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No. 滑走順 氏　名 ふりがな 学年 連盟 所属クラブ

参加申込者  合計４５２名

□ ８・７級ジュニア選手権女子　＜９名＞　　（注）滑走順抽選は14:30に行ないます。
1 大庭　　雅 おおば　みやび 中３ 愛知 名東ＦＳＣ
2 山口　夏葵 やまぐち　なつき 中３ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ
3 本郷　理華 ほんごう　りか 中２ 愛知 邦和ＳＣ
4 安原　綾菜 やすはら　あやな 中２ 滋賀 滋賀ＦＳＣ
5 鈴木　沙耶 すずき　さや 中２ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
6 澤井　梨紗 さわい　りさ 中３ 兵庫 神戸ＦＳＣ
7 友滝　佳子 ともたき　かこ 中３ 岡山 倉敷ＦＳＣ
8 岡本　万柚子 おかもと　まゆこ 中２ 岡山 倉敷ＦＳＣ
9 中塩　美悠 なかしお　みゆ 中２ 広島 広島ＳＣ

■ ６級ジュニア選手権男子　＜６名＞　　（注）滑走順抽選は14:30に行ないます。 　
10 ンボェ ジェフ朝光 んぼぇ　じぇふあさひ 中２ 愛知 邦和ＳＣ
11 湯浅　諒一 ゆあさ　りょういち 中３ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
12 笹原　景一朗 ささはら　けいいちろう 中２ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
13 福田　志門 ふくだ　しもん 中１ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
14 石橋　健太 いしばし　けんた 中３ 大阪 大阪スケート倶楽部
15 田中　佑司 たなか　ゆうじ 中３ 大阪 臨海ＦＳＣ

□ ６級ジュニア選手権女子　＜４６名＞　　（注）競技進行上のため事前抽選を行ないました。
16 1 西村　怜奈 にしむら　れいな 中１ 大阪 大阪スケート倶楽部
17 2 本城　綾夏 ほんじょう　あやか 中２ 兵庫 姫路ＦＳＣ
18 3 上市　葉菜子 かみいち　はなこ 中３ 京都 立命館宇治中学校
19 4 吉川　七奈 よしかわ　なな 中２ 大阪 関西ＳＣ
20 5 岡本　麻佑 おかもと　まゆ 中２ 大阪 大阪スケート倶楽部
21 6 波多野　麻由 はたの　まゆ 中２ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
22 7 髙林　史奈 たかばやし　ふみな 中２ 大阪 臨海ＦＳＣ
23 8 豊田　夏帆 とよた　かほ 中２ 大阪 大阪スケート倶楽部
24 9 鈴木　ひかる すずき　ひかる 中２ 京都 京都アクアリーナＳＣ
25 10 金丸　詩歩 かなまる　しほ 中３ 大阪 大阪スケート倶楽部
26 11 川田　光穂 かわた　みほ 中２ 大阪 関西ＳＣ
27 12 廣野　真衣 ひろの　まい 中３ 愛知 名東ＦＳＣ
28 13 久保田　真侑 くぼた　まゆ 中３ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
29 14 飯田　　澪 いいだ　みお 中３ 大阪 臨海ＦＳＣ
30 15 春田　沙樹 はるた　さき 中２ 愛知 オリオンＦＳＣ
31 16 西井　千景 にしい　ちかげ 中２ 大阪 関西ＳＣ
32 17 新宮　菜那 しんぐう　なな 中３ 大阪 大阪スケート倶楽部
33 18 山田　さくら やまだ　さくら 中１ 大阪 アクアピアＳＣ
34 19 前田　陽美 まえだ　みなみ 中１ 滋賀 びわこＦＳＣ
35 20 小芝　風花 こしば　ふうか 中１ 大阪 臨海ＦＳＣ
36 21 北畠　絵莉奈 きたばたけ　えりな 中３ 大阪 関西ＳＣ
37 22 服部　優子 はっとり　ゆうこ 中３ 京都 立命館宇治中学校
38 23 山下　　海 やました　うみ 中２ 大阪 関西ＳＣ
39 24 安形　静流 あがた　しずる 中２ 大阪 臨海ＦＳＣ
40 25 牧田　沙也加 まきた　さやか 中２ 愛知 邦和ＳＣ
41 26 河原　もも かわはら　もも 中２ 愛知 名東ＦＳＣ
42 27 大川　詩央里 おおかわ　しおり 中３ 大阪 関西ＳＣ
43 28 須田　華菜子 すだ　かなこ 中１ 静岡 浜松中央ＦＳＣ
44 29 石田　雛乃 いしだ　ひなの 中２ 京都 京都アクアリーナＳＣ
45 30 納村　彩花 おさむら　あやか 中２ 愛知 名東ＦＳＣ
46 31 小泉　尚香 こいずみ　なおか 中３ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
47 32 今村　莉羅 いまむら　りら 中２ 岐阜 岐阜フィギュアクラブ
48 33 吉田　芽以 よしだ　めい 中３ 岡山 倉敷ＦＳＣ
49 34 斎藤　沙良 さいとう　さら 中２ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ

参 加 者 名 簿 （競技種目別）
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No. 滑走順 氏　名 ふりがな 学年 連盟 所属クラブ

