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Ｐ１／９

８・７級ジュニア選手権男子 １名
滑走順 № 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 岡山 田中　刑事 たなか　けいじ 倉敷ＦＳＣ 中３

８・７級ジュニア選手権女子 ５名 　
滑走順 № 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 岐阜 今村　紗羅 いまむら　さら 岐阜フィギュアクラブ 中３
2 愛知 松原　彩華 まつばら　さやか 邦和ＳＣ 中３
3 大阪 細田　采花 ほそだ　あやか 大阪スケート倶楽部 中３
4 兵庫 上野　沙耶 うえの　さや 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ 中３
5 岡山 友滝　佳子 ともたき　かこ 倉敷ＦＳＣ 中２

６級ジュニア選手権男子 ８名 　
滑走順 № 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 京都 湯浅　諒一 ゆあさ　りょういち 京都醍醐ＦＳＣ 中２
2 大阪 山本　拓海 やまもと　たくみ 大阪スケート倶楽部 中３
3 大阪 西井　克宗 にしい　かつむね 関西ＳＣ 中３
4 大阪 杉中　武知 すぎなか　たけとも 大阪スケート倶楽部 中３
5 大阪 青木　琢馬 あおき　たくま 臨海ＦＳＣ 中３
6 大阪 田中　佑司 たなか　ゆうじ 臨海ＦＳＣ 中２
7 大阪 杉中　建人 すぎなか　けんと 大阪スケート倶楽部 中２
8 大阪 門田　尚大 かどた　なおひろ 大阪スケート倶楽部 中２

６級ジュニア選手権女子 ２９名 　
滑走順 № 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

 1 静岡 片部　咲里 かたべ　さきり アズライト浜松ＦＳＣ 中２
 2 愛知 上田　彩夏 うえだ　あやか ポラリス中部ＦＳＣ 中３
 3 愛知 齋藤　愛可 さいとう　あいか ポラリス中部ＦＳＣ 中３
 4 愛知 大庭　雅 おおば　みやび 名東ＦＳＣ 中２
 5 愛知 廣野　真衣 ひろの　まい 名東ＦＳＣ 中２
 6 愛知 飯田　澪 いいだ　みお 邦和ＳＣ 中２
 7 愛知 山口　夏葵 やまぐち　なつき ポラリス中部ＦＳＣ 中２
 8 愛知 大山　泉美 おおやま　いずみ 名東ＦＳＣ 中１
 9 愛知 清水　綾香 しみず　あやか 名東ＦＳＣ 中１
 10 愛知 牧田　沙也加 まきた　さやか 邦和ＳＣ 中１
 11 滋賀 福島　綾 ふくしま　あや びわこＦＳＣ 中３
 12 滋賀 水口　采実 みずぐち　あやみ びわこＦＳＣ 中２
 13 京都 福田　芽衣 ふくだ めい 京都醍醐ＦＳＣ 中３
 14 京都 上市　葉菜子 かみいち　はなこ 立命館宇治中学校 中２
 15 京都 服部　優子 はっとり　ゆうこ 立命館宇治中学校 中２
 16 京都 小泉　尚香 こいずみ　なおか 京都醍醐ＦＳＣ 中２
 17 京都 久保田　真侑 くぼた　まゆ 立命館宇治中学校 中２
 18 京都 波多野　麻由 はたの　まゆ 京都醍醐ＦＳＣ 中１
 19 大阪 森脇　里奈 もりわき　りな 大阪スケート倶楽部 中３
 20 大阪 辻本　沙綾 つじもと　さあや 臨海ＦＳＣ 中３
 21 大阪 明田　菜柚 あけた　なゆ 大阪スケート倶楽部 中３
 22 大阪 北畠　絵莉奈 きたばたけ　えりな 関西ＳＣ 中２
 23 大阪 根本　美咲 ねもと　みさき 臨海ＦＳＣ 中２
 24 大阪 山根　七星 やまね　ななせ 臨海ＦＳＣ 中２
 25 大阪 中西　樹希 なかにし　きき 臨海ＦＳＣ 中１
 26 兵庫 渡邊　真子 わたなべ　まこ 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ 中３
 27 兵庫 澤井　梨紗 さわい　りさ 神戸ＦＳＣ 中２
 28 岡山 堂本　めぐみ どうもと　めぐみ 就実学園 中２
 29 岡山 吉田　芽以 よしだ　めい 倉敷ＦＳＣ 中２

参加申込人数  合計４８４名

※６級ジュニア選手権男子の出欠確認および滑走順抽選は１６時３０分に行います。

※８・７級ジュニア選手権女子の出欠確認および滑走順抽選は１６時３０分に行います。
　 カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)をご持参のうえ、本部席前に集合してください。

　 カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)をご持参のうえ、本部席前に集合してください。

　 カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)をご持参のうえ、本部席前に集合してください。

　 カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)をご持参のうえ、本部席前に集合してください。

平成２１年度　第３６回西日本中小学生フィギュアスケート競技会　参加者名簿（競技種目別）

※８・７級ジュニア選手権男子の出欠確認および滑走順抽選は１６時３０分に行います。

※６級ジュニア選手権女子の出欠確認および滑走順抽選は１２：３０に行います。
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ノービスＡ男子 ６名 Ｐ２／９
滑走順 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 愛知 竹内　孝太朗 たけうち　こうたろう 邦和ＳＣ 小６
2 大阪 友野　一希 ともの　かずき 上野芝ＳＣ 小５
3 愛知 小澤　大輔 こざわ　だいすけ 名東ＦＳＣ 中１
4 京都 福田　志門 ふくだ　しもん 京都醍醐ＦＳＣ 小６
5 大阪 市橋　翔哉 いちはし　しょうや 大阪スケート倶楽部 小６
6 兵庫 渡邊　純也 わたなべ　じゅんや 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ 小６

