
     2018 年 第 3 回中部ブロックフライト選手権大会 選手リスト 

＜小学 4 年生以下＞ 

ゼッケン  氏    名   ふ り が な 登録クラブ 

  １   桐木 奏空  きりき そら   AE 刈谷 

  ２   杉浦 妃菜   すぎうら ひな   AE 刈谷 

  ３   増田 帆花  ますだ ほのか   AE 刈谷 

  ４   齋藤 愛吏  さいとう あいり   AE 刈谷 

  ５   鈴木 理央菜  すずき りおな   AE 刈谷 

  ６   鈴木 毬未  すずき まりみ  

  ７   望月 姫衣  もちづき めい  

  ８   梶山 紗衣  かじやま さえ   Betty’s 

  ９   渡辺 蒼唯  わたなべ あおい   AE 刈谷 

 １０   桜井 望恵  さくらい もえ   Betty’s 

 １１   吉田 綾  よしだ りょう   AE 刈谷 

 １２   三宅 良奈   みやけ らな  

 １３   磯村 彩  いそむら いろは   AE 刈谷 

 １４   中島 心々音  なかしま ここね   AE 刈谷 

 １５   岡 日菜多   おか ひなた   AE 刈谷 

 １６   魯 美依    ろ みい  

 １７   永井 桜  ながい さくら   Betty’s 

 １８   安江 以織  やすえ いおり  FLAT BACK 

 １９   坪木 千裕  つぼき ちひろ   AE 刈谷 

 ２０   小澤 結愛  おざわ ゆうあ   

 ２１   藤原 紬妃  ふじわら つむぎ   AE 刈谷 

 ２２   齋藤 優吏  さいとう ゆうり   AE 刈谷 

 ２３   髙野 結生実  たかの ゆうみ  

 ２４   石黒 文菜  いしぐろ あやな  

 ２５   伏見 果恋  ふしみ かれん  

 ２６   佐野 心春   さの こはる   Betty’s 

 ２７   磯村 七帆  いそむら なほ   AE 刈谷 

 ２８   知崎 百華  ちざき ももか   AE 刈谷 

 ２９   大室 いづみ  おおむろ いづみ  

 ３０   赤松 さやか  あかまつ さやか  

 ３１   中井 琴海  なかい ことみ   AE 刈谷 

 ３２   吉田 環    よしだ たまき   AE 刈谷 



＜小学 5・6 年生＞ 

 ３３   桐木 心望  きりき ここみ   AE 刈谷 

 ３４   伊藤 美月  いとう みづき   AE 刈谷 

 ３５   増本 晴香  ますもと はるか   Betty’s  

 ３６   榛葉 遥  しんば はるか  

 ３７   蟹江 雅  かにえ みやび   AE 刈谷 

 ３８   今田 夏奈帆  いまだ ななほ  

 ３９   時田 知歩  ときた ちほ   AE 刈谷 

 ４０   永井 心  ながい こころ   Betty’s 

 ４１   村松 美月  むらまつ みつき   Betty’s 

 ４２    堀 絢音   ほり あやね  

 ４３   西口 花世  にしぐち かよ   AE 刈谷 

 ４４   小澤 愛弥  おざわ あや  

 ４５   鈴木 花音  すずき かのん  FLAT BACK 

 ４６   髙野 真佑歩  たかの まゆほ  

 ４７   松本 伊生  まつもと いぶ FLAT BACK 

 ４８   村松 心羽  むらまつ みう  

 ４９   戸塚 夢那  とつか ゆな  

 ５０   山田 莉乃  やまだ りの  

 ５１   村松 優羽  むらまつ ゆう  

 ５２   村松 芹奈  むらまつ せりな  

 ５３  山本 栞  やまもと しおり  

 ５４   大矢 彩乃  おおや あやの   AE 刈谷 

 ５５   鍔本 菜々子  つばもと ななこ     AE 刈谷 

＜中学生＞ 

 ５６   井口 幸紀  いぐち さき  

 ５７   高橋 采里  たかはし さり   AE 刈谷 

 ５８   黒木 葉奈  くろき はな  

 ５９   安松 ひなた  やすまつ ひなた Betty’s  

 ６０   時田 真歩  ときた まほ   AE 刈谷 

 ６１   真野 安奈  まの あんな  

 ６２   黒田 七菜  くろだ なな   AE 刈谷 

 ６３   角替 栞奈  つのがえ かんな  

 ６４   井口 実紀  いぐち みき  

 ６５   名倉 小遥  なぐら こはる  



＜女子１＞ 

ゼッケン   氏    名   ふ り が な 登録クラブ 

 ６６   鈴木 清香  すずき さやか  FLAT BACK 

 ６７   坂野 弘  さかの ひろ  青山社中 

 ６８   山本 凜  やまもと りん   Betty’s 

 

＜女子２＞ 

 ６９  山崎 伸子  やまざき のぶこ  

 ７０  山田 佳代  やまだ かよ  

 ７１  井上 明美  いのうえ あけみ  FLAT BACK 

 ７２  慶田 成美  けいだ なるみ  

 ７３  太田 敬子  おおた よしこ  FLAT BACK 

 ７４  丸山 裕加  まるやま ゆか  

 ７５  川上 恵  かわかみ めぐみ  

 

＜女子３＞ 

 ７６  大脇 弘江  おおわき ひろえ  

 ７７  杉浦 美香  すぎうら みか  

 

＜男子２＞ 

 ７８   堀 浩二  ほり こうじ  青山社中 

 

＜女子マスターズ１＞ 

 ７９  坂下 千寿子  さかした ちずこ  

 ８０  長谷川 智子  はせがわ ともこ  

 ８１  山口 瑞江  やまぐち みずえ  FLAT BACK 

 ８２  高野 智子  たかの ともこ  

 ８３  西沢 富江  にしざわ とみえ  

 

＜女子マスターズ２＞ 

 ８４  小池 貴子  こいけ たかこ  

 ８５  賀茂 尚江  がも なおえ  

 ８６  朝日 美砂子  あさひ みさこ  

 

 



＜グランドマスターズ＞ 

ゼッケン   氏    名  ふ り が な  登録クラブ 

 ８７  田中 和美  たなか かずみ  

 ８８  森本 裕子  もりもと ゆうこ  

 ８９  田中 礼子  たなか れいこ  FLAT BACK 

 ９０  丹所 美恵子  たんしょ みえこ  FLAT BACK 

 ９１  田淵 しげ子  たぶち しげこ  

 ９２  内山 はるみ  うちやま はるみ  FLAT BACK 

 ９３  山口 節子  やまぐち せつこ  FLAT BACK 

 ９４  布川 敦子  ふかわ あつこ  

 

 

＊小中学生の部、シニア・マスターズの部、の 2 回で行います。 

フライト規定は日本エアロビック連盟 HP の動画と同じ内容となります。 

 

＊各自、暑さ対策をお願い致します。 