参 加 者 名 簿 （競技種目別）

50 35 清水　綾香 しみず　あやか 中２ 愛知 名東ＦＳＣ
51 36 多田野　真央 ただの　まお 中１ 広島 広島ＳＣ
52 37 松田　侑季 まつだ　ゆき 中２ 愛知 邦和ＳＣ
53 38 森　　衣吹 もり　いぶき 中２ 愛知 名東ＦＳＣ
54 39 西本　佳奈 にしもと　かな 中３ 大阪 臨海ＦＳＣ
55 40 中西　樹希 なかにし　きき 中２ 大阪 臨海ＦＳＣ
56 41 山根　七星 やまね　ななせ 中３ 大阪 臨海ＦＳＣ
57 42 大山　泉美 おおやま　いずみ 中２ 愛知 名東ＦＳＣ
58 43 金子　桃香 かねこ　ももか 中１ 愛知 名東ＦＳＣ
59 44 藤原　未幸 ふじわら　みさち 中１ 岐阜 ＮＦＳクラブ
60 45 木下　栞里 きのした　 しおり 中１ 大阪 関西ＳＣ
61 46 佐野　萌里乃 さの　もりの 中２ 大阪 大阪スケート倶楽部

■ ノービスＡ男子　＜６名＞
62 1 友野　一希 ともの　かずき 小６ 大阪 上野芝ＳＣ
63 2 本田　太一 ほんだ　たいち 小６ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
64 3 廣田　　凌 ひろた　りょう 小５ 愛知 邦和ＳＣ
65 4 渡邊　純也 わたなべ　じゅんや 中１ 兵庫 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ
66 5 市橋　翔哉 いちはし　しょうや 中１ 大阪 大阪スケート倶楽部
67 6 唐川　常人 からかわ　つねひと 小６ 広島 広島ＳＣ

□ ノービスＡ女子　＜４３名＞ 　　
68 1 島田　妃香 しまだ　ひめか 小６ 愛知 邦和ＳＣ
69 2 河村　そら かわむら　そら 中１ 大阪 関西ＳＣ
70 3 北原　悠花 きたはら　ゆうか 小６ 愛知 邦和ＳＣ
71 4 幸重　奈々 ゆきしげ　なな 中１ 大阪 大阪スケート倶楽部
72 5 横井　絢音 よこい　あやね 小６ 愛知 邦和ＳＣ
73 6 森　　千夏 もり　ちなつ 小６ 愛知 邦和ＳＣ
74 7 足立　芽衣 あだち　めい 中１ 大阪 臨海ＦＳＣ
75 8 大岩　万由可 おおいわ　まゆか 中１ 愛知 名東ＦＳＣ
76 9 飯田　早稀 いいだ　さき 小６ 大阪 臨海ＦＳＣ
77 10 新宅　璃子 しんたく　りこ 小６ 愛知 名東ＦＳＣ
78 11 二木　梨々奈 にき　りりな 小６ 兵庫 神戸ＦＳＣ
79 12 森本　江美子 もりもと　えみこ 中１ 大阪 臨海ＦＳＣ
80 13 宇佐美　彩 うさみ　あや 小６ 兵庫 姫路ＦＳＣ
81 14 磯邉　ひな乃 いそべ　ひなの 中１ 京都 立命館宇治中学校
82 15 嘉祥　美佑 かしょう　みゆ 小６ 大阪 臨海ＦＳＣ
83 16 髙木　優衣 たかぎ　ゆい 中１ 大阪 大阪スケート倶楽部
84 17 守田　瑞希 もりた　みずき 中１ 滋賀 びわこＦＳＣ
85 18 渡辺　里依 わたなべ　りえ 中１ 岡山 倉敷ＦＳＣ
86 19 片桐　明里 かたぎり　あかり 中１ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
87 20 Dion Tan Yan Man ﾃﾞｨｵﾝ　ﾀﾝ　ﾔﾝ　ﾏﾝ 中１ 大阪 臨海ＦＳＣ
88 21 廣田　夏輝 ひろた　なつき 中１ 愛知 邦和ＳＣ
89 22 蜂谷　朝咲 はちや　ともえ 中１ 大阪 関西ＳＣ
90 23 深瀬　　叶 ふかせ　かなえ 中１ 広島 広島ＳＣ
91 24 窄山　優花 さこやま　ゆうか 中１ 静岡 アズライト浜松ＦＳＣ
92 25 松田　悠良 まつだ　ゆら 小６ 愛知 邦和ＳＣ
93 26 芳野　奈々子 よしの　ななこ 中１ 兵庫 姫路ＦＳＣ
94 27 溝垣　若奈 みぞがき　わかな 小６ 静岡 アズライト浜松ＦＳＣ
95 28 蓮沼　　萌 はすぬま　もえ 中１ 兵庫 神戸ＦＳＣ
96 29 松下　　紗 まつした　さらさ 中１ 大阪 大阪スケート倶楽部
97 30 城代　花佳 じょうだい　はなか 中１ 広島 広島ＳＣ
98 31 十倉　日和 とくら　ひより 小６ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
99 32 川上　紗季 かわかみ　さき 中１ 愛知 名東ＦＳＣ

100 33 北埜　　萌 きたの　もえ 小６ 大阪 臨海ＦＳＣ
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No. 滑走順 氏　名 ふりがな 学年 連盟 所属クラブ

参 加 者 名 簿 （競技種目別）

101 34 北村　愛莉 きたむら　あいり 中１ 大阪 臨海ＦＳＣ
102 35 天野　陽風 あまの　はるか 小６ 大阪 臨海ＦＳＣ
103 36 中川　こころ なかがわ　こころ 中１ 大阪 アクアピアＳＣ
104 37 津内　胡菜 つうち　こうな 中１ 岡山 倉敷ＦＳＣ
105 38 池田　菜都乃 いけだ　なつの 中１ 大阪 臨海ＦＳＣ
106 39 力丸　夏帆 りきまる　なつほ 小６ 兵庫 姫路ＦＳＣ
107 40 大矢　里佳 おおや　りか 小６ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ
108 41 加藤　利緒菜 かとう　りおな 中１ 大阪 関西ＳＣ
109 42 宮原　知子 みやはら　さとこ 中１ 大阪 関西大学中等部ｱｲｽｽｹｰﾄ部
110 43 木原　万莉子 きはら　まりこ 中１ 京都 京都醍醐ＦＳＣ