ノービスＡ女子 (６級) 　　３３名
滑走順 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 京都 宮原　知子 みやはら　さとこ 京都醍醐ＦＳＣ 小６
2 滋賀 川田　光穂 かわた　みほ 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 中１
3 大阪 西村　怜奈 にしむら　れいな 大阪スケート倶楽部 小６
4 大阪 佐野　萌里乃 さの　もりの 大阪スケート倶楽部 中１
5 大阪 髙林　史奈 たかばやし　ふみな 臨海ＦＳＣ 中１
6 岡山 岡本　万柚子 おかもと　まゆこ 倉敷ＦＳＣ 中１
7 大阪 北埜　萌 きたの　もえ 臨海ＦＳＣ 小５
8 愛知 本郷　理華 ほんごう　りか 邦和ＳＣ 中１
9 愛知 川上　紗季 かわかみ　さき 名東ＦＳＣ 小６
10 愛知 森　衣吹 もり　いぶき 名東ＦＳＣ 中１
11 山口 沼　ひかり ぬま　ひかり 山口ＳＣ 小６
12 京都 石田　雛乃 いしだ　ひなの 京都アクアリーナＳＣ 中１
13 広島 城代　花佳 じょうだい　はなか 広島ＳＣ 小６
14 京都 片桐　明里 かたぎり　あかり 京都醍醐ＦＳＣ 小６
15 愛知 納村　彩花 おさむら　あやか 名東ＦＳＣ 中１
16 大阪 岡本　麻佑 おかもと　まゆ 大阪スケート倶楽部 中１
17 岐阜 今村　莉羅 いまむら　りら 岐阜フィギュアクラブ 中１
18 京都 木原　万莉子 きはら　まりこ 京都醍醐ＦＳＣ 小６
19 滋賀 安原　綾菜 やすはら　あやな 滋賀ＦＳＣ 中１
20 岡山 渡辺　里依 わたなべ　りえ 倉敷ＦＳＣ 小６
21 岐阜 藤原　未幸 ふじわら　みさち ＮＦＳクラブ 小６
22 京都 鈴木　ひかる すずき　ひかる 京都アクアリーナＳＣ 中１
23 岡山 津内　胡菜 つうち　こうな 倉敷ＦＳＣ 小６
24 大阪 山田　さくら やまだ　さくら アクアピアＳＣ 小６
25 大阪 安形　静流 あがた　しずる 臨海ＦＳＣ 中１
26 愛知 金子　桃香 かねこ　ももか 名東ＦＳＣ 小６
27 京都 鈴木　沙耶 すずき　さや 京都醍醐ＦＳＣ 中１
28 滋賀 前田　陽美 まえだ　みなみ びわこＦＳＣ 小６
29 京都 磯邉　ひな乃 いそべ　ひなの 京都醍醐ＦＳＣ 小６
30 大阪 加藤　利緒菜 かとう　りおな 関西ＳＣ 小６
31 大阪 小芝　風花 こしば　ふうか 臨海ＦＳＣ 小６
32 兵庫 宇佐美　彩 うさみ　あや 姫路ＦＳＣ 小５
33 静岡 窄山　優花 さこやま　ゆうか アズライト浜松ＦＳＣ 小６

ノービスＡ女子 (５級) 　　３１名
滑走順 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 京都 吉岡　由貴 よしおか　ゆうき 京都醍醐ＦＳＣ 小６
2 大阪 足立　芽衣 あだち　めい 臨海ＦＳＣ 小６
3 静岡 溝垣　若奈 みぞがき　わかな アズライト浜松ＦＳＣ 小５
4 大阪 吉川　七奈 よしかわ　なな 関西ＳＣ 中１
5 愛知 寺島　瑞穂 てらしま　みずほ 名東ＦＳＣ 中１
6 大阪 松下　紗 まつした　さらさ 大阪スケート倶楽部 小６
7 愛知 上玉利　結 かみたまり　ゆい 名東ＦＳＣ 中１
8 大阪 安井　琴美 やすい　ことみ 臨海ＦＳＣ 中１
9 大阪 河村　そら かわむら　そら 関西ＳＣ 小６
10 愛知 松田　侑季 まつだ　ゆき 邦和ＳＣ 中１
11 大阪 木下　栞里 きのした　 しおり 関西ＳＣ 小６
12 兵庫 本城　綾夏 ほんじょう　あやか 姫路ＦＳＣ 中１
13 兵庫 力丸　夏帆 りきまる　なつほ 姫路ＦＳＣ 小５
14 岡山 遠藤　早紀 えんどう　さき 倉敷ＦＳＣ 中１
15 兵庫 芳野　奈々子 よしの　ななこ 姫路ＦＳＣ 小６
16 滋賀 守田　瑞希 もりた　みずき びわこＦＳＣ 小６
17 大阪 西井　千景 にしい　ちかげ 関西ＳＣ 中１

※競技開始30分前までに受付を済ませ、カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)を提出してください。

※競技開始30分前までに受付を済ませ、カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)を提出してください。
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18 岡山 岡野　ひかり おかの　ひかり 岡山ＳＣ 小６
19 滋賀 蜂谷　朝咲 はちや　ともえ 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 小６
20 愛知 加藤　ゆり かとう　ゆり ポラリス中部ＦＳＣ 小６
21 愛知 河原　もも かわはら　もも 名東ＦＳＣ 中１
22 愛知 北原　悠花 きたはら　ゆうか 邦和ＳＣ 小５
23 京都 坂田　渚沙 さかた　なぎさ 京都醍醐ＦＳＣ 中１
24 愛知 小林　愛美 こばやし　あみ 邦和ＳＣ 小５
25 愛知 太田　安紀 おおた　あき 邦和ＳＣ 中１
26 滋賀 福島　槙 ふくしま　まき びわこＦＳＣ 小６
27 大阪 中川　こころ なかがわ　こころ アクアピアＳＣ 小６
28 愛知 斎藤　沙良 さいとう　さら ポラリス中部ＦＳＣ 中１
29 大阪 池田　菜都乃 いけだ　なつの 臨海ＦＳＣ 小６
30 大阪 川本　愛莉 かわもと　あいり 臨海ＦＳＣ 小６
31 愛知 廣田　夏輝 ひろた　なつき 邦和ＳＣ 小６

