループ、ダンス

ユースの部
(ユース2:14～16才）
(ユース1:11～13才)

ユース2男子シングル、女子シングル
ユース1男子シングル、女子シングル
ユース2トリオ、ユース1トリオ

AD種目

シニアの部 男子シングル、男子マスターズ、
女子A、女子B、女子C、女子マスターズ

ユースの部 ティーンズ男子、ティーンズ女子

年齢不問 チーム・チャレンジ

【競技種目】
(1)AG種目とは、「エアロビックジムナスティクスの略」、国際共通ルールで行われる競技種目です。
(2)AD種目とは、「エアロビックダンスの略」、国内独自のルールで行われる競技種目です。

【全国大会結果】全出場種目、出場選手の結果は下記サイトをご覧ください。
11月12日(土)
1日目（AD種目）
大会結果

【スズキジャパンカップ2022 お問い合わせ】
スズキジャパンカップPR事務局 担当：塚盛なおみ ・ 野口博美

事務局直通TEL：03-3567-1517（平日9:30-17:30）／FAX：03-5524-0725
e-mail: aerobic@tosen-net.co.jp

11月13日(日)
2日目（AG種目）
大会結果



≪報道機関の皆様へ≫全国大会の写真は下記サイトよりダウンロード可能です。（本日より14日間）
★AG種目 シニアの部 優勝者 画像 https://xgf.nu/323M

上記の他に、大会出場選手の写真をご希望の場合には、お手数ですが事務局までお問い合わせください。

シニアの部 6位入賞者 ※2022年11月13日時点の年齢。【シニア男子シングル部門】
順位 演技順 氏名 フリガナ 年齢* 都道府県 市区町村 登録クラブ 得点

1 11 斉藤　瑞己 サイトウ　ミズキ 26 群馬県 太田市 S K J 21.750
2 12 河合　翔 カワイ　ショウ 20 群馬県 高崎市 エアロビックアスリートチーム ジムナ 20.400
3 10 殿下　拓海 トノシタ　タクミ 22 大阪府 大阪市西区 OSKスポーツクラブ 19.750
4 6 板谷　光太郎 イタタニ　コウタロウ 17 茨城県 牛久市 18.850
5 7 是枝　亮 コレエダ　リョウ 29 北海道 江別市 北翔大学クラブ 18.250
6 1 今村　一歩 イマムラ　イッポ 19 神奈川県 座間市 アステム湘南VIGOROUS 18.000

【シニア女子シングル部門】
順位 演技順 氏名 フリガナ 年齢* 都道府県 市区町村 登録クラブ 得点

1 24 北爪　凜々 キタヅメ　リリ 24 群馬県 太田市 S K J 21.050
2 21 山元　里桜 ヤマモト　リオ 18 岡山県 総社市 OSKスポーツクラブ 19.700
3 22 岩城　未緒 イワキ　ミオ 19 和歌山県 橋本市 くまとりA.G.C. 19.600
4 23 髙栁　汐里 タカヤナギ　シオリ 18 愛知県 名古屋市緑区 AE刈谷 19.150
5 18 宮宗　萌 ミヤムネ　モエ 21 岡山県 岡山市東区 OSKスポーツクラブ 18.650
6 6 清　里香 セイ　サトカ 26 静岡県 静岡市駿河区 青山社中 18.500

【シニアミックスペア部門】
順位 演技順 氏名 フリガナ 年齢* 都道府県 市区町村 登録クラブ 得点

斉藤　瑞己 サイトウ　ミズキ 26 群馬県 太田市 S K J
北爪　凜々 キタヅメ　リリ 24 群馬県 太田市 S K J
外村　直 トノムラ　ナオ 28 埼玉県 川口市
柳田　綾里咲 ヤナギダ　アリサ 27 埼玉県 さいたま市

【シニアトリオ部門】
順位 演技順 氏名 フリガナ 年齢* 都道府県 市区町村 登録クラブ 得点

今村　一歩 イマムラ　イッポ 19 神奈川県 座間市 アステム湘南VIGOROUS

今村　菜子 イマムラ　ナコ 21 神奈川県 座間市 アステム湘南VIGOROUS

上田　真穂 ウエダ　マホ 30 神奈川県 藤沢市 アステム湘南VIGOROUS

入江　葉留咲 イリエ　ハルサ 17 岡山県 岡山市北区 OSKスポーツクラブ
中谷　祈粋 ナカタニ　キサキ 20 岡山県 岡山市北区 OSKスポーツクラブ
宮宗　萌 ミヤムネ　モエ 21 岡山県 岡山市東区 OSKスポーツクラブ
黒田　七菜 クロダ　ナナ 17 愛知県 刈谷市 AE刈谷
髙栁　汐里 タカヤナギ　シオリ 18 愛知県 名古屋市緑区 AE刈谷
髙栁　光希 タカヤナギ　ミツキ 18 愛知県 名古屋市緑区 AE刈谷
岡本　麻央 オカモト　マオ 19 岡山県 岡山市中区 OSKスポーツクラブ
海原　百花 カイハラ　モモカ 18 岡山県 岡山市中区 OSKスポーツクラブ
山元　里桜 ヤマモト　リオ 18 岡山県 総社市 OSKスポーツクラブ

