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報道関係 各位 

＜大会結果＞ 

 エアロビック競技の国内最高峰「スズキジャパンカップ2016 第33回全日本エアロビック選手権大会」［主催:(公社)日本エアロ 

ビック連盟、筒井 昭会長]の全国大会が、11月6日(日)東京都大田区総合体育館で開催されました。   

＜公式サイト  http://www.aerobic.or.jp＞ 

 全国大会には、各都道府県大会の代表から、さらに九州、東北、北海道、西日本、中部、東日本の各地区大会を勝ち抜いた 

選手たちがシニア4部門[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]にのべ60名、ユース6部門[ユース2;14～

16歳／男子シングル、女子シングル、トリオ] [ユース1;11～13歳／男子シングル、女子シングル、トリオ]にのべ92名、計152名 

が参加。10部門でエアロビック日本一が決定いたしました。 
 

シニア（17歳～） 

＜男子シングル部門＞今春のワールドカップで優勝の斉藤 瑞己選手(群馬県太田市)が、高度な技と高い跳躍力を生かした完璧

な演技で見事優勝。今大会最高得点の22.550点をマークし、文部科学大臣杯を受賞。 

また長きにわたりエアロビック競技選手として活躍された大村詠一選手が今大会を持って引退。最後の演技では見事なパフォーマン

スを魅せ、会場に集まった2000人を超える観客からは大村選手の功績を称え、大きな拍手が送られました。 

＜女子シングル部門＞ユース時代から連覇の続く北爪 凜々選手(群馬県太田市)が、シニア部門で2連覇。跳躍力を活かした 

技と、しなやかな演技で観客を魅了し、21.750点を出すと同時に、ユース時代からの連覇を７に伸ばした。 

＜ミックスペア部門＞金井 拓海選手、北爪 凜々選手(いずれもSKJ／群馬県太田市)が、昨年に続き優勝。息の合った演技で

観客を魅了。金井 拓海選手は同部門3連覇を達成。 

＜トリオ部門＞実力者の金井 拓海選手、斉藤 瑞己選手、北爪 凜々選手(いずれもSKJ／群馬県太田市)のトリオが21点台の 

高得点を出し、2位以下を全く寄せつけない演技で優勝、見事2連覇。金井 拓海選手と斉藤 瑞己選手は2部門、北爪 凜々選

手は3部門制覇。 

ユース（ユース２;14～16歳／ユース１;11～13歳） 

＜ユース2男子シングル部門＞優勝は河合 翔選手(群馬県高崎市)が、ユース１時代から５連覇の快挙。 

＜ユース2女子シングル部門＞優勝は金子 実楓選手(群馬県太田市)が、昨年に続き20点の高得点でユース1時代から3連覇 

達成。SKJ所属のライバル大島 瑞姫選手(群馬県太田市)は惜しくも2位に終わった。  

＜ユース2トリオ＞河合 翔選手、澁谷 美月選手、増田 りさこ選手(いずれもｴｱﾛﾋﾞｯｸｱｽﾘｰﾄﾁｰﾑ ｼﾞﾑﾅ／群馬県高崎市)のトリオが、 

息の合った演技で見事に優勝。河合選手は2部門制覇。 

＜ユース1男子シングル部門＞昨年優勝の今村 一歩選手(神奈川県座間市)が、見事2連覇。昨年から身長もぐっと伸び、技に 

も磨きがかかり、今後の活躍が楽しみな選手です。 

＜ユース1女子シングル部門＞昨年全国大会2位の櫻間 ゆい選手(岡山県岡山市)が、小柄ながらダイナミックな演技で優勝。 

＜ユース1トリオ＞OSKスポーツクラブ所属の岡本 麻央選手、櫻間 ゆい選手(岡山県岡山市)、山元 里桜選手(岡山県総社市) 

のトリオが優勝。櫻間選手は2部門制覇。 
 

全国大会は来年開催予定の「スズキワ－ルドカップ2017世界エアロビック選手権大会(4月22日予選、23日決勝)」の日本代表 

選手選考会も兼ねており、シニア・ユース各部門の優勝者(ミックスペア・シニアトリオは2位まで)は、スズキワールドカップ2017へ日本 

代表選手としての出場が内定します。 

＜文部科学大臣杯＞ 

スズキジャパンカップ2016 第33回全日本エアロビック選手権大会 

全国大会 開催 シニアとユースの10部門で日本一が決定！ 



スズキジャパンカップ2016 第33回全日本エアロビック選手権大会 

全国大会 概要 

部門 年齢区分※  演技時間  競技エリア（m）  

シニア  

 男子シングル  

17歳以上  

1分30秒±5秒  

10×10  
 女子シングル  

 ミックスペア 

 トリオ 

ユース 

 ユース2男子シングル 

14～16歳   
7×7 

 ユース2女子シングル  

 ユース2トリオ 10×10 

 ユース1男子シングル 

11～13歳 1分15秒±5秒  7×7  ユース1女子シングル  

 ユース1トリオ 

大会名： スズキジャパンカップ2016 第33回全日本エアロビック選手権大会 全国大会 

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、公益財団法人日本体育協会、公益財団法人日本体操協会、東京都、大田区 

