
2019年11月11日

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

エアロビック競技の国内最高峰「スズキジャパンカップ2019 第36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10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 https://www.aerobic.or.jp＞

全国大会には、各都道府県大会の代表から、さらに東日本、東北、西日本、九州、中部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、女子各シングル、ミックスペア、トリオ]にのべ65名、ユース6部門

[ユース2;14～16歳／男子、女子各シングル、トリオ] [ユース1;11～13歳／男子、女子各シングル、トリオ]にのべ83名、

計148名が参加。全10部門でエアロビック競技の日本一が決定いたしました。

報道関係者各位
プレスリリース

新旧交代が注目される今年も手に汗握る熱戦が繰り広げられ、エアロビック競技の魅力が存分に楽しめる素晴らしい

大会となりました。メディアの皆様には、今後もエアロビック競技にご注目いただければ幸いです。

＜シニアの部＞ 男子シングル部門は、斉藤瑞己選手が７連覇、女子シングル部門は、金子実楓選手が初優勝！

男子シングル部門では史上初の７連覇、日本のエース斉藤瑞己選手（群馬県太田市）が次々と繰り出される高難度の

技で会場の観客を魅了し、目標の23点には僅かに届かなかったが、22.600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、女王、北爪選手が今春のワールドカップ大会をもって引退し、５年ぶりの新女王誕生に大会前

から注目が集まりました。緊張感に包まれた雰囲気の中、見事優勝したのは、金子実楓選手（群馬県太田市）。

音楽との一体感も素晴らしく、華麗な演技を披露し、 20.050点の高得点で初優勝を勝ち取りました。来春のワールド

カップ出場も内定し、活躍が楽しみな選手です。

＜ユースの部＞ ユース２女子シングル部門は、山元里桜選手が初優勝。

ユース2男子シングル部門は、今村一歩選手（神奈川県座間市）が昨年を上回る19.450点で、2位に差をつけ優勝

しました。

ユース2女子シングル部門は、山元里桜選手(岡山県総社市)が、2位に0.3ポイント差で見事優勝を勝ち取りました。

ユースの部で最高得点の山元選手には、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、来春開催予定の「スズキワ－ルドカップ2020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。

＜大会結果速報＞

11月10日(日) エアロビック競技の日本一が決定

「スズキワールドカップ2020エアロビック世界大会」日本代表選手選考会

スズキジャパンカップ2019 第36回全日本総合エアロビック選手権大会

文部科学大臣杯

【お問い合わせ】

スズキジャパンカップPR事務局 [ 株式会社東宣（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

〒104-0031  東京都中央区京橋3-7-10

e-mail: aerobic@tosen-net.co.jp 公式サイト https://www.aerobic.or.jp



スズキジャパンカップ2019 大会概要

【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： 2,236名

＊ 全国大会テレビ放映 NHKBS-1 11月24日(日) あさ 6：00～7:50 放送予定

大会名： スズキジャパンカップ2019 第36回全日本総合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、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、ベンゼネラル株式会社AVIA(デサントグループ)