【シニアグループ部門】
順位 演技順 氏名 フリガナ 年齢* 都道府県 市区町村 登録クラブ 得点

殿下　拓海 トノシタ　タクミ 22 大阪府 大阪市西区 OSKスポーツクラブ
岡本　麻央 オカモト　マオ 19 岡山県 岡山市中区 OSKスポーツクラブ
海原　百花 カイハラ　モモカ 18 岡山県 岡山市中区 OSKスポーツクラブ
中谷　祈粋 ナカタニ　キサキ 20 岡山県 岡山市北区 OSKスポーツクラブ
山元　里桜 ヤマモト　リオ 18 岡山県 総社市 OSKスポーツクラブ
今村　菜子 イマムラ　ナコ 21 神奈川県 座間市 アステム湘南VIGOROUS

岩崎　優羽 イワサキ　ユウ 16 茨城県 龍ケ崎市
木津　早耶子 キヅ　サヤコ 28 神奈川県 藤沢市 アステム湘南VIGOROUS

小松田　葵 コマツダ　アオイ 31 神奈川県 藤沢市 アステム湘南VIGOROUS

和野　日向 ワノ　ヒナタ 27 神奈川県 藤沢市
生嶋　浩 ショウジマ　コウ 22 佐賀県 伊万里市 HSエアロビックダンス

生嶋　優 ショウジマ　ユウ 26 佐賀県 伊万里市 HSエアロビックダンス

橋口　貢大 ハシグチ　コウダイ 34 長崎県 佐世保市
井手　亜希葉 イデ　アキハ 22 長崎県 佐世保市 HSエアロビックダンス

嵩　さくら ダケ　サクラ 18 長崎県 佐世保市 HSエアロビックダンス

3 1 13.311

1 2 18.938

2 3 17.211

3 2 17.802

4 4 17.132

1 3 18.550

2 1 17.847

1 2 20.550

2 1 16.900

スズキジャパンカップPR事務局
事務局直通TEL：03-3567-1517（平日9:30-17:30）／e-mail: aerobic@tosen-net.co.jp



ユースの部 6位入賞者 ※2022年11月13日時点の年齢。

スズキジャパンカップPR事務局
事務局直通TEL：03-3567-1517（平日9:30-17:30）／e-mail: aerobic@tosen-net.co.jp

≪報道機関の皆様へ≫全国大会の写真は下記サイトよりダウンロード可能です。（本日より14日間）
★AG種目 ユースの部 優勝者 画像 https://xgf.nu/0RvW

【ユース2男子シングル部門】
順位 演技順 氏名 フリガナ 年齢* 都道府県 市区町村 登録クラブ 得点

1 2 鬼頭　快惺 キトウ　カイセイ 16 愛知県 刈谷市 AE刈谷 16.800
2 3 川畑　光佳流 カワバタ　ヒカル 15 熊本県 合志市 Team OHMURA 16.600
3 1 山手　快斗 ヤマテ　カイト 13 長崎県 佐世保市 HSエアロビックダンス 15.350
4 4 見学　翔一 ケンガク　ショウイチ 15 茨城県 取手市 14.200

【ユース2女子シングル部門】
順位 演技順 氏名 フリガナ 年齢* 都道府県 市区町村 登録クラブ 得点

1 8 佐阪　真那 ササカ　チナ 14 大阪府 泉南郡 くまとりA.G.C. 18.400
2 5 鍔本　菜々子 ツバモト　ナナコ 15 愛知県 刈谷市 AE刈谷 17.600
3 9 西ノ薗　まひろ ニシノソノ　マヒロ 16 岡山県 総社市 OSKスポーツクラブ 17.550
4 4 遠藤　湖々 エンドウ　ココ 16 神奈川県 横浜市港南区 WAC 16.700
5 1 高野　真佑歩 タカノ　マユホ 15 静岡県 富士宮市 IZUMIX 16.450
6 7 香川　心優 カガワ　ミユ 14 岡山県 岡山市北区 OSKスポーツクラブ 16.350