ノービスＢ男子 ７名 Ｐ３／９
滑走順 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 岐阜 藤原　大知 ふじわら　だいち ＮＦＳクラブ 小５
2 大阪 山本　草太 やまもと　そうた 臨海ＦＳＣ 小４
3 兵庫 赤穂　豊高 あこう　とよたか 姫路ＦＳＣ 小５
4 大阪 宮本　佳樹 みやもと　よしき 大阪スケート倶楽部 小４
5 京都 本田　太　一 ほんだ　たいち 京都醍醐ＦＳＣ 小５
6 愛知 廣田　凌 ひろた　りょう 邦和ＳＣ 小４
7 兵庫 脇田　拓実 わきた　たくみ 神戸ＦＳＣ 小５

ノービスＢ女子 ３７名 　
滑走順 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 京都 安井　悠 やすい　はるか 京都醍醐ＦＳＣ 小５
2 滋賀 相良　優果 さがら　ゆうか 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 小４
3 愛知 須崎　海羽 すざき　みう 邦和ＳＣ 小４
4 愛知 野間　さな子 のま　さなこ 邦和ＳＣ 小４
5 岡山 森本　真梨菜 もりもと　まりな 岡山ＳＣ 小４
6 愛知 横井　絢音 よこい　あやね 邦和ＳＣ 小５
7 京都 石丸　うらら いしまる　うらら 京都醍醐ＦＳＣ 小４
8 京都 野口　望乃花 のぐち　ののか 京都アクアリーナＳＣ 小４
9 富山 安村　友花 やすむら　ゆうか 富山ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 小５
10 岡山 白神　瑠菜 しらが　るな 倉敷ＦＳＣ 小５
11 愛知 田中　はみる たなか　はみる ポラリス中部ＦＳＣ 小５
12 京都 十倉　日和 とくら　ひより 京都醍醐ＦＳＣ 小５
13 大阪 藤原　陽菜 ふじわら　ひな 臨海ＦＳＣ 小４
14 愛知 牧田　優希 まきた　ゆうき 邦和ＳＣ 小４
15 愛知 佐藤　亜夕妃 さとう　あゆき セント星ヶ丘ＦＳＣ 小５
16 大阪 天野　陽風 あまの　はるか 臨海ＦＳＣ 小５
17 岡山 白神　伶菜 しらが　れいな 倉敷ＦＳＣ 小５
18 岡山 勇　穂乃香 いさみ　ほのか 倉敷ＦＳＣ 小４
19 岡山 平山　姫里有 ひらやま　きりあ 倉敷ＦＳＣ 小５
20 愛知 水野　葉月 みずの　はづき ポラリス中部ＦＳＣ 小５
21 滋賀 川合　珠翠 かわい　すず びわこＦＳＣ 小５
22 愛知 金志　澪夏 きんし　みおか 名東ＦＳＣ 小５
23 兵庫 持永　志織 もちなが　しおり 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ 小４
24 愛知 高畑　香里 たかはた　かおり ポラリス中部ＦＳＣ 小４
25 滋賀 中島　茉穂菜 なかじま　まほな びわこＦＳＣ 小５
26 愛知 井上　千尋 いのうえ　ちひろ ポラリス中部ＦＳＣ 小４
27 愛知 久野　千晴 くの　ちはる 邦和ＳＣ 小４
28 愛知 飯田　早稀 いいだ　さき 邦和ＳＣ 小５
29 大阪 中司　澪 なかつかさ　みお 臨海ＦＳＣ 小５
30 大阪 杉田　明花里 すぎた　あかり 大阪スケート倶楽部 小４
31 愛媛 山本　まり やまもと　まり 愛媛イヨテツＳＣ 小５
32 愛知 大矢　里佳 おおや　りか ポラリス中部ＦＳＣ 小５
33 愛知 新宅　璃子 しんたく　りこ 名東ＦＳＣ 小５
34 愛知 島田　妃香 しまだ　ひめか 邦和ＳＣ 小５
35 愛知 松田　悠良 まつだ　ゆら 邦和ＳＣ 小５
36 愛知 森　千夏 もり　ちなつ 邦和ＳＣ 小５
37 愛知 谷口　美菜 たにぐち　みな オリオンＦＳＣ 小５

※競技開始30分前までに受付を済ませ、カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)を提出してください。

※競技開始30分前までに受付を済ませ、カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)を提出してください。

※競技開始30分前までに受付を済ませ、カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)を提出してください。
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５級男子 ３名 Ｐ４／９
滑走順 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 京都　　 笹原　景一朗 ささはら　けいいちろう 京都醍醐ＦＳＣ 中１
2 大阪 石橋　健太 いしばし　けんた 大阪スケート倶楽部 中２
3 大阪 堀　貴博 ほり　たかひろ 大阪スケート倶楽部 中３

５名
滑走順 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 滋賀 安原　茉優 やすはら　まゆ 滋賀ＦＳＣ 中３
2 岡山 瀬﨑　愛佳 せざき　あいか 岡山ＳＣ 中１
3 大阪 南　麻美 みなみ　あさみ 臨海ＦＳＣ 中３
4 富山 安村　円花 やすむら　まどか 富山ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 中１
5 大阪 西本　佳奈 にしもと　かな 臨海ＦＳＣ 中２

