
通番 滑走順 氏　　名 ふりがな 所　　属 学年 ﾃｽﾄ級

■選手権男子
1 1 辻　　　馨 つじ かおる 同志社大学F 大１ ７級

□選手権女子
2 1 北村　彩乃 きたむら あやの 立命館宇治高校 高１ ７級
3 2 大熊　奈生子 おおぐま なおこ 同志社大学F 大１ ７級
4 3 井上　はるか いのうえ はるか 同志社大学F 大２ ７級
5 4 福田　芽衣 ふくだ めい 京都外大西高校 高１ ７級

■ジュニア選手権男子
6 1 湯浅　諒一 ゆあさ りょういち 京都醍醐FSC 中３ ７級
7 2 堀　　貴博 ほり たかひろ 京都橘高校 高１ ６級
8 3 本田　太一 ほんだ たいち 京都醍醐FSC 小６ ６級

□ジュニア選手権女子
9 1 服部　優子 はっとり ゆうこ 立命館宇治中学 中３ ７級

10 2 山田　さくら やまだ さくら ｱｸｱﾋﾟｱSC(ｵｰﾌﾟﾝ参加) 中１ ７級
11 3 磯邉　ひな乃 いそべ ひなの 立命館宇治中学 中１ ７級
12 4 宮原　知子 みやはら さとこ 関西大学中･高ｽｹｰﾄ部 中１ ７級
13 5 久保田　真侑 くぼた まゆ 京都醍醐FSC 中３ ６級
14 6 川田　光穂 かわた みほ 関西SC 中２ ６級
15 7 蓮沼　　萌 はすぬま もえ 神戸FSC(ｵｰﾌﾟﾝ参加) 中１ ７級
16 棄権 上市　葉菜子 かみいち はなこ 立命館宇治中学 中３ ７級
17 9 小泉　尚香 こいずみ なおか 京都醍醐FSC 中３ ６級
18 10 片桐　明里 かたぎり あかり 京都醍醐FSC 中１ ７級

■学生選手権Ｂ男子
19 1 伊神　洋平 いがみ ようへい 京都大学F 院２ ５級
20 2 宮田　浩貴 みやた ひろき 京都大学F 院２ ５級
21 3 江口　弘樹 えぐち ひろき 京都大学F 院２ ５級
22 4 西村　　剛 にしむら たけし 京都大学F OB ６級
23 5 加賀井　匡 かがい まさし 京都大学F OB ５級

□学生選手権Ｂ女子
24 1 藤井　悠理子 ふじい ゆりこ 同志社大学F 大１ ６級
25 2 馬場　摩実 ばんば まみ 立命館大学 大２ ６級

■ノービス選手権Ａ男子
26 1 上中　淳志 かみなか あつし 京都醍醐FSC 中１ ４級

□ノービス選手権Ａ女子
27 1 藤岡　理恵 ふじおか りえ 京都醍醐FSC 小６ ５級
28 棄権 十倉　日和 とくら ひより 京都醍醐FSC 小６ ６級
29 3 森下　実咲 もりした みさき ｱｸｱﾋﾟｱSC(ｵｰﾌﾟﾝ参加) 小５ ５級
30 4 石丸　うらら いしまる うらら 京都醍醐FSC 小５ ５級
31 5 野口　望乃花 のぐち ののか 京都ｱｸｱﾘｰﾅSC 小５ ６級

□ノービス選手権Ｂ女子
32 1 加藤　綾梨 かとう あやり 京都醍醐FSC 小３ ４級
33 2 家村　紗英 いえむら さえ 京都醍醐FSC 小３ ４級
34 3 白岩　優奈 しらいわ ゆうな 京都醍醐FSC 小３ ５級
35 4 井上　晴絵 いのうえ はるえ BFSC(ｵｰﾌﾟﾝ参加) 小４ ４級
36 5 坂東　美里 ばんどう みさと 京都醍醐FSC 小３ ４級
37 6 松山　水咲 まつやま みさき 京都ｱｸｱﾘｰﾅSC 小４ ５級
38 7 本田　真凜 ほんだ まりん 京都醍醐FSC 小３ ６級
39 8 稲田　弥生 いなだ みいう 京都醍醐FSC 小３ ４級