■ ノービスＢ男子　＜３名＞
111 1 橋爪　一謙 はしづめ　いっこう 小４ 愛知 名東ＦＳＣ
112 2 宮本　佳樹 みやもと　よしき 小５ 大阪 大阪スケート倶楽部
113 3 山本　草太 やまもと　そうた 小５ 大阪 臨海ＦＳＣ

□ ノービスＢ女子　＜３０名＞ 　
114 1 牧田　優希 まきた　ゆうき 小５ 愛知 邦和ＳＣ
115 2 横井　ゆは菜 よこい　ゆはな 小４ 愛知 邦和ＳＣ
116 3 阿部　かれん あべ　かれん 小５ 大阪 臨海ＦＳＣ
117 4 永田　絵美莉 ながた　えみり 小５ 愛知 名東ＦＳＣ
118 5 須崎　海羽 すざき　みう 小５ 愛知 邦和ＳＣ
119 6 石丸　うらら いしまる　うらら 小５ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
120 7 杉田　明花里 すぎた　あかり 小５ 大阪 大阪スケート倶楽部
121 8 壷井　麗美 つぼい　れいみ 小５ 愛知 邦和ＳＣ
122 9 伊藤　実音 いとう　みお 小５ 広島 広島ＳＣ
123 10 湯浅　　舞 ゆあさ　まい 小５ 京都 京都アクアリーナＳＣ
124 11 森本　真梨菜 もりもと　まりな 小５ 岡山 岡山ＳＣ
125 12 高畑　香里 たかはた　かおり 小５ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ
126 13 野間　さな子 のま　さなこ 小５ 愛知 邦和ＳＣ
127 14 向井　万優 むかい　まゆ 小４ 兵庫 神戸ＦＳＣ
128 15 喜田　美月 きだ　みづき 小５ 大阪 臨海ＦＳＣ
129 16 相良　優果 さがら　ゆうか 小５ 滋賀 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ
130 17 野口　望乃花 のぐち　ののか 小５ 京都 京都アクアリーナＳＣ
131 18 森下　実咲 もりした　みさき 小５ 大阪 アクアピアＳＣ
132 19 鈴木　杏奈 すずき　あんな 小４ 愛知 長久手ＦＳＣ
133 20 竹内　あゆ美 たけうち　あゆみ 小５ 愛知 邦和ＳＣ
134 21 林　　海音 はやし　かいね 小５ 愛知 邦和ＳＣ
135 22 持永　志織 もちなが　しおり 小５ 兵庫 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ
136 23 松山　水咲 まつやま　みさき 小４ 京都 京都アクアリーナＳＣ
137 24 土井　琴琳 どい　ことり 小５ 岡山 岡山ＳＣ
138 25 奥村　友美 おくむら　ともみ 小５ 大阪 関西ＳＣ
139 26 勇　　穂乃香 いさみ　ほのか 小５ 岡山 倉敷ＦＳＣ
140 27 井上　千尋 いのうえ　ちひろ 小５ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ
141 28 藤原　陽菜 ふじわら　ひな 小５ 大阪 臨海ＦＳＣ
142 29 久野　千晴 くの　ちはる 小５ 愛知 邦和ＳＣ
143 30 西坂　美柚 にしざか　みゆ 小５ 福岡 パピオフィギュアクラブ

□ ５級女子　＜２１名＞
144 1 森井　香琳 もりい　かりん 中１ 大阪 関西ＳＣ
145 2 高松　朋叶 たかまつ　ともか 小６ 大阪 アクアピアＳＣ
146 3 太田　安紀 おおた　あき 中２ 愛知 邦和ＳＣ
147 4 水﨑　友美 みずさき　ゆうみ 中１ 岐阜 ＮＦＳクラブ
148 5 石本　真夕 いしもと　まゆ 中２ 大阪 関西ＳＣ
149 6 中村　野々花 なかむら　ののか 中１ 大阪 大阪スケート倶楽部
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No. 滑走順 氏　名 ふりがな 学年 連盟 所属クラブ

参 加 者 名 簿 （競技種目別）

150 7 上玉利　結 かみたまり　ゆい 中２ 愛知 名東ＦＳＣ
151 8 町井　晴香 まちい　はるか 中３ 滋賀 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ
152 9 高山　実央 たかやま　みお 中２ 大阪 なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ
153 10 三宅　　舞 みやけ　まい 小６ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ
154 11 川合　珠翠 かわい　すず 小６ 滋賀 びわこＦＳＣ
155 12 福田　有希 ふくだ　ゆき 中２ 大阪 関西ＳＣ
156 13 吉岡　由貴 よしおか　ゆうき 中１ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
157 14 大橋　未帆 おおはし　みほ 中１ 大阪 大阪スケート倶楽部
158 15 小牧　未来 こまき　みく 中２ 京都 京都アクアリーナＳＣ
159 16 伊藤　有里 いとう　ゆり 中１ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ
160 17 中司　　澪 なかつかさ　みお 小６ 大阪 臨海ＦＳＣ
161 18 伊藤　彩由 いとう　さゆ 中１ 大阪 関西ＳＣ
162 19 橋爪　咲良乃 はしづめ　さくらの 小６ 愛知 名東ＦＳＣ
163 20 大古　満月 おおこ　みづき 小６ 大阪 関西ＳＣ
164 21 本田　麻理奈 ほんだ　まりな 中３ 大阪 臨海ＦＳＣ

■ ４級男子　＜２名＞
165 1 上中　淳志 かみなか　あつし 中１ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
166 2 青木　泰我 あおき　たいが 小６ 大阪 なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ

□ ４級女子　＜ ４０名＞ 　
167 1 音石　朋恵 おといし　ともえ 中２ 滋賀 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ
168 2 本田　真凜 ほんだ　まりん 小３ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
169 3 山内　遥加 やまうち　はるか 中１ 大阪 アクアピアＳＣ
170 4 髙寺　美砂都 たかてら　みさと 中１ 大阪 大阪スケート倶楽部
171 5 宮地　真巳 みやじ　まみ 中２ 大阪 アクアピアＳＣ
172 6 萩山　采季 はぎやま　さき 小６ 滋賀 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ
173 7 安原　楓佳 やすはら　ふうか 中１ 京都 京都アクアリーナＳＣ
174 8 上村　奈那 うえむら　なな 中３ 大阪 大阪スケート倶楽部
175 9 吉川　　鮎 よしかわ　あゆ 小６ 大阪 臨海ＦＳＣ
176 10 西田　妃奈乃 にしだ　ひなの 小６ 滋賀 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ
177 11 安田　湖音 やすだ　こと 小４ 愛知 豊橋フィギュアクラブ
178 12 西川　愛華 にしかわ　まなか 小５ 京都 京都アクアリーナＳＣ
179 13 山内　麻椰 やまうち　まや 小５ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ
180 14 桑山　るり くわやま　るり 小５ 大阪 臨海ＦＳＣ
181 15 高山　麻鈴 たかやま　まり 小６ 大阪 なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ
182 16 平松　花菜 ひらまつ　かな 小６ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ
183 17 内藤　さよ ないとう　さよ 中１ 大阪 臨海ＦＳＣ
184 18 赤沢　真夢 あかざわ　まゆ 中１ 滋賀 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ
185 19 渡邉　美有 わたなべ　みゆう 中１ 愛知 邦和ＳＣ
186 20 川上　千尋 かわかみ　ちひろ 小６ 大阪 上野芝ＳＣ
187 21 三村　優希 みむら　ゆうき 小５ 大阪 大阪スケート倶楽部
188 22 山元　美穂 やまもと　みほ 中１ 愛知 スペリオール愛知ＦＳＣ
189 23 清谷　花連 きよたに　かれん 小５ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ
190 24 横井　麻由 よこい　まゆ 小５ 大阪 関西ＳＣ
191 25 髙田　杏子 たかだ　きょうこ 中２ 大阪 関西ＳＣ
192 26 冨田　芽依 とみた　めい 中１ 大阪 アクアピアＳＣ
193 27 占部　亜由美 うらべ　あゆみ 小４ 大阪 臨海ＦＳＣ
194 28 祝部　早紀 ほうり　さき 中２ 滋賀 びわこＦＳＣ
195 29 佐藤　未菜 さとう　みな 小５ 大阪 臨海ＦＳＣ
196 30 安井　　悠 やすい　はるか 小６ 京都 京都アクアリーナＳＣ
197 31 吉田　真海 よしだ　まみ 中１ 大阪 アクアピアＳＣ
198 32 入船　詩穂 いりふね　しほ 小５ 大阪 大阪スケート倶楽部
199 33 平山　美冬 ひらやま　　みふゆ 中３ 大阪 臨海ＦＳＣ
200 34 榎並　志世子 えなみ　しょうこ 中１ 大阪 関西ＳＣ
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No. 滑走順 氏　名 ふりがな 学年 連盟 所属クラブ

参 加 者 名 簿 （競技種目別）

201 35 堀尾　茉由 ほりお　まゆ 小６ 大阪 臨海ＦＳＣ
202 36 高橋　彩生 たかはし　あおい 小６ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ
203 37 藤岡　理恵 ふじおか　りえ 小６ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
204 38 塩山　知沙 しおやま　かずさ 中１ 大阪 上野芝ＳＣ
205 39 寺澤　知海 てらさわ　ともみ 小６ 大阪 大阪スケート倶楽部
206 40 平　　栞奈 たいら　かんな 中３ 京都 京都醍醐ＦＳＣ

■ ３級男子　＜７名＞
207 1 大江　哲司 おおえ　さとし 小５ 大阪 臨海ＦＳＣ
208 2 鴈　　魁 がん　かい 中２ 大阪 アクアピアＳＣ
209 3 三ツ矢　晃尚 みつや　あきひさ 中３ 愛知 名古屋中学校
210 4 須本　光希 すもと　みつき 小４ 大阪 上野芝ＳＣ
211 5 杉岡　　玲 すぎおか　れい 小６ 大阪 関西ＳＣ
212 6 藤原　大知 ふじわら　だいち 小６ 岐阜 ＮＦＳクラブ
213 7 國富　滉哉 くにとみ　ひろや 小６ 大阪 臨海ＦＳＣ