【ユース2トリオ部門】
順位 演技順 氏名 フリガナ 年齢* 都道府県 市区町村 登録クラブ 得点

鬼頭　快惺 キトウ　カイセイ 16 愛知県 刈谷市 AE刈谷
大矢　彩乃 オオヤ　アヤノ 15 愛知県 刈谷市 AE刈谷
鍔本　菜々子 ツバモト　ナナコ 15 愛知県 刈谷市 AE刈谷
香川　心優 カガワ　ミユ 14 岡山県 岡山市北区 OSKスポーツクラブ
西ノ薗　まひろ ニシノソノ　マヒロ 16 岡山県 総社市 OSKスポーツクラブ
松永　菜花 マツナガ　ナノカ 14 岡山県 総社市 OSKスポーツクラブ
川畑　光佳流 カワバタ　ヒカル 15 熊本県 合志市 Team OHMURA
奈須　彩花 ナス　サイカ 15 福岡県 飯塚市 Team OHMURA
福田　彩華 フクダ　アヤカ 15 熊本県 球磨郡 Aero Step II
大崎　弥恵 オオサキ　ヤエ 14 福岡県 北九州市八幡西区 BAMBINA
片多　愛奈 カタダ　アイナ 15 福岡県 北九州市八幡西区 BAMBINA
山下　舞桜 ヤマシタ　マオ 15 福岡県 北九州市八幡西区 BAMBINA

【ユース1男子シングル部門】
順位 演技順 氏名 フリガナ 年齢* 都道府県 市区町村 登録クラブ 得点

1 1 帆足　航 ホアシ　ワタル 13 福岡県 糸島市 15.850
2 2 松原　怜司 マツバラ　レイジ 13 神奈川県 横浜市金沢区 FFK YOKOHAMA 15.250
3 3 壹岐　大雅 イキ　タイガ 13 茨城県 那珂郡 13.250
4 4 桐木　奏空 キリキ　ソラ 12 愛知県 刈谷市 AE刈谷 12.450

【ユース1女子シングル部門】
順位 演技順 氏名 フリガナ 年齢* 都道府県 市区町村 登録クラブ 得点

1 11 知崎　百華 チザキ　モモカ 13 愛知県 知多郡 AE刈谷 18.300
2 10 遠坂　菜月 エンザカ　ナツキ 12 群馬県 太田市 S K J 17.550
3 9 高橋　奏葉 タカハシ　カノハ 12 群馬県 前橋市 エアロビックアスリートチーム ジムナ 17.500
4 6 岡　日菜多 オカ　ヒナタ 13 愛知県 豊明市 AE刈谷 17.150
5 8 寺本　みらい テラモト　ミライ 12 大阪府 泉佐野市 くまとりA.G.C. 17.150
6 5 山下　笑凛 ヤマシタ　エミリ 12 群馬県 太田市 S K J 16.850

【ユース1トリオ部門】
順位 演技順 氏名 フリガナ 年齢* 都道府県 市区町村 登録クラブ 得点

岡　日菜多 オカ　ヒナタ 13 愛知県 豊明市 AE刈谷
知崎　百華 チザキ　モモカ 13 愛知県 知多郡 AE刈谷
中島　心々音 ナカシマ　ココネ 13 愛知県 豊明市 AE刈谷
伊澤　咲姫 イザワ　サキ 13 神奈川県 藤沢市
小吹　愛来 コブキ　アイラ 12 神奈川県 藤沢市
中村　心奏 ナカムラ　ココカ 11 東京都 葛飾区
遠坂　菜月 エンザカ　ナツキ 12 群馬県 太田市 S K J
小堀　優莉 コボリ　ユウリ 12 群馬県 太田市 S K J
山下　笑凛 ヤマシタ　エミリ 12 群馬県 太田市 S K J
小竹森　千嘉 コタケモリ　チカ 11 岡山県 倉敷市 OSKスポーツクラブ
西ノ薗　ひまり ニシノソノ　ヒマリ 12 岡山県 総社市 OSKスポーツクラブ
西山　美空 ニシヤマ　ミク 11 岡山県 岡山市北区 OSKスポーツクラブ
磯村　七帆 イソムラ　ナホ 13 愛知県 刈谷市 AE刈谷
酒井　和花 サカイ　ノドカ 12 愛知県 刈谷市 AE刈谷
坪木　千裕 ツボキ　チヒロ 13 愛知県 名古屋市緑区 AE刈谷
磯村　彩 イソムラ　イロハ 12 愛知県 刈谷市 AE刈谷
齋藤　優吏 サイトウ　ユウリ 13 愛知県 刈谷市 AE刈谷
藤原　紬妃 フジワラ　ツムギ 13 愛知県 名古屋市緑区 AE刈谷

6 4 16.400

4 7 16.600

5 6 16.500

2 8 17.050

3 9 16.900

4 2 13.450

1 10 17.850

2 3 16.400

3 1 14.450

1 4 16.800
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