■学生選手権Ｃ男子
40 1 古城　卓弥 こじょう たくや 同志社大学F 大１ ３級

□学生選手権Ｃ女子
41 1 田川　百合香 たがわ ゆりか 佛教大学 大３ ４級
42 2 辻　　瑠衣子 つじ るいこ 京都産業大学F 大１ ４級
43 3 中村　咲耶 なかむら さくや 京都大学F 大４ ４級
44 4 桑原　千明 くわはら ちあき 同志社女子大学F 大３ ３級

■４・５級男子
45 1 黒川　雄太 くろかわ ゆうた 京都大学F 大４ ４級
46 2 南　雄一郎 みなみ ゆういちろう 京都大学F OB ４級
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47 3 中村　研太 なかむら けんた 京都大学F(ｵｰﾌﾟﾝ参加) OB ４級
19 4 伊神　洋平 いがみ ようへい 京都大学F 院２ ５級

□４・５級女子
48 1 笹原　彩加 ささはら あやか 京都醍醐FSC 高２ ５級
49 2 増田　百花 ますだ ももか 京都醍醐FSC 中１ ４級
50 3 平　　栞奈 たいら かんな 京都醍醐FSC 中３ ５級
51 4 山田　英津子 やまだ えつこ 京都醍醐FSC 高１ ４級
52 5 吉岡　由貴 よしおか ゆうき 京都醍醐FSC 中１ ５級
53 6 人長　　優 ひとおさ ゆう 京都外大西高校 高１ ５級
54 7 吉岡　優里 よしおか ゆり 京都ｱｸｱﾘｰﾅSC 小６ ４級
55 8 冨田　芽依 とみた めい ｱｸｱﾋﾟｱSC(ｵｰﾌﾟﾝ参加) 中１ ５級
56 9 喬　　彩織 きょう さおり 京都醍醐FSC 小５ ４級
57 10 高木　　楓 たかぎ かえで ｱｸｱﾋﾟｱSC(ｵｰﾌﾟﾝ参加) 小６ ４級

■２・３級成年男子
58 1 小山　靖央 こやま やすひろ 京都大学F 大２ ２級
59 2 鈴木　勇人 すずき はやと 立命館大学 大２ ２級
60 棄権 若生　昌裕 わかいき まさひろ 京都大学F 大４ ３級
61 4 内野　詠一郎 うちの えいいちろう 京都大学F 大４ ３級
62 5 多田　亮介 ただ りょうすけ 同志社大学F 大４ ３級
63 6 新名　光樹 にいな ひろき 京都大学F 大２ ２級

□２・３級成年女子
64 1 冨田　奈穂 とみだ なほ 立命館大学 大２ ２級
65 2 野尻　千晶 のじり ちあき 京都大学F 大４ ３級
66 3 仁平　詩織 にへい しおり 京都大学F 大２ ２級
67 4 佐々木　徳子 ささき のりこ 同志社大学F 大３ ２級
68 5 佐藤　　南 さとう みなみ 立命館大学 大２ ２級
69 6 鬼塚　友里奈 おにつか ゆりな 立命館大学 大２ ２級
70 7 岩崎　香織 いわさき かおり 同志社大学F 大３ ２級
71 棄権 中野　紗緒里 なかの さおり 同志社大学F 大３ ２級
72 9 辰己　　舞 たつみ まい 同志社女子大学F 大２ ２級
73 10 星川　　悠 ほしかわ はるか 京都大学F 大３ ２級
74 11 田渕　麻実 たぶち まみ 同志社大学F 大４ ２級
75 12 荒川　眞奈 あらかわ まな 同志社女子大学F 大１ ２級
76 13 ｸﾞｰﾘｰ　麻亜利 ぐーりー まあり 立命館大学 大４ ２級
77 14 田丸　響子 たまる きょうこ 京都大学F 大２ ２級