□ ３級女子(小学６年生以上)　＜２５名＞
214 1 渡辺　明里 わたなべ　あかり 小６ 大阪 大阪スケート倶楽部
215 2 中川　真佑 なかがわ　まゆ 中１ 愛知 邦和ＳＣ
216 3 田井中　海音 たいなか　みお 中２ 滋賀 びわこＦＳＣ
217 4 山田　祐華 やまだ　ゆうか 中１ 岐阜 ＮＦＳクラブ
218 5 向江　　栞 むかえ　しおり 小６ 愛知 邦和ＳＣ
219 6 松浦　響子 まつうら　きょうこ 中１ 愛知 スペリオール愛知ＦＳＣ
220 7 石河　春菜 いしかわ　はるな 中３ 愛知 豊橋フィギュアクラブ
221 8 中垣内　咲希 なかがきうち　さき 小６ 愛知 セント星ヶ丘ＦＳＣ
222 9 長谷川　万莉 はせがわ　まり 中２ 大阪 関西ＳＣ
223 10 高木　　楓 たかぎ　かえで 小６ 大阪 アクアピアＳＣ
224 11 磯崎　はるか いそざき　はるか 小６ 滋賀 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ
225 12 福田　莉久 ふくだ　りく 中１ 大阪 なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ
226 13 角田　　唯 つのだ　ゆい 小６ 大阪 関西ＳＣ
227 14 川﨑　麻由 かわさき　まゆ 中１ 大阪 なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ
228 15 金　　里優 きむ　りう 中３ 大阪 大阪スケート倶楽部
229 16 山本　彩緒依 やまもと　あおい 小６ 大阪 臨海ＦＳＣ
230 17 高原　　瑶 たかはら　よう 中２ 愛知 邦和ＳＣ
231 18 塩田　愛奈 しおた　まな 中１ 大阪 なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ
232 19 向江　　葵 むかえ　あおい 中３ 愛知 邦和ＳＣ
233 20 吉田　有沙 よしだ　ありさ 小６ 岐阜 Gifu　ＦＳＣ
234 21 山口　京香 やまぐち　きょうか 中２ 大阪 アクアピアＳＣ
235 22 服部　桜 はっとり　さくら 小６ 大阪 大阪スケート倶楽部
236 23 伊藤　楓 いとう　かえで 中１ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ
237 24 林田　理子　 はやしだ　りこ 小６ 大阪 なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ
238 25 森脇　実乃里 もりわき　みのり 中１ 滋賀 びわこＦＳＣ

□ ３級女子(小学５年生以下)　＜３７名＞
239 1 寺本　南咲 てらもと　みさき 小５ 大阪 関西ＳＣ
240 2 石川　ひかる いしかわ　ひかる 小５ 愛知 名東ＦＳＣ
241 3 松原　　央 まつばら　なかば 小５ 滋賀 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ
242 4 山田　波那 やまだ　はな 小４ 大阪 アクアピアＳＣ
243 5 村木　一霞 むらき　いつか 小５ 大阪 臨海ＦＳＣ
244 6 稲田　弥生 いなだ　みいう 小３ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
245 7 久保　涼音 くぼ　すずね 小４ 滋賀 びわこＦＳＣ
246 8 坂東　晴菜 ばんどう　はるな 小５ 大阪 なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ
247 9 廣野　沙耶 ひろの　さや 小５ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ
248 10 妹尾　日菜子 せのお　ひなこ 小４ 岡山 倉敷ＦＳＣ
249 11 藤原　千祥 ふじわら　ちさち 小３ 岐阜 ＮＦＳクラブ
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No. 滑走順 氏　名 ふりがな 学年 連盟 所属クラブ

参 加 者 名 簿 （競技種目別）

250 12 三野　真穂 みつの　まほ 小５ 大阪 なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ
251 13 金住　菜々子 かなずみ　ななこ 小４ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ
252 14 山口　七海 やまぐち　ななみ 小５ 愛知 セント星ヶ丘ＦＳＣ
253 15 笹木　このみ ささき　このみ 小５ 大阪 大阪スケート倶楽部
254 16 小林　唯乃 こばやし　ゆいの 小５ 滋賀 びわこＦＳＣ
255 17 松岡　さら沙 まつおか　さらさ 小４ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ
256 18 東野　衣里 ひがしの　えり 小５ 大阪 関西ＳＣ
257 19 川岸　雪音 かわぎし　ゆきね 小４ 大阪 大阪スケート倶楽部
258 20 岡田　志歩 おかだ　しほ 小５ 大阪 臨海ＦＳＣ
259 21 大場　百花 おおば　ももか 小５ 大阪 上野芝ＳＣ
260 22 坂東　美里 ばんどう　みさと 小３ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
261 23 池田　美優加 いけだ　みゆか 小４ 大阪 臨海ＦＳＣ
262 24 坂本　有沙 さかもと　ありさ 小５ 滋賀 びわこＦＳＣ
263 25 小橋　春華 こはし　はるか 小５ 愛知 長久手ＦＳＣ
264 26 喬　　彩織 きょう　さおり 小５ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
265 27 木村　萌花 きむら　もえか 小５ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ
266 28 藤原　　澪 ふじわら　みお 小５ 大阪 アクアピアＳＣ
267 29 山本　瑠菜 やまもと　るな 小５ 大阪 臨海ＦＳＣ
268 30 白岩　優奈 しらいわ　ゆうな 小３ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
269 31 川﨑　梨加 かわさき　りか 小５ 大阪 なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ
270 32 岩木　まりな いわき　まりな 小４ 愛知 名東ＦＳＣ
271 33 二村　まこと にむら　まこと 小５ 愛知 邦和ＳＣ
272 34 藤本　夏央 ふじもと　なお 小３ 兵庫 姫路ＦＳＣ
273 35 岩井　さくら いわい　さくら 小５ 大阪 大阪スケート倶楽部
274 36 黒木　法香 くろき　のりか 小４ 愛知 セント星ヶ丘ＦＳＣ
275 37 朝賀　しお莉 あさが　しおり 小５ 大阪 関西ＳＣ

■ ２級男子　＜６名＞
276 1 湯浅　翔太 ゆあさ　しょうた 小３ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
277 2 矢野　大輝 やの　ひろき 小６ 岐阜 ＮＦＳクラブ
278 3 加藤　優太 かとう　ゆうた 中２ 愛知 スペリオール愛知ＦＳＣ
279 4 嶺本　　樹 みねもと　いつき 小４ 兵庫 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ
280 5 髙井　義文 たかい　よしふみ 小４ 岐阜 Gifu　ＦＳＣ
281 6 周藤　祐輝 すどう　ゆうき 小３ 大阪 大阪スケート倶楽部