４級女子  ２８名 　
滑走順 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 大阪 下城　優奈 しもしろ　ゆうな 大阪スケート倶楽部 小６
2 大阪 Ｄｉｏｎ　Ｔａｎ　Ｙａｎ　Ｍａｎ ディーオン　タン　ヤン　マン 臨海ＦＳＣ 小６
3 大阪 夫　びえんな ふ　びえんな 大阪スケート倶楽部 中３
4 大阪 金丸　詩歩 かなまる　しほ 大阪スケート倶楽部 中２
5 滋賀 町井　晴香 まちい　はるか 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 中２
6 大阪 上村　奈那 うえむら　なな 大阪スケート倶楽部 中２
7 愛知 橋爪　咲良乃 はしづめ　さくらの 名東ＦＳＣ 小５
8 大阪 幸重　奈々 ゆきしげ　なな 大阪スケート倶楽部 小６
9 大阪 塩山　知沙 しおやま　かずさ 上野芝ＳＣ 小６
10 大阪 北　倫 きた　りん 関西ＳＣ 中１
11 大阪 香川　久瑠実 かがわ　　　 くるみ 大阪スケート倶楽部 中３
12 京都 小牧　未来 こまき　みく 京都アクアリーナＳＣ 中１
13 大阪 片木　早都紀 かたぎ　さつき 大阪スケート倶楽部 小５
14 大阪 高井　佳奈美 たかい　かなみ 大阪スケート倶楽部 中３
15 愛知 内藤　伶奈 ないとう　れな 一宮中日ＳＣ 中１
16 大阪 大川　詩央里 おおかわ　しおり 関西ＳＣ 中２
17 大阪 大橋　未帆 おおはし　みほ 大阪スケート倶楽部 小６
18 大阪 中村　野々花 なかむら　ののか 大阪スケート倶楽部 小６
19 大阪 本田　麻理奈 ほんだ　まりな 関西ＳＣ 中２
20 大阪 福田　有希 ふくだ　ゆき 関西ＳＣ 中１
21 大阪 大友　愛美奈 おおとも　あみな 関西ＳＣ 中３
22 大阪 高山　実央 たかやま　みお なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 中１
23 大阪 伊藤　彩由 いとう　さゆ 関西ＳＣ 小６
24 大阪 豊田　夏帆 とよた　かほ 大阪スケート倶楽部 中１
25 滋賀 赤沢　真夢 あかざわ　まゆ 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 小６
26 大阪 中島　優稀 なかじま　ゆき 上野芝ＳＣ 中２
27 滋賀 幸　真莉亜 ゆき　まりあ びわこＦＳＣ 小６
28 大阪 石本　真夕 いしもと　まゆ 関西ＳＣ 中１

３級男子 3名
滑走順 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 愛知 山本　恭廉 やまもと　たかゆき 豊橋フィギュアクラブ 中１
2 愛知 川元　賢彰 かわもと　けんしょう ポラリス中部ＦＳＣ 小６
3 愛知 三ツ矢　晃尚 みつや　あきひさ 名古屋中学校 中２

３級女子 ３６名
滑走順 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 大阪 吉川　鮎 よしかわ　あゆ 臨海ＦＳＣ 小５
2 大阪 平山　美冬 ひらやま　　みふゆ 臨海ＦＳＣ 中２
3 岐阜 柏原　汐音 かしわばら　　しのん Ｇｉｆｕ　ＦＳＣ 小４
4 岐阜 佐藤　萌香 さとう　もえか Ｇｉｆｕ　ＦＳＣ 小３
5 大阪 矢部　栞奈 やべ　かんな 臨海ＦＳＣ 小５
6 愛知 犬飼　由梨乃 いぬかい　ゆりの ポラリス中部ＦＳＣ 小６
7 大阪 新宮　菜那 しんぐう　なな 大阪スケート倶楽部 中２
8 京都 藤原　萌里 ふじわら　もえり 京都醍醐ＦＳＣ 小５
9 大阪 大古　満月 おおこ　みづき 関西ＳＣ 小５
10 愛知 服部　優佳 はっとり　ゆうか 邦和ＳＣ 小６
11 大阪 奥村　友美 おくむら　ともみ 関西ＳＣ 小４

※競技開始30分前までに受付を済ませ、カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)を提出してください。

※競技開始30分前までに受付を済ませ、カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)を提出してください。

※競技開始30分前までに受付を済ませ、カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)を提出してください。

※競技開始30分前までに受付を済ませ、カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)を提出してください。

５級女子
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12 愛知 高原　瑶 たかはら　よう 邦和ＳＣ 中１
13 大阪 森井　香琳 もりい　かりん 関西ＳＣ 小６
14 岐阜 河田　佳奈 かわだ　かな ＮＦＳクラブ 中２
15 愛知 石田　結菜 いしだ　ゆうな ポラリス中部ＦＳＣ 小５
16 京都 安原　楓佳 やすはら　ふうか 京都アクアリーナＳＣ 小６
17 岡山 三木　鈴菜 みき　すずな 倉敷ＦＳＣ 小６
18 滋賀 磯崎　ちひろ いそざき　ちひろ 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 中２
19 岡山 土井　琴琳 どい　ことり 岡山ＳＣ 小４
20 愛知 西川　愛美 にしかわ　まなみ 邦和ＳＣ 小６
21 大阪 本蔵　実加 もとくら　みか 臨海ＦＳＣ 小６
22 大阪 安井　麻結 やすい　まゆ 臨海ＦＳＣ 中２
23 愛知 松岡　保乃夏 まつおか　ほのか セント星ヶ丘ＦＳＣ 小６
24 岐阜 葛谷　木乃香 くずや　このか Ｇｉｆｕ　ＦＳＣ 小５
25 大阪 杉岡　りりな すぎおか　りりな 関西ＳＣ 中２
26 大阪 尾形　春水 おがた　はるな 大阪スケート倶楽部 小５
27 大阪 好多　美月 よしだ　　みつき 大阪スケート倶楽部 小６
28 愛知 岡田　莉奈 おかだ　りな 邦和ＳＣ 小６
29 大阪 佐藤　未菜 さとう　みな 臨海ＦＳＣ 小４
30 大阪 萱野　優子 かやの　ゆうこ 大阪スケート倶楽部 中１
31 愛知 大岩　万由可 おおいわ　まゆか 名東ＦＳＣ 小６
32 大阪 嘉祥　美佑 かしょう　みゆ 臨海ＦＳＣ 小５
33 愛知 瀬川　夕蘭 せがわ　ゆら ポラリス中部ＦＳＣ 中１
34 大阪 髙寺　美砂都 たかてら　みさと 大阪スケート倶楽部 小６
35 愛知 高橋　彩生 たかはし　あおい ポラリス中部ＦＳＣ 小５
36 愛知 伊藤　有里 いとう　ゆり ポラリス中部ＦＳＣ 小６

２級男子 ４名 Ｐ５／９
滑走順 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 大阪 須本　光希 すもと　みつき 上野芝ＳＣ 小３
2 京都 上中　淳志 かみなか　あつし 京都醍醐ＦＳＣ 小６
3 愛知 橋爪　一謙 はしづめ　いっこう 名東ＦＳＣ 小３
4 大阪 國富　滉哉 くにとみ　ひろや 臨海ＦＳＣ 小５