■２・３級幼年男子
78 1 中村　康一郎 なかむら こういちろう 京都ｱｸｱﾘｰﾅSC 小５ ２級
79 2 湯浅　翔太 ゆあさ しょうた 京都醍醐FSC 小３ ２級

□３級幼年女子
80 1 久保　舞和 くぼ まいか 京都ｱｸｱﾘｰﾅSC 小４ ３級
81 2 久保　智聖 くぼ ちさと 京都ｱｸｱﾘｰﾅSC 小２ ３級

□２級幼年女子
82 1 谷口　紗椰 たにぐち さや ｱｸｱﾋﾟｱSC(ｵｰﾌﾟﾝ参加) 小５ ２級
83 2 吉川　美紅 きっかわ みく 京都醍醐FSC 小５ ２級

■１級成年男子
84 1 中島　　翼 なかじま つばさ 京都大学F 大１ １級
85 2 照井　信太郎 てるい しんたろう 同志社大学F 大１ １級
86 3 池田　雪太郎 いけだ ゆきたろう 京都大学F 大２ １級

□１級成年女子
87 1 近藤　　薫 こんどう かおる 同志社大学F 大１ １級
88 2 岩元　千明 いわもと ちあき 同志社大学F 大２ １級
89 3 横山　萌美 よこやま もえみ 同志社女子大学F 大２ １級
90 4 坂口　千波 さかぐち ちなみ 同志社大学F 大２ １級
91 5 中村　恵理 なかむら えり 立命館大学 大２ １級
92 6 橘　　　菫 たちばな すみれ 京都大学F 大２ １級
93 7 岸田　奈弓 きしだ なゆみ 京都大学F 大３ １級
94 8 荒木　希美 あらき のぞみ 京都大学F 大１ １級

■１級幼年男子
95 1 平井　柊太 ひらい しゅうた 京都ｽｹｰﾄ学校 小５ １級

□１級幼年女子
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96 1 宮田　有紗 みやた ありさ 京都ｽｹｰﾃｨﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ 中３ １級
97 2 本田　望結 ほんだ みゆ 京都醍醐FSC 年長 １級
98 3 小林　瑠奈 こばやし るな 京都ｽｹｰﾄ学校 小５ １級
99 4 岸田　　茜 きしだ あかね 京都ｽｹｰﾃｨﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ 中３ １級

100 5 南井　真由 みなみい まゆ 京都ｽｹｰﾄ学校 中１ １級
101 6 花房　海妃 はなふさ うい 京都醍醐FSC 小４ １級
102 7 梅林　歩優 うめばやし あゆう 京都醍醐FSC 小３ １級
103 8 竹内　暖月 たけうち ゆうき 京都ｽｹｰﾃｨﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ 中２ １級
104 9 内田　茉穂 うちだ まほ 京都ｱｸｱﾘｰﾅSC 小６ １級

■無・初級成年男子
105 1 牧野　仁宣 まきの きみのぶ 京都大学F 大１ 初級
106 2 加藤　佳嗣 かとう けいじ 京都大学F 大２ 初級
107 3 松原　　嵩 まつばら たかし 京都大学F 大１ 無級
108 4 福澤　聡真 ふくざわ そうま 京都大学F 大１ 初級
109 棄権 野口　悠暉 のぐち ゆうき 京都大学F 大１ 初級
110 6 山田　雅貴 やまだ まさき 京都大学F 大１ 初級
111 7 上中　勇希 うえなか ゆうき 京都大学F 大１ 無級
112 8 山下　耕平 やました こうへい 京都大学F 大１ 初級