□ ２級女子　＜４６名＞
282 1 上原　櫻子 うえはら　さくらこ 小２ 大阪 大阪スケート倶楽部
283 2 土屋　このか つちや　このか 小６ 愛知 邦和ＳＣ
284 3 塩谷　　藍 しおたに　あい 小４ 兵庫 神戸ＦＳＣ
285 4 小山　りさ こやま　りさ 小６ 大阪 大阪スケート倶楽部
286 5 白井　　碧 しらい　あおい 小５ 愛知 豊橋フィギュアクラブ
287 6 松田　　華 まつだ　はな 小５ 大阪 臨海ＦＳＣ
288 7 小玉　弥生 こだま　やよい 中３ 愛知 豊橋フィギュアクラブ
289 8 大西　麻衣子 おおにし　まいこ 小４ 大阪 なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ
290 9 鈴木　夢 すずき　ゆめ 小６ 大阪 アクアピアＳＣ
291 10 井上　晴絵 いのうえ　はるえ 小４ 滋賀 びわこＦＳＣ
292 11 平澤　梢 ひらざわ　こずえ 中１ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ
293 12 塩崎　歩華 しおざき　あゆは 小５ 大阪 臨海ＦＳＣ
294 13 島田　麻衣 しまだ　まい 小５ 大阪 大阪スケート倶楽部
295 14 三浦　璃来 みうら　りく 小３ 大阪 臨海ＦＳＣ
296 15 土井　真穂 どい　まほ 中２ 大阪 関西ＳＣ
297 16 家村　紗英 いえむら　さえ 小３ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
298 17 甲斐　ありさ かい　ありさ 小５ 愛知 豊橋フィギュアクラブ
299 18 嶺本　ゆいり みねもと　ゆいり 小６ 兵庫 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ
300 19 重野　紗良 しげの　さら 小４ 大阪 大阪スケート倶楽部
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No. 滑走順 氏　名 ふりがな 学年 連盟 所属クラブ

参 加 者 名 簿 （競技種目別）

301 20 小田　美礼 おだ　みれい 小４ 大阪 臨海ＦＳＣ
302 21 角　茉都里 すみ　まつり 小４ 大阪 関西ＳＣ
303 22 吉岡　優里 よしおか　ゆり 小６ 京都 京都アクアリーナＳＣ
304 23 森　　真奈 もり　まな 小４ 滋賀 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ
305 24 宮垣　陽菜 みやがき　ひな 小４ 兵庫 神戸ＦＳＣ
306 25 田中　梨奈 たなか　りな 小５ 大阪 臨海ＦＳＣ
307 26 後藤　瑞希 ごとう　みずき 中２ 大阪 なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ
308 27 上野　ふみか うえの　ふみか 小６ 滋賀 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ
309 28 野田　弥生 のだ　やよい 小６ 大阪 関西ＳＣ
310 29 鬼頭　優希奈 きとう　ゆきな 小５ 愛知 長久手ＦＳＣ
311 30 山本　久瑠美 やまもと　くるみ 小３ 大阪 臨海ＦＳＣ
312 31 江見　結莉花 えみ　ゆりか 小３ 大阪 大阪スケート倶楽部
313 32 吉田　亜優 よしだ　あゆ 小５ 大阪 臨海ＦＳＣ
314 33 鷲見　真姫 すみ　まき 小４ 愛知 名東ＦＳＣ
315 34 橋本　明日加 はしもと　あすか 小４ 大阪 関西ＳＣ
316 35 丸目　真鈴 まるめ　みすず 小４ 大阪 大阪スケート倶楽部
317 36 栗本　凛子 くりもと　りんこ 中１ 岐阜 ＮＦＳクラブ
318 37 田中　円 たなか　まどか 中１ 大阪 アクアピアＳＣ
319 38 田中　聡子 たなか　さとこ 小５ 大阪 臨海ＦＳＣ
320 39 小瀬　黎奈 こせ　れいな 小５ 大阪 関西ＳＣ
321 40 森本　雅也子 もりもと　かやこ 小５ 大阪 臨海ＦＳＣ
322 41 水上　尚於 みずかみ　なお 中２ 愛知 一宮中日ＳＣ
323 42 平野　佑実 ひらの　ゆみ 小４ 岐阜 ＮＦＳクラブ
324 43 畦地　日菜子 あぜち　ひなこ 小６ 滋賀 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ
325 44 竹中　杏有果 たけなか　あうら 小５ 大阪 関西ＳＣ
326 45 髙本　明音 たかもと　あかね 小３ 大阪 大阪スケート倶楽部
327 46 大和田　実沙季 おおわだ　みさき 中１ 愛知 豊橋フィギュアクラブ

■ １級男子　＜３名＞
328 1 田井中　波紀 たいなか　はるき 小５ 滋賀 びわこＦＳＣ
329 2 國中　敬太 くになか　けいた 小２ 大阪 上野芝ＳＣ
330 3 矢野　龍生 やの　りゅうき 小４ 岐阜 ＮＦＳクラブ