２級女子 (小学６年生以上) ２８名
滑走順 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 大阪 田中　玲衣 たなか　れい 大阪スケート倶楽部 中３
2 愛知 井藤　優香 いとう　ゆうか セント星ヶ丘ＦＳＣ 小６
3 大阪 内藤　さよ ないとう　さよ 臨海ＦＳＣ 小６
4 京都 平　栞奈 たいら　かんな 京都醍醐ＦＳＣ 中２
5 大阪 織田　美都紀 おりた　みづき 関西ＳＣ 小６
6 大阪 髙田　杏子 たかだ　きょうこ 関西ＳＣ 中１
7 大阪 馬場　木の実 ばば　このみ 上野芝ＳＣ 中１
8 大阪 金　里優 きむ　りう 大阪スケート倶楽部 中２
9 大阪 田中　沙采 たなか　さあや 大阪スケート倶楽部 中１
10 大阪 垣端　鈴里 かきば　すずり なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 中１
11 愛知 新田　梨乃 にった　りの オリオンＦＳＣ 中２
12 愛知 田内　優花 たうち　ゆうか ポラリス中部ＦＳＣ 小６
13 大阪 丸岡　凜郁 まるおか　りんか アクアピアＳＣ 小６
14 大阪 松山　雅美 まつやま　まさみ アクアピアＳＣ 中１
15 大阪 今西　美沙 いまにし　みさ アクアピアＳＣ 中２
16 大阪 谷口　夕貴 たにぐち　ゆき アクアピアＳＣ 中２
17 大阪 榎並　志世子 えなみ　しょうこ 関西ＳＣ 小６
18 滋賀 田井中　海音 たいなか　みお びわこＦＳＣ 中１
19 大阪 磯野　凪沙 いその　なぎさ 関西ＳＣ 中２
20 大阪 長谷川　万莉 はせがわ　まり 関西ＳＣ 中１
21 愛知 柴田　理緒奈 しばた　りおな 邦和ＳＣ 中１
22 大阪 宮地　真巳 みやじ　まみ アクアピアＳＣ 中１
23 大阪 川﨑　麻由 かわさき　まゆ なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 小６
24 滋賀 森脇　実乃里 もりわき　みのり びわこＦＳＣ 小６
25 大阪 冨田　芽依 とみた　めい アクアピアＳＣ 小６
26 大阪 山内　遥加 やまうち　はるか アクアピアＳＣ 小６
27 愛知 中川　真佑 なかがわ　まゆ 邦和ＳＣ 小６
28 大阪 吉田　真海 よしだ　まみ アクアピアＳＣ 小６

※競技開始30分前までに受付を済ませ、カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)を提出してください。

※競技開始30分前までに受付を済ませ、カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)を提出してください。

※競技開始30分前までに受付を済ませ、カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)を提出してください。
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２級女子 (小学５年生以下) ３５名 　 Ｐ６／９
滑走順 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 岐阜 藤原　千祥 ふじわら　ちさち ＮＦＳクラブ 小２
2 滋賀 小林　唯乃 こばやし　ゆいの びわこＦＳＣ 小４
3 京都 湯浅　舞 ゆあさ　まい 京都アクアリーナＳＣ 小４
4 大阪 村木　一霞 むらき　いつか 臨海ＦＳＣ 小４
5 愛知 竹内　あゆ美 たけうち　あゆみ 邦和ＳＣ 小４
6 大阪 岡田　志歩 おかだ　しほ 臨海ＦＳＣ 小４
7 広島 土井　七代 どい　ななよ 広島ＳＣ 小５
8 京都 本田　真凜 ほんだ　まりん 京都醍醐ＦＳＣ 小２
9 愛知 林　海音 はやし　かいね 邦和ＳＣ 小４
10 滋賀 西田　妃奈乃 にしだ　ひなの 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 小５
11 大阪 高山　麻鈴 たかやま　まり なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 小５
12 大阪 占部　亜由美 うらべ　あゆみ 臨海ＦＳＣ 小３
13 大阪 横井　麻由 よこい　まゆ 関西ＳＣ 小４
14 滋賀 萩山　采季 はぎやま　さき 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 小５
15 大阪 川﨑　梨加 かわさき　りか なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 小４
16 愛知 二村　まこと にむら　まこと 邦和ＳＣ 小４
17 大阪 入船　詩穂 いりふね　しほ 大阪スケート倶楽部 小４
18 滋賀 磯崎　はるか いそざき　はるか 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 小５
19 愛知 平松　花菜 ひらまつ　かな ポラリス中部ＦＳＣ 小５
20 大阪 大森　美結 おおもり　みゆ 大阪スケート倶楽部 小３
21 大阪 林田　理子　 はやしだ　りこ なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 小５
22 愛知 鈴木　杏奈 すずき　あんな 長久手ＦＳＣ 小３
23 大阪 桑山　るり くわやま　るり 臨海ＦＳＣ 小４
24 愛知 木下　すみれ きのした　すみれ セント星ヶ丘ＦＳＣ 小４
25 大阪 森下　実咲 もりした　みさき アクアピアＳＣ 小４
26 大阪 高松　朋叶 たかまつ　ともか アクアピアＳＣ 小５
27 愛知 奥谷　芹加 おくたに　せりか セント星ヶ丘ＦＳＣ 小５
28 愛知 土屋　このか つちや　このか 邦和ＳＣ 小５
29 静岡 藤原　光 ふじわら　ひかり アズライト浜松ＦＳＣ 小５
30 大阪 阿部　かれん あべ　かれん 臨海ＦＳＣ 小４
31 大阪 西野　茉莉花 にしの　まりか 上野芝ＳＣ 小５
32 愛知 壷井　麗美 つぼい　れいみ 邦和ＳＣ 小４
33 大阪 山口　まりえ やまぐち　まりえ 大阪スケート倶楽部 小４
34 愛知 中村　冴花 なかむら　さえか 豊橋フィギュアクラブ 小５
35 大阪 川上　千尋 かわかみ　ちひろ 上野芝ＳＣ 小５

１級男子 ５名
滑走順 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 大阪 鴈　魁 がん　かい アクアピアＳＣ 中１
2 愛知 加藤　優太 かとう　ゆうた スペリオール愛知ＦＳＣ 中１
3 岐阜 矢野　大輝 やの　ひろき ＮＦＳクラブ 小５
4 大阪 青木　泰我 あおき　たいが なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 小５
5 大阪 杉岡　玲 すぎおか　れい 関西ＳＣ 小５