□無・初級成年女子
113 1 堀井　友美 ほりい ともみ 京都醍醐FSC 一般 無級
114 2 黛　　英莉子 まゆずみ えりこ 立命館大学 大１ 無級
115 3 北橋　果林 きたはし かりん 京都大学F 大１ 無級
116 4 山城　茉弓 やましろ まゆみ 京都大学F 大１ 初級
117 棄権 龍見　由香利 たつみ ゆかり 同志社大学F 大１ 初級
118 6 船井　麻美 ふない あさみ 京都大学F 大２ 初級
119 7 吉田　夏弥 よしだ なつみ 京都大学F 大２ 初級
120 8 相浦　　萌 あいうら もえ 同志社女子大学F 大２ 初級
121 9 大西　優香 おおにし ゆか 京都大学F 大１ 初級
122 10 野田　祐衣 のだ ゆい 佛教大学 大１ 初級
123 11 村山　由起 むらやま ゆき 京都ｱｸｱﾘｰﾅSC 一般 初級
124 12 出野　京子 いずの きょうこ 京都ｱｸｱﾘｰﾅ･ｽｹｰﾄ教室 一般 初級
125 13 石川　由夏 いしかわ ゆか 京都大学F 大１ 無級
126 14 野尻　侑希 のじり ゆき 立命館大学 大１ 初級
127 15 野村　真理子 のむら まりこ 京都大学F 大１ 初級
128 16 足立　　絢 あだち あや 京都大学F 大１ 無級

□無・初級幼年女子
129 1 小木曾　愛帆 おぎそ まなほ 京都醍醐FSC 小１ 初級
130 2 上野　　凜 うえの りん 京都ｽｹｰﾄ学校 小４ 初級
131 3 横見　奈央子 よこみ なおこ 京都ｽｹｰﾄ学校 小５ 初級
132 4 小野　純子 おの じゅんこ 京都醍醐FSC 年長 初級
133 5 柳瀬　こころ やなせ こころ 京都ｽｹｰﾄ学校 小５ 初級
134 6 宍戸　美南 ししど みなみ 京都ｽｹｰﾄ学校 小５ 初級
135 7 中村　茜理 なかむら あかり 京都ｽｹｰﾄ学校 小１ 初級
136 8 上野　ひかる うえの ひかる 京都ｽｹｰﾄ学校 小２ 初級
137 9 今村　　和 いまむら のどか 京都醍醐FSC 年長 初級
138 10 上原　朋子 うえはら ともこ 京都ｽｹｰﾄ学校 小６ 初級
139 11 柴田　　幸歩 しばた さちほ ｱｸｱﾋﾟｱSC(ｵｰﾌﾟﾝ参加) 小２ 初級
140 棄権 大森　千愛 おおもり ゆきえ ｱｸｱﾋﾟｱSC(ｵｰﾌﾟﾝ参加) 小２ 初級

□シンクロナイズド・スケーティング
141 小林　楓美 こばやし ふみ 関西ｼﾝｸﾛLovers
142 織茂　亜希子 おりも あきこ 関西ｼﾝｸﾛLovers
143 梶本　有悠佳 かじもと あはるかか 関西ｼﾝｸﾛLovers
144 小山　りさ こやま りさ 関西ｼﾝｸﾛLovers
145 田川　恵莉菜 たがわ えりな 関西ｼﾝｸﾛLovers
146 竹田　真緒 たけだ まお 関西ｼﾝｸﾛLovers
74 田渕　麻実 たぶち まみ 同志社大学

147 前田　歩美 まえだ あゆみ 関西ｼﾝｸﾛLovers
148 松井　　遥 まつい はるか 関西ｼﾝｸﾛLovers
149 熊澤　良子 くまざわ よしこ 大阪経済大学

※要項に基づいて京都府スケート連盟員立会いのもと，すべての種目の滑走順抽選を事前に行いました。
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