□ １級女子　＜４３名＞
331 1 堀江　愛理沙 ほりえ　ありさ 小５ 大阪 関西ＳＣ
332 2 水木　仁南 みずき　にな 小３ 愛知 オリオンＦＳＣ
333 3 奥谷　　梓 おくたに　あずさ 小４ 愛知 セント星ヶ丘ＦＳＣ
334 4 中司　彩花 なかつかさ　あやか 小５ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ
335 5 長木　珊瑚 ながき　さんご 小４ 大阪 臨海ＦＳＣ
336 6 清水　美里 しみず　みさと 中１ 大阪 大阪スケート倶楽部
337 7 南野　有紀 なんの　ゆき 小５ 愛知 スペリオール愛知ＦＳＣ
338 8 川崎　沙耶佳 かわさき　さやか 小５ 愛知 邦和ＳＣ
339 9 山本　実奈 やまもと　みいな 小３ 大阪 臨海ＦＳＣ
340 10 今原　実丘 いまはら　みく 小４ 愛知 豊橋フィギュアクラブ
341 11 御﨑　あす香 みさき　あすか 小５ 大阪 大阪スケート倶楽部
342 12 長田　さくら おさだ　さくら 小５ 大阪 関西ＳＣ
343 13 加藤　綾梨 かとう　あやり 小３ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
344 14 米津　あかり よねつ　あかり 小５ 大阪 大阪スケート倶楽部
345 15 佐藤　帆南 さとう　ほなみ 小６ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ
346 16 堀見　華那 ほりみ　はな 小２ 愛知 スペリオール愛知ＦＳＣ
347 17 岡前　琴葉 おかまえ　ことは 小２ 兵庫 姫路ＦＳＣ
348 18 武田　里佳子 たけだ　りかこ 小６ 大阪 関西ＳＣ
349 19 德永　みづは とくなが　みづは 中１ 大阪 臨海ＦＳＣ
350 20 MARALｰERDENE GANSUKH　 マラルエレデン　ガンスフ 中２ 愛知 邦和ＳＣ
351 21 碧山　笑奈 あおやま　えみな 小３ 大阪 臨海ＦＳＣ
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352 22 河村　　葵 かわむら　あおい 小５ 大阪 臨海ＦＳＣ
353 23 石上　紗帆 いしがみ　さほ 小４ 大阪 臨海ＦＳＣ
354 24 杉村　真由 すぎむら　まゆ 小６ 大阪 大阪スケート倶楽部
355 25 須本　稚菜 すもと　ちな 小２ 大阪 上野芝ＳＣ
356 26 野茂　彩乃 のも　あやの 小６ 大阪 関西ＳＣ
357 27 服部　あん はっとり　あん 小４ 滋賀 びわこＦＳＣ
358 28 土沢　亜以香 つちざわ　あいか 小６ 滋賀 びわこＦＳＣ
359 29 山田　めぐ やまだ　めぐ 小６ 大阪 なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ
360 30 實久　峰希央 さねひさ　みきお 小３ 大阪 関西ＳＣ
361 31 中島　侑香 なかしま　ゆうか 小６ 愛知 豊橋フィギュアクラブ
362 32 池田　ゆい いけだ　ゆい 小３ 兵庫 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ
363 33 永合　更良々 なごう　さらら 小４ 愛知 セント星ヶ丘ＦＳＣ
364 34 湯浅　加彩 ゆあさ　かあや 小５ 大阪 関西ＳＣ
365 35 大西　麻奈 おおにし　まな 小４ 大阪 臨海ＦＳＣ
366 36 谷口　紗椰 たにぐち　さや 小５ 大阪 アクアピアＳＣ
367 37 村上　舞羽 むらかみ　みう 小２ 大阪 上野芝ＳＣ
368 38 高井　里奈 たかい　りな 小６ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ
369 39 友廣　優芽 ともひろ　ゆめ 小６ 大阪 大阪スケート倶楽部
370 40 長谷川　うた はせがわ　うた 中１ 愛知 ポラリス中部ＦＳＣ
371 41 尾形　典花 おがた　のりか 小３ 大阪 大阪スケート倶楽部
372 42 中山　明香里 なかやま　あかり 小６ 滋賀 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ
373 43 田畑　　星 たばた　あかり 小６ 大阪 アクアピアＳＣ

■ 初級男子　＜６名＞
374 1 壷井　達也 つぼい　たつや 小２ 愛知 邦和ＳＣ
375 2 東口　尭舜 ひがしぐち　たかとし 小３ 大阪 上野芝ＳＣ
376 3 鈴木　彪真 すずき　ひゅうま 小３ 大阪 アクアピアＳＣ
377 4 伊藤　颯星 いとう　りゅうせい 小２ 愛知 長久手ＦＳＣ
378 5 髙宮　拓実 たかみや　たくみ 小３ 兵庫 姫路ＦＳＣ
379 6 吉田　遼平 よしだ　りょうへい 中１ 大阪 臨海ＦＳＣ