１級女子 (小学５年生以上) ３３名
滑走順 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 京都 藤岡　理恵 ふじおか　りえ 京都醍醐ＦＳＣ 小５
2 愛知 山元　美穂 やまもと　みほ スペリオール愛知ＦＳＣ 小６
3 大阪 山口　紀香 やまぐち　のりか 大阪スケート倶楽部 小５
4 愛知 向江　葵 むかえ　あおい ポラリス中部ＦＳＣ 中２
5 大阪 清水　美里 しみず　みさと 大阪スケート倶楽部 小６
6 滋賀 野村　奈央 のむら　なお 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 中２
7 京都 富樫　茜音 とがし　あかね 京都アクアリーナＳＣ 小５
8 愛知 水野　優菜 みずの　ゆうな ポラリス中部ＦＳＣ 小５
9 愛知 伊藤　楓 いとう　かえで ポラリス中部ＦＳＣ 小６
10 岡山 西山　涼葉 にしやま　すずは 岡山ＳＣ 中１
11 滋賀 畦地　日菜子 あぜち　ひなこ 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 小５
12 京都 山本　遼香 やまもと　はるか 京都アクアリーナＳＣ 小６
13 岐阜 加藤　未久 かとう　みく ＮＦＳクラブ 中１
14 岡山 金川　朋香 かながわ　ともか 岡山ＳＣ 小５

※競技開始30分前までに受付を済ませ、カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)を提出してください。

※競技開始30分前までに受付を済ませ、カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)を提出してください。
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15 大阪 服部　桜 はっとり　さくら 大阪スケート倶楽部 小５
16 愛知 松浦　響子 まつうら　きょうこ スペリオール愛知ＦＳＣ 小６
17 大阪 山口　京香 やまぐち　きょうか アクアピアＳＣ 中１
18 大阪 堀尾　茉由 ほりお　まゆ 臨海ＦＳＣ 小５
19 大阪 福田　莉久 ふくだ　りく なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 小６
20 大阪 新田　令華 にった　れいか 関西ＳＣ 中２
21 大阪 田中　円 たなか　まどか アクアピアＳＣ 小６
22 大阪 後藤　瑞希 ごとう　みずき なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 中１
23 愛知 岡野　萌 おかの　もえ 豊橋フィギュアクラブ 小５
24 京都 奥野　絢音 おくの　あやね 京都アクアリーナＳＣ 小６
25 大阪 角田　唯 つのだ　ゆい 関西ＳＣ 小５
26 愛知 向江　栞 むかえ　しおり ポラリス中部ＦＳＣ 小５
27 愛知 長谷川　万祐 はせがわ　まゆ ポラリス中部ＦＳＣ 中１
28 大阪 高木　楓 たかぎ　かえで アクアピアＳＣ 小５
29 愛知 武内　瞳 たけうち　ひとみ セント星ヶ丘ＦＳＣ 小６
30 大阪 山本　彩緒依 やまもと　あおい 臨海ＦＳＣ 小５
31 大阪 中田　千尋 なかた　ちひろ 大阪スケート倶楽部 中２
32 大阪 小山　りさ こやま　りさ 大阪スケート倶楽部 小５
33 大阪 松内　未来 まつうち　みらい 関西ＳＣ 中１

１級女子 (小学４年生以下) ３９名 Ｐ７／９
滑走順 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 京都 白岩　優奈 しらいわ　ゆうな 京都醍醐ＦＳＣ 小２
2 大阪 森本　舞奈 もりもと　まな 臨海ＦＳＣ 小４
3 大阪 木下　然晶 きのした　ねお なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 小４
4 大阪 上原　櫻子 うえはら　さくらこ 大阪スケート倶楽部 小１
5 愛知 横井　ゆは菜 よこい　ゆはな 邦和ＳＣ 小３
6 大阪 武藤　眞佳 むとう　まなか 大阪スケート倶楽部 小４
7 滋賀 松原　央 まつばら　なかば 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 小４
8 愛知 山口　七海 やまぐち　ななみ セント星ヶ丘ＦＳＣ 小４
9 兵庫 藤本　夏央 ふじもと　なお 姫路ＦＳＣ 小２
10 愛知 廣野　沙耶 ひろの　さや ポラリス中部ＦＳＣ 小４
11 大阪 三野　真穂 みつの　まほ なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 小４
12 岡山 瀬﨑　繭佑未 せざき　まゆみ 岡山ＳＣ 小３
13 大阪 島田　麻衣 しまだ　まい 大阪スケート倶楽部 小４
14 大阪 三村　優希 みむら　ゆうき 大阪スケート倶楽部 小４
15 岡山 高越　結衣 たかごし　ゆい 倉敷ＦＳＣ 小２
16 愛知 岩木　まりな いわき　まりな 名東ＦＳＣ 小３
17 大阪 東野　衣里 ひがしの　えり 関西ＳＣ 小４
18 岡山 内海　里奈 うつみ　りな 岡山ＳＣ 小４
19 大阪 山本　瑠菜 やまもと　るな 臨海ＦＳＣ 小４
20 大阪 橋本　明日加 はしもと　あすか 関西ＳＣ 小３
21 愛知 木村　萌花 きむら　もえか ポラリス中部ＦＳＣ 小４
22 京都 松山　水咲 まつやま　みさき 京都アクアリーナＳＣ 小３
23 京都 稲田　弥生 いなだ　みいう 京都醍醐ＦＳＣ 小２
24 岡山 中田　和芳 なかだ　かほ 岡山ＳＣ 小４
25 愛知 白井　碧 しらい　あおい ポラリス中部ＦＳＣ 小４
26 大阪 長坂　祐希 ながさか　ゆき 大阪スケート倶楽部 小４
27 大阪 吉田　亜優 よしだ　あゆ 臨海ＦＳＣ 小４
28 岐阜 平野　佑実 ひらの　ゆみ ＮＦＳクラブ 小３
29 大阪 岩井　さくら いわい　さくら 大阪スケート倶楽部 小４
30 大阪 金澤　琴音 かなざわ　ことね 関西ＳＣ 小３
31 京都 坂東　美里 ばんどう　みさと 京都醍醐ＦＳＣ 小２
32 愛知 石川　ひかる いしかわ　ひかる 名東ＦＳＣ 小４
33 大阪 坂東　晴菜 ばんどう　はるな なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 小４
34 大阪 大場　百花 おおば　ももか 上野芝ＳＣ 小４
35 愛知 松岡　さら沙 まつおか　さらさ ポラリス中部ＦＳＣ 小３
36 京都 西川　愛華 にしかわ　まなか 京都アクアリーナＳＣ 小４
37 大阪 竹森　夏実 たけもり　なつみ 関西ＳＣ 小３
38 京都 喬　彩織 きょう　さおり 京都醍醐ＦＳＣ 小４
39 大阪 笹木　このみ ささき　このみ 大阪スケート倶楽部 小４