       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、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(デサントグループ) 

       凸版印刷株式会社、株式会社スマートデザイン 、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1-11-1 TEL:03-5480-6688）  

【競技方法と競技ルール】 

 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。 

＊ 観覧入場者数： 2,412名 

＊ 全国大会テレビ放映     NHK BS1 11月22日(火) 18:00～19:50 放送予定 



＜シニア男子シングル＞

順位 氏名 フリガナ 年齢 職業（学校） 登録クラブ 得点

1 　斉藤 瑞己 サイトウ ミズキ 20 群馬県 太田市 学生 SKJ 22.550

2 　金井 拓海 カナイ タクミ 20 群馬県 太田市 学生 SKJ 21.850

3 　是枝　亮 コレエダ リョウ 23 北海道 江別市 学生 北翔大学 21.100

＜シニア女子シングル＞

順位 氏名 フリガナ 年齢 職業（学校） 登録クラブ 得点

1 　北爪 凜々 キタヅメ リリ 18 群馬県 太田市 団体職員 SKJ 21.750

2 　上田 真穂 ウエダ マホ 24 東京都 品川区 教諭 ｱｽﾃﾑ湘南VIGOROUS 20.000

3 　小玉 真菜 コダマ マナ 20 岡山県 岡山市 学生 OSKスポーツクラブ 19.800

＜シニアミックスペア＞ ※下記2位と3位が同点ですが、実施点が高いペアが上位となります。

順位 氏名 フリガナ 年齢 職業（学校） 登録クラブ 得点

　金井 拓海 カナイ タクミ 20 群馬県 太田市 学生 SKJ

　北爪 凜々 キタヅメ リリ 18 群馬県 太田市 団体職員 SKJ

　中元 圭剛 ナカモト ケイゴウ 28 岡山県 岡山市 エアロビックインストラクター OSKスポーツクラブ

　徳田 日南 トクダ ヒナミ 17 岡山県 岡山市 学生 OSKスポーツクラブ

　丹 憲一 タン ケンイチ 42 東京都 世田谷区 エアロビックインストラクター C. A. C. TOKYO

　小松田 葵 コマツダ アオイ 25 神奈川県 高座郡 会社員 ｱｽﾃﾑ湘南VIGOROUS

＜トリオ＞

順位 氏名 フリガナ 年齢 職業（学校） 登録クラブ 得点

　金井 拓海 カナイ タクミ 20 群馬県 太田市 学生 SKJ 

　斉藤 瑞己 サイトウ ミズキ 20 群馬県 太田市 学生 SKJ 

　北爪 凜々 キタヅメ リリ 18 群馬県 太田市 団体職員 SKJ 

　上田 真穂 ウエダ マホ 24 東京都 品川区 教諭 ｱｽﾃﾑ湘南VIGOROUS

　木津 早耶子 キヅ サヤコ 22 神奈川県 小田原市 学生 ｱｽﾃﾑ湘南VIGOROUS

　西川 ひかる ニシカワ ヒカル 20 神奈川県 平塚市 学生 ｱｽﾃﾑ湘南VIGOROUS

　河野 さゆり コウノ サユリ 26 群馬県 伊勢崎市 教諭 ｴｱﾛﾋﾞｯｸｱｽﾘｰﾄﾁｰﾑ ｼﾞﾑﾅ

　菖蒲谷 真紀 ショウブタニ マキ 22 福岡県 福岡市 アルバイト

　浜田 陽菜 ハマダ ヒナ 17 福島県 郡山市 学生 ｴｱﾛﾋﾞｯｸｱｽﾘｰﾄﾁｰﾑ ｼﾞﾑﾅ

2 17.850

住所

住所

住所

1 21.300

3 17.850

住所

1 21.927

2 18.727

3 18.005

シニア部門 入賞者 

≪報道機関の皆様へ≫ 

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。 

※2016年11月6日時点の年齢を適用。 



＜ユース2男子シングル＞

順位 氏名 フリガナ 年齢 職業（学校） 登録クラブ 得点