株式会社ボディーアートジャパン、凸版印刷株式会社、株式会社EWMジャパン、

ホクレン農業協同組合連合会、株式会社喜代村（すしざんまい）

会 場： 大田区総合体育館 （東京都大田区東蒲田1-11-1）

＜競技体系＞ ※2019年12月31日時点の年齢を適用

「スズキジャパンカップ2019」 11月9日は、幼稚園児から85才のおじいちゃんまで！
全員が主役のエアロビック大会に！

一昨年から全国大会は2日間開催となり、11月9日(土)の1日目は、シニア2、シニア3の公式競技に加えて、

愛好者対象による「エアロビックダンス部門」「エンジョイチーム部門」のチーム競技も実施されています。

エンジョイチーム部門では、エアロビックと各種ダンスや体操、ヒップホップなどを自由に組み合わせてチームで楽しく踊る

部門で、参加者は幼稚園児から80代までと幅広く、大勢の観客を前に各チーム、様々な衣装やユニークな振り付け

で、パフォーマンスを披露。エアロビックの楽しさを表現し、会場を大いに盛り上げました。（観客数 2,082名）

11月9日の詳しい情報は、日本エアロビック連盟フェイスブックをご覧ください。

＜日本エアロビック連盟フェイスブック＞ https://www.facebook.com/JapanAerobicFederation

日本エアロビック連盟の公式ホームページからも検索できます。https://www.aerobic.or.jp/

【お問い合わせ】

スズキジャパンカップPR事務局 [ 株式会社東宣（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

〒104-0031  東京都中央区京橋3-7-10

e-mail: aerobic@tosen-net.co.jp 公式サイト https://www.aerobic.or.jp

競技人数 年齢区分※ 演技時間 競技エリア

男子シングル 1名

女子シングル 1名

ミックス・ペア 2名（男女）

トリオ 3名（性別不問）

ユース2男子シングル 1名

ユース2女子シングル 1名

ユース2トリオ 3名（性別不問）

ユース1男子シングル 1名

ユース1女子シングル 1名

ユース1トリオ 3名（性別不問） 10m × 10m

部門

シニア 17才以上

10m × 10m

ユース

14～16才

11～13才
7m × 7m

1分20秒
±5秒

1分15秒
±5秒



【シニア男子シングル部門】

順位 年齢 職業 登録クラブ 得点

1  斉藤　瑞己  サイトウ　ミズキ 23 群馬県 太田市 公務員 SKJ 22.600

2  青山　歩樹  アオヤマ　イブキ 19 静岡県 静岡市駿河区 静岡産業大学1年生 青山社中 20.700

3  河合　翔  カワイ　ショウ 17 群馬県 高崎市 共愛学園高等学校3年生 エアロビックアスリートチーム ジムナ 20.650

【シニア女子シングル部門】

順位 年齢 職業 登録クラブ 得点

1  金子　実楓  カネコ　ミフ 18 群馬県 太田市 太田市立太田高等学校3年生 SKJ 20.050

2  徳田　日南  トクダ　ヒナミ 20 岡山県 岡山市 ノートルダム清心女子大学3年生 OSKスポーツクラブ 19.700

3  上田　真穂  ウエダ　マホ 27 神奈川県 藤沢市 教諭 アステム湘南VIGOROUS 19.400

【シニアミックスペア部門】

順位 年齢 職業 登録クラブ 得点

 河合　翔  カワイ　ショウ 17 群馬県 高崎市 共愛学園高等学校3年生 エアロビックアスリートチーム ジムナ

 金子　実楓  カネコ　ミフ 18 群馬県 太田市 太田市立太田高等学校3年生 SKJ

 殿下　拓海  トノシタ　タクミ 19 大阪府 大阪市西区 関西外国語大学1年生 OSKスポーツクラブ

 徳田　日南  トクダ　ヒナミ 20 岡山県 岡山市 ノートルダム清心女子大学3年生 OSKスポーツクラブ

 山下　正紘  ヤマシタ　マサヒロ 22 神奈川県 横浜市 横浜国立大学4年生

 北村　さくら  キタムラ　サクラ 19 神奈川県 川崎市多摩区 工学院大学1年生

【シニアトリオ】

年齢 職業／学校 登録クラブ 得点

 今村　菜子  イマムラ　ナコ 18 神奈川県 座間市 日本体育大学1年生 アステム湘南VIGOROUS

 上田　真穂  ウエダ　マホ 27 神奈川県 藤沢市 教諭 アステム湘南VIGOROUS

 鈴木　風菜  スズキ　フウナ 18 神奈川県 高座郡 神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校3年生 アステム湘南VIGOROUS