□ 初級女子　(小学４年生以上)　＜４０名＞
380 1 岩本　尚子 いわもと　なおこ 小６ 大阪 関西ＳＣ
381 2 大橋　優希 おおはし　ゆうき 小４ 愛知 邦和ＳＣ
382 3 松川　直生子 まつかわ　なおこ 小４ 大阪 臨海ＦＳＣ
383 4 杉浦　七海 すぎうら　ななみ 小６ 愛知 邦和ＳＣ
384 5 山内　夢香 やまうち　ゆめか 小４ 滋賀 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ
385 6 山中　綾乃 やまなか　あやの 小５ 大阪 関西ＳＣ
386 7 小西　春帆 こにし　はるほ 小４ 大阪 大阪スケート倶楽部
387 8 岩本　佳子 いわもと　よしこ 中１ 大阪 関西ＳＣ
388 9 古川　愛梨 ふるかわ　あいり 小６ 大阪 大阪スケート倶楽部
389 10 松下　晴乃 まつした　はるの 小６ 大阪 関西ＳＣ
390 11 花房　海妃 はなふさ　うい 小４ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
391 12 下江　優季 しもえ　ゆうき 小４ 愛知 邦和ＳＣ
392 13 和泉　里奈 いずみ　りな 小４ 滋賀 びわこＦＳＣ
393 14 水口　愛菜 みずぐち　あいな 小５ 大阪 関西ＳＣ
394 15 峯浦　風香 みねうら　ふうか 小４ 大阪 大阪スケート倶楽部
395 16 寺井　那奈恵 てらい　ななえ 小５ 愛知 邦和ＳＣ
396 17 荒城　　蛍 あらき　ほたる 小５ 愛知 セント星ヶ丘ＦＳＣ
397 18 石原　有乃 いしはら　うの 小５ 大阪 関西ＳＣ
398 19 神田　美月 かんだ　みづき 小５ 滋賀 びわこＦＳＣ
399 20 花井　美月 はない　みつき 小４ 愛知 邦和ＳＣ
400 21 小浪　愛梨香 こなみ　えりか 小６ 愛知 セント星ヶ丘ＦＳＣ
401 22 鈴木　よもぎ すずき　よもぎ 小４ 愛知 豊橋フィギュアクラブ
402 23 神崎　沙羅 かんざき　さら 小４ 大阪 関西ＳＣ
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403 24 大森　明日佳 おおもり　あすか 小５ 大阪 関西ＳＣ
404 25 河野　今甫 こうの　いまほ 小５ 大阪 大阪スケート倶楽部
405 26 太山　彩夏 おおやま　あやか 中１ 大阪 関西ＳＣ
406 27 田中　美玖 たなか　みく 小４ 大阪 大阪スケート倶楽部
407 28 福山　友紀 ふくやま　ゆき 小５ 愛知 豊橋フィギュアクラブ
408 29 木島　莉奈 きじま　りな 中１ 大阪 関西ＳＣ
409 30 新谷　響名 しんたに　きょうな 小４ 大阪 臨海ＦＳＣ
410 31 吉川　美紅 きっかわ　みく 小５ 京都 京都醍醐ＦＳＣ
411 32 岡村　朱根 おかむら　あかね 小４ 愛知 邦和ＳＣ
412 33 近藤　真奈 こんどう　まな 小６ 大阪 臨海ＦＳＣ
413 34 石黒　莉茉 いしぐろ　りま 小４ 愛知 セント星ヶ丘ＦＳＣ
414 35 政野　眞姫 まさの　まき 小４ 大阪 大阪スケート倶楽部
415 36 山田　早紀 やまだ　さき 小６ 愛知 セント星ヶ丘ＦＳＣ
416 37 小林　桃佳 こばやし　ももか 小６ 大阪 アクアピアＳＣ
417 38 森口　愛梨 もりぐち　あいり 中１ 大阪 大阪スケート倶楽部
418 39 吉川　実紗 よしかわ　みさ 小４ 大阪 臨海ＦＳＣ
419 40 金山　未侑 かなやま　みゆ 小５ 大阪 関西ＳＣ

□ 初級女子　(小学３年生以下)　＜３３名＞
420 1 大森　千愛 おおもり　ゆきえ 小２ 大阪 アクアピアＳＣ
421 2 柴山　諒音 しばやま　あきね 小２ 愛知 邦和ＳＣ
422 3 吉田　朱里 よしだ　あかり 小３ 滋賀 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ
423 4 山下　真由 やました　まゆ 小３ 大阪 大阪スケート倶楽部
424 5 新田　晏夕 にった　あゆ 小３ 愛知 スペリオール愛知ＦＳＣ
425 6 田代　瑛莉香 たしろ　えりか 小３ 岐阜 Gifu　ＦＳＣ
426 7 小橋　采華 こはし　さいか 小２ 愛知 長久手ＦＳＣ
427 8 山下　真央 やました　まお 小２ 大阪 臨海ＦＳＣ
428 9 堀木　万葉 ほりき　かずは 小３ 兵庫　 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ
429 10 森岡　陽菜乃 もりおか　ひなの 小２ 大阪 大阪スケート倶楽部
430 11 上田　恵惟 うえだ　めい 小３ 大阪 関西ＳＣ
431 12 横井　柚菜 よこい　ゆずな 小３ 愛知 邦和ＳＣ
432 13 矢作　梨子 やはぎ　りこ 小２ 大阪 大阪スケート倶楽部
433 14 生駒　七美 いこま　ななみ 小２ 大阪 大阪スケート倶楽部
434 15 鈴木　ゆうか すずき　ゆうか 小３ 大阪 大阪スケート倶楽部
435 16 薮根　真帆 やぶね　まほ 小３ 滋賀 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ
436 17 佐野　嘉音 さの　よしね 小２ 愛知 長久手ＦＳＣ
437 18 林　のどか はやし　のどか 小３ 大阪 大阪スケート倶楽部
438 19 村上　佳那 むらかみ　かな 小１ 大阪 大阪スケート倶楽部
439 20 木下　亜美 きのした　あみ 小３ 大阪 関西ＳＣ
440 21 松本　りら まつもと　りら 小３ 大阪 臨海ＦＳＣ
441 22 下門　咲紀 しもかど　さき 小３ 兵庫 姫路ＦＳＣ
442 23 鈴木　沙弥 すずき　さや 小３ 愛知 邦和ＳＣ
443 24 田畑　結菜 たばた　ゆいな 小３ 大阪 大阪スケート倶楽部
444 25 桐山　愛梨 きりやま　あいり 小２ 大阪 臨海ＦＳＣ
445 26 熊澤　日菜 くまざわ　ひな 小３ 愛知 長久手ＦＳＣ
446 27 谷口　　愛 たにぐち　あい 小３ 大阪 大阪スケート倶楽部
447 28 小林　彩夏 こばやし　あやか 小２ 大阪 アクアピアＳＣ
448 29 小川　桃葉 おがわ　ももは 小２ 愛知 邦和ＳＣ
449 30 荒城　新菜 あらき　にいな 小３ 愛知 セント星ヶ丘ＦＳＣ
450 31 田中　美紅 たなか　みく 小１ 愛知 長久手ＦＳＣ
451 32 紀平　梨花 きひら　りか 小２ 大阪 大阪スケート倶楽部
452 33 梅澤　美希 うめざわ　みき 小３ 大阪 アクアピアＳＣ

以上、参加申込者  合計４５２名
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