※競技開始30分前までに受付を済ませ、カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)を提出してください。

※競技開始30分前までに受付を済ませ、カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)を提出してください。
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初級男子 ６名 Ｐ８／９
滑走順 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 京都 湯浅　翔太 ゆあさ　しょうた 京都醍醐ＦＳＣ 小２
2 大阪 國中　敬太 くになか　けいた 臨海ＦＳＣ 小１
3 大阪 大江　哲司 おおえ　さとし 臨海ＦＳＣ 小４
4 滋賀 田井中　波紀 たいなか　はるき びわこＦＳＣ 小４
5 大阪 吉田　遼平 よしだ　りょうへい 臨海ＦＳＣ 小６
6 岡山 仁内　楓 にうち　かえで 倉敷ＦＳＣ 小３

初級女子 (小学４年生以上) ５９名
滑走順 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 愛知 水落　杏佳 みずおち　きょうか スペリオール愛知ＦＳＣ 小６
2 大阪 番場　美羽 ばんば　みう 臨海ＦＳＣ 小５
3 大阪 堀江　愛理沙 ほりえ　ありさ 関西ＳＣ 小４
4 三重 中山　明香里 なかやま　あかり オリーブ三重ＦＳＣ 小５
5 大阪 関　真衣子 せき　まいこ 大阪スケート倶楽部 中２
6 三重 上野　ふみか うえの　ふみか オリーブ三重ＦＳＣ 小５
7 大阪 徳永　みづは とくなが　みづは 臨海ＦＳＣ 小６
8 大阪 田中　梨奈 たなか　りな 臨海ＦＳＣ 小４
9 大阪 田中　聡子 たなか　さとこ 臨海ＦＳＣ 小４
10 京都 吉岡　優里 よしおか　ゆり 京都アクアリーナＳＣ 小５
11 大阪 竹中　杏有果 たけなか　あうら 関西ＳＣ 小４
12 大阪 杉村　真由 すぎむら　まゆ 大阪スケート倶楽部 小５
13 大阪 門田　亜夕 かどた　あゆ なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 小４
14 大阪 田中　美咲 たなか　みさき 臨海ＦＳＣ 中１
15 大阪 乾　サラ いぬい　さら 関西ＳＣ 小６
16 大阪 野茂　彩乃 のも　あやの 関西ＳＣ 小５
17 大阪 小瀬　黎奈 こせ　れいな 関西ＳＣ 小４
18 大阪 矢倉　愛美 やぐら　まなみ 大阪スケート倶楽部 小４
19 愛知 永田　絵美莉 ながた　えみり 名東ＦＳＣ 小４
20 大阪 友廣　優芽 ともひろ　ゆめ 大阪スケート倶楽部 小５
21 愛知 大和田　実沙季 おおわだ　みさき 豊橋フィギュアクラブ 小６
22 大阪 朝賀　しお莉 あさが　しおり 関西ＳＣ 小４
23 愛知 増子　仁菜 ますこ　にな セント星ヶ丘ＦＳＣ 小６
24 大阪 仲谷　茜 なかたに　あかね 関西ＳＣ 小５
25 大阪 川村　春佳 かわむら　はるか 関西ＳＣ 中１
26 大阪 奥野　愛子 おくの　あいこ 関西ＳＣ 小６
27 愛知 平澤　梢 ひらざわ　こずえ ポラリス中部ＦＳＣ 小６
28 愛知 鬼頭　優希奈 きとう　ゆきな 長久手ＦＳＣ 小４
29 大阪 御﨑　あす香 みさき　あすか 大阪スケート倶楽部 小４
30 大阪 坂東　栞 ばんどう　しおり 上野芝ＳＣ 小６
31 大阪 武田　里佳子 たけだ　りかこ 関西ＳＣ 小５
32 大阪 槇本　恵美 まきもと　えみ 関西ＳＣ 小４
33 大阪 藤原　未有 ふじわら　みゆ 大阪スケート倶楽部 小６
34 三重 酒井　麻優奈 さかい　まゆな オリーブ三重ＦＳＣ 小４
35 愛知 河原　詩絵名 かわはら　しえな 名東ＦＳＣ 小４
36 大阪 小林　彩花 こばやし　あやか 臨海ＦＳＣ 小６
37 愛知 宮永　和葉 みやなが　かずは 豊橋フィギュアクラブ 小５
38 大阪 谷口　紗椰 たにぐち　さや アクアピアＳＣ 小４
39 大阪 鈴木　夢 すずき　ゆめ アクアピアＳＣ 小５
40 大阪 藤原　澪 ふじわら　みお アクアピアＳＣ 小４
41 大阪 金山　未侑 かなやま　みゆ 関西ＳＣ 小４
42 愛知 白井　小友希 しらい　こゆき 豊橋フィギュアクラブ 小５
43 大阪 松田　華 まつだ　はな 臨海ＦＳＣ 小４
44 大阪 土井　真穂 どい　まほ 関西ＳＣ 中１
45 大阪 塩崎　歩華 しおざき　あゆは 臨海ＦＳＣ 小４
46 大阪 塩田　愛奈 しおた　まな なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 小６
47 大阪 湯浅　加彩 ゆあさ　かあや 関西ＳＣ 小４
48 滋賀 土沢　亜以香 つちざわ　あいか びわこＦＳＣ 小５
49 大阪 飯島　睦紀 いいじま　むつき 臨海ＦＳＣ 小４
50 大阪 野田　弥生 のだ　やよい 関西ＳＣ 小５
51 大阪 田中　ほのか たなか　ほのか 臨海ＦＳＣ 小６
52 愛知 中垣内　咲希 なかがきうち　さき セント星ヶ丘ＦＳＣ 小５
53 大阪 寺本　南咲 てらもと　みさき 関西ＳＣ 小４
54 大阪 大東　由佳 だいとう　ゆか 臨海ＦＳＣ 小４

