
第32回京都府民総合体育大会スケート競技会　(フィギュア部門)出場者名簿　　2009.11.27版
通番 滑走順 氏　名 ふりがな 所　属

■選手権男子
1 1 大前 武人 オオマエ　タケト　 立命館大学

□選手権女子
2 1 藤澤 絵理香 フジサワ　エリカ　 同志社大学F 
3 2 井上 はるか イノウエ　ハルカ　 同志社大学F 
4 3 久保 麻実 クボ　マミ　 長尾谷高校京都校
5 4 金　 彩華 キム　チェファ　 関西大学 (ｵｰﾌﾟﾝ参加)

■ジュニア選手権男子
6 1 湯浅 諒一 ユアサ　リョウイチ　 京都醍醐FSC 
7 2 林　 龍太 ハヤシ　リュウタ　 関西スケーティングC
8 3 堀　 貴博 ホリ　タカヒロ　 大阪スケート倶楽部
9 4 笹原 景一朗 ササハラ　ケイイチロウ　 京都醍醐FSC 

□ジュニア選手権女子
10 1 波多野 麻由 ハタノ　マユ　 京都醍醐FSC 
11 2 北村 彩乃 キタムラ　アヤノ　 立命館宇治中学
12 3 服部 優子 ハットリ　ユウコ　 立命館宇治中学
13 4 福田 芽衣 フクダ　メイ　 京都醍醐FSC 
14 5 久保田 真侑 クボタ　マユ　 立命館宇治中学
15 6 上市 葉菜子 カミイチ　ハナコ　 立命館宇治中学
16 7 小泉 尚香 コイズミ　ナオカ　 京都醍醐FSC 

■学生選手権Ｂ男子
17 1 西村 　剛 ニシムラ　タケシ　 京都大学F
18 2 宮田 浩貴 ミヤタ　ヒロキ　 京都大学F

□学生選手権Ｂ女子
19 1 清水 麻里江 シミズ　マリエ 京都産業大学
20 2 奥村 福子 オクムラ　フクコ　 佛教大学
21 3 岡　 愛恵 オカ　マナエ　 立命館大学
22 4 芝田 弥生 シバタ　ヤヨイ　 佛教大学
23 5 木田 有紀 キダ　ユキ　 立命館大学

□ノービス選手権Ａ女子
24 1 片桐 明里 カタギリ　アカリ　 京都醍醐FSC 
25 2 吉岡 由貴 ヨシオカ　ユウキ　 京都醍醐FSC 
26 3 木原 万莉子 キハラ　マリコ　 京都醍醐FSC 
27 4 坂田 渚沙 サカタ　ナギサ　 京都醍醐FSC 
28 5 鈴木 沙耶 スズキ　サヤ　 京都醍醐FSC 
29 6 鈴木 ひかる スズキ　ヒカル　 京都アクアリーナSC
30 7 宮原 知子 ミヤハラ　サトコ　 京都醍醐FSC 
31 8 磯邉 ひな乃 イソベ　ヒナノ　 京都醍醐FSC 
32 9 加藤 利緒菜 カトウ　リオナ　 関西ｽｹｰﾃｨﾝｸﾞC (ｵｰﾌﾟﾝ参加)
33 10 山田 さくら ヤマダ　サクラ　 ｱｸｱﾋﾟｱｽｹｰﾃｨﾝｸﾞC (ｵｰﾌﾟﾝ参加)

■ノービス選手権Ｂ男子
34 1 本田 太一 ホンダ　タイチ　 京都醍醐FSC 

□ノービス選手権Ｂ女子
35 1 藤原 萌里 フジワラ　モエリ　 京都醍醐FSC 
36 2 石丸 うらら イシマル　ウララ　 京都醍醐FSC 
37 3 野口 望乃花 ノグチ　ノノカ　 京都アクアリーナSC
38 4 十倉 日和 トクラ　ヒヨリ　 京都醍醐FSC 
39 5 相良 優果 サガラ　ユウカ　 滋賀県立IAC 
40 6 安井 　悠 ヤスイ　ハルカ　 京都醍醐FSC 

■学生選手権Ｃ男子
41 1 南　 雄一郎 ミナミ　ユウイチロウ　 京都大学F
42 2 植田 　潤 ウエダ　ジュン　 立命館大学
43 3 多田 亮介 タダ　リョウスケ　 同志社大学F 
44 4 折田 　亮 オリタ　リョウ　 同志社大学F 
45 5 黒川 雄太 クロカワ　ユウタ　 京都大学F
46 6 菱田 剛史 ヒシダ　ツヨシ　 京都大学F
47 7 森本 佳晃 モリモト　ヨシアキ　 同志社大学F OB 
48 8 小西 　満 コニシ　ミツル　 京都大学F
49 9 西口 修平 ニシグチ　シュウヘイ　 立命館大学