1 　河合 翔 カワイ ショウ 14 群馬県 高崎市 学生 ｴｱﾛﾋﾞｯｸｱｽﾘｰﾄﾁｰﾑ ｼﾞﾑﾅ 19.650

2 　殿下 拓海 トノシタ タクミ 16 大阪府 大阪市 学生 19.400

3 　青山 歩樹 アオヤマ イブキ 16 静岡県 静岡市 学生 青山社中 18.550

＜ユース2女子シングル＞

順位 氏名 フリガナ 年齢 職業（学校） 登録クラブ 得点

1 　金子 実楓 カネコ ミフ 15 群馬県 太田市 学生 SKJ 20.000

2 　大島 瑞姫 オオシマ ミズキ 15 群馬県 太田市 学生 SKJ 19.600

3 　今村 菜子 イマムラ ナコ 15 神奈川県 座間市 学生 ｱｽﾃﾑ湘南VIGOROUS 19.250

＜ユース2トリオ＞

順位 氏名 フリガナ 年齢 職業（学校） 登録クラブ 得点

　河合 翔 カワイ ショウ 14 群馬県 高崎市 学生 ｴｱﾛﾋﾞｯｸｱｽﾘｰﾄﾁｰﾑ ｼﾞﾑﾅ

　澁谷 美月 シブヤ ミヅキ 16 群馬県 高崎市 学生 ｴｱﾛﾋﾞｯｸｱｽﾘｰﾄﾁｰﾑ ｼﾞﾑﾅ

　増田 りさこ マスダ リサコ 15 群馬県 高崎市 学生 ｴｱﾛﾋﾞｯｸｱｽﾘｰﾄﾁｰﾑ ｼﾞﾑﾅ

　金子 実楓 カネコ ミフ 15 群馬県 太田市 学生 SKJ 

　川路 莉奈 カワジ リナ 15 群馬県 太田市 学生 SKJ 

　矢羽々 朱梨 ヤハバ アカリ 15 群馬県 太田市 学生 SKJ 

　中島 梨々花 ナカシマ リリカ 15 大阪府 泉南郡 学生 くまとりA.G.C.

　東 真衣 ヒガシ マイ 16 大阪府 泉南郡 学生 くまとりA.G.C.

　南 涼香 ミナミ スズカ 15 大阪府 泉南郡 学生 くまとりA.G.C.

＜ユース1男子シングル＞

順位 氏名 フリガナ 年齢 職業（学校） 登録クラブ 得点

1 　今村 一歩 イマムラ イッポ 13 神奈川県 座間市 学生 ｱｽﾃﾑ湘南VIGOROUS 19.000

2 　吉本 悠太郎 ヨシモト ユウタロウ 12 岡山県 岡山市 学生 OSKスポーツクラブ 17.950

3 　松尾 駿 マツオ シュン 13 福岡県 小郡市 学生 Team OHMURA 17.900

＜ユース1女子シングル＞

順位 氏名 フリガナ 年齢 職業（学校） 登録クラブ 得点

1 　櫻間 ゆい サクラマ ユイ 13 岡山県 岡山市 学生 OSKスポーツクラブ 19.000

2 　橋爪 里於 ハシヅメ リオ 12 群馬県 太田市 学生 SKJ 18.700

3 　山元 里桜 ヤマモト リオ 12 岡山県 総社市 学生 OSKスポーツクラブ 18.450

＜ユース1トリオ＞

順位 氏名 フリガナ 年齢 職業（学校） 登録クラブ 得点

　岡本 麻央 オカモト マオ 13 岡山県 岡山市 学生 OSKスポーツクラブ

　櫻間 ゆい サクラマ ユイ 13 岡山県 岡山市 学生 OSKスポーツクラブ

　山元 里桜 ヤマモト リオ 12 岡山県 総社市 学生 OSKスポーツクラブ

　安井 真美 ヤスイ マミ 12 岡山県 岡山市 学生 OSKスポーツクラブ

　海原 百花 カイハラ モモカ 12 岡山県 岡山市 学生 OSKスポーツクラブ

　齊藤 蓮 サイトウ レン 12 岡山県 岡山市 学生 OSKスポーツクラブ

　石原 菜月 イシハラ ナヅキ 12 東京都 江戸川区 学生 A.G.T. グリーンHOP

　中川 千咲季 ナカガワ チサキ 13 東京都 江戸川区 学生 A.G.T. グリーンHOP

　中村 友紀 ナカムラ ユキ 12 東京都 江戸川区 学生 A.G.T. グリーンHOP

住所

住所

住所

1 18.850

2 18.450

3 17.400

住所

2 19.325

3 18.200

住所

住所

1 19.500

ユース部門 入賞者 

≪報道機関の皆様へ≫ 

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。 

※2016年11月6日時点の年齢を適用。 


