
         2017 静岡県フライト大会 出場者リスト 

・平成 29年 6月 25日(日) 

・島田市総合スポーツセンター ローズアリーナ（1階メインアリーナにて） 

・受付‥全部門 10時～10時 30分（館内入場は８時３０分から可能ですが 

1階アリーナフロア内は大会準備の為一部規制させて頂きます） 

・フライト開始 13時 15分～予定  

ゼッケン 学 年  氏   名  ふ り が な  

  １ 年 長  窪野 琴音  くぼの ことね  

  ２  小学 1年  宮崎 愛梨  みやざき あいり  

  ３   比江島 紗英  ひえじま さえ  

  ４   保坂 美結  ほさか みゆ  

  ５  小学 2年   髙野 結生実  たかの ゆうみ  

  ６   鎌田 梨生  かまた りお  

  ７    魯 美依   ろ  みい  

  ８   望月 姫衣  もちづき めい  

  ９   三宅 良奈  みやけ らな  

 １０    大室 いづみ  おおむろ いづみ  

 １１ 小学 3年  小澤 由愛  おざわ ゆうあ  

 １２   佐野 心春  さの こはる  

 １３   石黒 文菜  いしぐろ あやな  

 １４   桜井 望恵  さくらい もえ  

 １５   梶山 紗衣  かじやま さえ  

 １６   赤松 さやか  あかまつ さやか  

 １７   鈴木 毬未  すずき まりみ  

 １８   伏見 果恋  ふしみ かれん  

 １９  小学 4年  森下 理央  もりした りお  

 ２０   堀 絢音  ほり あやね  

 ２１   増本 晴香  ますもと はるか  

 ２２   本庄谷 歩夏 ほんじょうや あゆな  

 ２３   武田 優菜  たけだ ゆな  

 ２４   名取 柚香  なとり ゆか  

 ２５   髙野 真佑歩  たかの まゆほ  

 ２６   窪野 綺音  くぼの あやね  

 ２７   原田 真歩  はらだ まほ  

 



 

ゼッケン  学 年   氏   名  ふ り が な  

 ２８  小学 5年  小澤 愛弥  おざわ あや  

 ２９   山田 莉乃  やまだ りの  

 ３０   村松 芹奈  むらまつ せりな  

 ３１   永井 心  ながい こころ  

 ３２   一木 瑚桃  いちき こもも  

 ３３   榛葉 遥  しんば はるか  

 ３４   名取 実桜  なとり みお  

 ３５   村松 優羽  むらまつ ゆう  

 ３６   大川 美織  おおかわ みおり  

 ３７   歳田 澄麗  としだ すみれ  

 ３８   杉浦 咲音  すぎうら さきね  

 ３９  小学 6年  黒済 楓香  くろずみ ふうか  

 ４０   名倉 小遥  なぐら こはる  

 ４１   岡田 朋樹  おかだ ともき  

 ４２   西田 愛花理  にしだ あかり  

 ４３   望月 咲来  もちづき さら  

 ４４   窪野 悠紗  くぼの ゆさ  

 ４５  中学 1年  杉井 美空  すぎい みそら  

 ４６   渡邉 千夏  わたなべ ちなつ  

 ４７  中学 2年  安松 ひなた  やすまつ ひなた  

 ４８   真野 安奈  まの あんな  

 ４９  高校 1年  岡田 幸樹  おかだ こうき  

 ５０ 一 般  堀 浩二   ほり こうじ  

 

・SA2017フライト内容(A・B・C)の右のみ全員で行ないます。  

・約 20分の予定ですが当日の室温や参加者の状況等で変化対応させて頂きますので 

ご了承下さい。 

・各学年ごと上位者表彰致します。   

・各自、暑さ対策をお願い致します。 

 