 河合　翔  カワイ　ショウ 17 群馬県 高崎市 共愛学園高等学校3年生 エアロビックアスリートチーム ジムナ

 河野　さゆり  コウノ　サユリ 29 群馬県 伊勢崎市 教諭 エアロビックアスリートチーム ジムナ

 浜田　陽菜  ハマダ　ヒナ 20 福島県 郡山市 東洋大学3年生 エアロビックアスリートチーム ジムナ

 渡邉　龍乃介  ワタナベ　リュウノスケ 26 静岡県 静岡市葵区 公務員 青山社中

 杉山　佳伽  スギヤマ　ヨシカ 22 静岡県 静岡市葵区 日本体育大学4年生 青山社中

 清　里香  セイ　サトカ 23 静岡県 静岡市駿河区 体操指導員 青山社中

2 19.311

3 18.444

氏名 住所

1 19.477

1 19.650

2 19.500

3 18.950

氏名 住所

氏名 住所

氏名 住所

≪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7日間）

★シニア部門 3位入賞者 http://xfs.jp/ib92kg

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 3位入賞者
※2019年11月10日時点の年齢。

【お問い合わせ】

スズキジャパンカップPR事務局 [ 株式会社東宣（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

〒104-0031  東京都中央区京橋3-7-10

e-mail: aerobic@tosen-net.co.jp 公式サイト https://www.aerobic.or.jp



【ユース２男子シングル部門】

順位 年齢 職業 登録クラブ 得点

1  今村　一歩  イマムラ　イッポ 16 神奈川県 座間市 神奈川県立上溝高等学校1年生 アステム湘南VIGOROUS 19.450

2  吉本　悠太郎  ヨシモト　ユウタロウ 15 岡山県 岡山市北区 岡山市立高松中学校3年生 OSKスポーツクラブ 18.900

3  松尾　駿  マツオ　シュン 16 福岡県 小郡市 筑陽学園高等学校2年生 Team OHMURA 18.750

【ユース２女子シングル部門】

順位 年齢 職業 登録クラブ 得点

1  山元　里桜  ヤマモト　リオ 15 岡山県 総社市 就実高等学校1年生 OSKスポーツクラブ 19.600

2  岩城　未緒  イワキ　ミオ 16 和歌山県 橋本市 大阪体育大学浪商高等学校2年生 くまとりA.G.C. 19.300

3  高柳　汐里  タカヤナギ　シオリ 15 愛知県 名古屋市緑区 名古屋市立鳴子台中学校3年生 AE刈谷 18.700

【ユース２トリオ】

順位 年齢 職業／学校 登録クラブ 得点

 吉本　悠太郎  ヨシモト　ユウタロウ 15 岡山県 岡山市北区 岡山市立高松中学校3年生 OSKスポーツクラブ

 海原　百花  カイハラ　モモカ 15 岡山県 岡山市中区 就実高等学校1年生 OSKスポーツクラブ

 山元　里桜  ヤマモト　リオ 15 岡山県 総社市 就実高等学校1年生 OSKスポーツクラブ

 黒田　七菜  クロダ　ナナ 14 愛知県 刈谷市 刈谷市立刈谷東中学校3年生 AE刈谷

 高柳　汐里  タカヤナギ　シオリ 15 愛知県 名古屋市緑区 名古屋市立鳴子台中学校3年生 AE刈谷

 高柳　光希  タカヤナギ　ミツキ 15 愛知県 名古屋市緑区 名古屋市立鳴子台中学校3年生 AE刈谷

 岸邊　茉央  キシベ　マヒロ 15 神奈川県 横浜市金沢区 横浜市立西柴中学校3年生 FFK YOKOHAMA

 戸村　花  トムラ　ハナ 14 東京都 江戸川区 江戸川区立篠崎中学校2年生 A.G.T.グリーンHOP

 山口　彩莉  ヤマグチ　アヤリ 14 神奈川県 横浜市金沢区 横浜市立義務教育学校西金沢学園中学部3年生 FFK YOKOHAMA

【ユース１男子シングル部門】

順位 年齢 職業 登録クラブ 得点

1  川畑　光佳流  カワバタ　ヒカル 12 熊本県 合志市 合志市立合志南小学校6年生 Team OHMURA 17.000

2  青木　祥真  アオキ　ショウマ 11 岡山県 岡山市北区 岡山市立横井小学校5年生 OSKスポーツクラブ 16.750

3  西村　泰輝  ニシムラ　タイキ 12 群馬県 太田市 太田市立九合小学校6年生 SKJ 16.450

【ユース１女子シングル部門】

順位 年齢 職業 登録クラブ 得点

1  藤園　瑠海  フジゾノ　ルカ 12 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ケ崎市立萩園中学校1年生 WAC 17.550

2  河野　莉娃  カワノ　リア 13 福岡県 北九州市 北九州市立飛幡中学校1年生 スポーツスタジオS.D.E.CITY 17.400

3  西ノ薗　まひろ  ニシノソノ　マヒロ 13 岡山県 総社市 総社市立総社西中学校1年生 OSKスポーツクラブ 17.250

【ユース１トリオ】

順位 年齢 職業／学校 登録クラブ 得点

 惣市　華  ソウイチ　ハナ 13 岡山県 岡山市北区 岡山市立吉備中学校1年生 OSKスポーツクラブ

 西ノ薗　まひろ  ニシノソノ　マヒロ 13 岡山県 総社市 総社市立総社西中学校1年生 OSKスポーツクラブ

 湯浅　歩乃実  ユアサ　ホノミ 13 岡山県 総社市 総社市立総社西中学校2年生 OSKスポーツクラブ

 遠藤　湖々  エンドウ　ココ 13 神奈川県 横浜市港南区 横浜市立港南中学校1年生 WAC

 藤園　瑠海  フジゾノ　ルカ 12 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ケ崎市立萩園中学校1年生 WAC

 山本　美瑠  ヤマモト　ミル 12 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市立今宿小学校6年生 WAC

 桐木　心望  キリキ　ココミ 11 愛知県 刈谷市 刈谷市立平成小学校6年生 AE刈谷

 鍔本　菜々子  ツバモト　ナナコ 12 愛知県 刈谷市 刈谷市立依佐美中学校1年生 AE刈谷

 中井　琴海  ナカイ　コトミ 11 愛知県 知多郡 東浦町立生路小学校5年生 AE刈谷

氏名 住所

氏名 住所

氏名 住所

1 19.050

2 18.350

3 18.000

氏名 住所

氏名 住所

氏名 住所

1 17.800

2 17.300

3 17.200

ユースの部 3位入賞者

≪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7日間）

★ユース部門 3位入賞者 http://xfs.jp/cqDkUK 

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。

※2019年11月10日時点の年齢。

【お問い合わせ】

スズキジャパンカップPR事務局 [ 株式会社東宣（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

〒104-0031  東京都中央区京橋3-7-10

e-mail: aerobic@tosen-net.co.jp 公式サイト https://www.aerobic.or.jp