※競技開始30分前までに受付を済ませ、カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)を提出してください。
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55 大阪 安藤　里梨亜 あんどう　りりあ 大阪スケート倶楽部 小４
56 大阪 坂東　見柚 ばんどう　みゆ 上野芝ＳＣ 小４
57 滋賀 坂本　有沙 さかもと　ありさ びわこＦＳＣ 小４
58 大阪 森本　雅也子 もりもと　かやこ 臨海ＦＳＣ 小４
59 大阪 河野　今甫 こうの　いまほ 大阪スケート倶楽部 小４

初級女子 (小学３年生以下) ４３名 Ｐ９／９
滑走順 所属連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 愛知 新田　晏夕 にった　あゆ スペリオール愛知ＦＳＣ 小２
2 大阪 大西　麻衣子 おおにし　まいこ なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 小３
3 岐阜 佐藤　絢香 さとう　あやか Ｇｉｆｕ　ＦＳＣ 小１
4 愛知 藤井　七葉 ふじい　ななは 豊橋フィギュアクラブ 小２
5 大阪 重野　紗良 しげの　さら 大阪スケート倶楽部 小３
6 愛知 宮永　安珠 みやなが　あんじゅ 豊橋フィギュアクラブ 小３
7 大阪 石上　紗帆 いしがみ　さほ 臨海ＦＳＣ 小３
8 大阪 髙本　明音 たかもと　あかね 大阪スケート倶楽部 小２
9 愛知 奥谷　梓 おくたに　あずさ セント星ヶ丘ＦＳＣ 小３
10 大阪 角　茉都里 すみ　まつり 関西ＳＣ 小３
11 大阪 山下　真由 やました　まゆ 大阪スケート倶楽部 小２
12 愛知 佐野　嘉音 さの　よしね 長久手ＦＳＣ 小１
13 大阪 大川　憂海 おおかわ　ゆうな 臨海ＦＳＣ 小２
14 滋賀 井上　晴絵 いのうえ　はるえ びわこＦＳＣ 小３
15 愛知 鷲見　真姫 すみ　まき 名東ＦＳＣ 小３
16 京都 家村　紗英 いえむら　さえ 京都醍醐ＦＳＣ 小２
17 大阪 須本　稚菜 すもと　ちな 上野芝ＳＣ 小１
18 大阪 碧山　笑奈 あおやま　えみな 臨海ＦＳＣ 小２
19 三重 森　真奈 もり　まな オリーブ三重ＦＳＣ 小３
20 滋賀 服部　あん はっとり　あん びわこＦＳＣ 小３
21 大阪 中前　芙美奈 なかまえ　ふみな 大阪スケート倶楽部 小３
22 大阪 小田　美礼 おだ　みれい 臨海ＦＳＣ 小３
23 岡山 加藤　麻奈美 かとう　まなみ 倉敷ＦＳＣ 小３
24 愛知 黒木　法香 くろき　のりか セント星ヶ丘ＦＳＣ 小３
25 大阪 實久　峰希央 さねひさ　みきお 関西ＳＣ 小２
26 滋賀 久保　涼音 くぼ　すずね びわこＦＳＣ 小３
27 愛知 松浦　琴子 まつうら　ことこ スペリオール愛知ＦＳＣ 小３
28 愛知 白井　日花梨 しらい　ひかり 豊橋フィギュアクラブ 小２
29 大阪 田中　ひなの たなか　ひなの 臨海ＦＳＣ 小３
30 大阪 林田　未希 はやしだ　みき なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 小３
31 大阪 山田　波那 やまだ　はな アクアピアＳＣ 小３
32 大阪 池田　美優加 いけだ　みゆか 臨海ＦＳＣ 小３
33 大阪 鈴木　ゆうか すずき　ゆうか 大阪スケート倶楽部 小２
34 三重 岡田　未衣子 おかだ　みいこ オリーブ三重ＦＳＣ 小３
35 大阪 長木　珊瑚 ながき　さんご 臨海ＦＳＣ 小３
36 大阪 山本　久瑠美 やまもと　くるみ 臨海ＦＳＣ 小２
37 大阪 大西　麻奈 おおにし　まな 臨海ＦＳＣ 小３
38 大阪 江見　結莉花 えみ　ゆりか 大阪スケート倶楽部 小２
39 大阪 尾形　典花 おがた　のりか 大阪スケート倶楽部 小２
40 大阪 小山　千沙希 こやま　ちさき 大阪スケート倶楽部 小３
41 愛知 永合　更良々 なごう　さらら セント星ヶ丘ＦＳＣ 小３
42 大阪 三浦　璃来 みうら　りく 臨海ＦＳＣ 小２
43 大阪 吉田　朱里 よしだ　あかり 臨海ＦＳＣ 小２

＜お知らせ＞

☆参加申込人数多数の為、ノービスＡ女子は６級と５級に、２級女子は小学６年生以上と５年生以下に、１級女子は小学５年生以上と４年生以下に、

　 初級女子は小学４年生以上と３年生以下に分けて競技を行います。

☆旧６．０満点ＯＢＯ方式の最終結果およびＩＳＵジャッジング・システムの成績詳細は、競技終了後に本部席前にて

　 各選手に配布いたします。

☆プロトコルの冊子の配布はありません。予めご了承ください。

☆競技会の全競技結果は競技会終了後、準備が整い次第、このホームページに掲載いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上

※競技開始30分前までに受付を済ませ、カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)を提出してください。

※競技開始30分前までに受付を済ませ、カセットテープまたはＭＤ(ＬＰ不可)またはＣＤ－Ｒ(ＣＤ－ＲＷ不可)を提出してください。
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