□学生選手権Ｃ女子
50 1 安渕 　碧 ヤスブチ　ミドリ　 京都大学F
51 2 水田 麻里恵 ミズタ　マリエ　 同志社大学F 
52 3 田川 百合香 タガワ　ユリカ　 佛教大学
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53 4 中村 咲耶 ナカムラ　サクヤ　 京都大学F
54 5 西浦 　恵 ニシウラ　メグミ　 立命館大学
55 6 田島 由佳 タジマ　ユカ　 同志社大学F 
56 7 林　 真希子 ハヤシ　マキコ　 同志社大学F 
57 8 渡辺 桐子 ワタナベ　キリコ　 同志社大学F 

■４･５級男子
58 1 加賀井 　匡 カガイ　マサシ　 京都大学F
59 2 寺西 　俊 テラニシ　シュン　 京都大学F
60 3 中山 貴博 ナカヤマ　タカヒロ　 京都大学F
61 4 江口 弘樹 エグチ　ヒロキ　 京都大学F
62 5 中村 研太 ナカムラ　ケンタ　 京都大学F
63 6 五十嵐 健人 イガラシ　ケント　 京都大学F

□４･５級女子
64 1 笹原 彩加 ササハラ　アヤカ　 京都醍醐FSC 
65 2 安原 楓佳 ヤスハラ　フウカ　 京都アクアリーナSC
66 3 増田 百花 マスダ　モモカ　 京都醍醐FSC 
67 4 赤沢 真夢 アカザワ　マユ　 滋賀県立IAC (ｵｰﾌﾟﾝ参加)

■２･３級成年男子
68 1 川口 大士郎 カワグチ　ダイジロウ　 京都大学F
69 2 若生 昌裕 ワカイキ　マサヒロ　 京都大学F
70 3 伊藤 崇人 イトウ　タカヒト　 京都大学F
71 4 松井 信太郎 マツイ　シンタロウ　 京都大学F
72 5 多田 宏樹 タダ　ヒロキ　 京都大学F
73 6 内野 詠一郎 ウチノ　エイイチロウ　 京都大学F
74 7 西本 　誉 ニシモト　タカシ　 立命館大学

□２･３級成年女子
75 1 西角 　萌 ニシカド　モエ　 京都アクアリーナSC
76 2 田渕 麻実 タブチ　マミ　 同志社大学F 
77 3 酒谷 麻由佳 サカタニ　マユカ　 同志社大学F 
78 4 上田 愛瑠萌 ウエダ　メルモ　 京都大学F
79 5 岸江 菜美 キシエ　ナミ　 同志社女子大学 Ｆ
80 6 野尻 千晶 ノジリ　チアキ　 京都大学F
81 7 桑原 千明 クワハラ　チアキ　 同志社女子大学 Ｆ
82 8 日吉 麻実 ヒヨシ　アサミ　 京都大学F

■２･３級幼年男子
83 1 上中 淳志 カミナカ　アツシ　 京都醍醐FSC 

□２･３級幼年女子
84 1 奥野 絢音 オクノ　アヤネ　 京都アクアリーナSC
85 2 藤岡 理恵 フジオカ　リエ　 京都醍醐FSC 
86 3 平　 栞奈 タイラ　カンナ　 京都醍醐FSC 
87 4 松山 水咲 マツヤマ　ミサキ　 京都アクアリーナSC
88 5 本田 真凛 ホンダ　マリン　 京都醍醐FSC 
89 6 湯浅 　舞 ユアサ　マイ　 京都アクアリーナSC
90 7 富樫 茜音 トガシ　アカネ　 京都アクアリーナSC
91 8 萩山 采季 ハギヤマ　サキ　 滋賀県立IAC 
92 9 西川 愛華 ニシカワ　マナカ　 京都アクアリーナSC
93 10 丸岡 凛郁 マルオカ　リンカ　 ｱｸｱﾋﾟｱｽｹｰﾃｨﾝｸﾞC (ｵｰﾌﾟﾝ参加)
94 11 冨田 芽依 トミタ　メイ　 ｱｸｱﾋﾟｱｽｹｰﾃｨﾝｸﾞC (ｵｰﾌﾟﾝ参加)
95 12 山内 遥加 ヤマウチ　ハルカ　 ｱｸｱﾋﾟｱｽｹｰﾃｨﾝｸﾞC (ｵｰﾌﾟﾝ参加)
96 13 宮地 真巳 ミヤジ　マミ　 ｱｸｱﾋﾟｱｽｹｰﾃｨﾝｸﾞC (ｵｰﾌﾟﾝ参加)

■１級成年男子
97 1 田村 隆太郎 タムラ　リュウタロウ　 京都大学F
98 2 尾上 太一 オノエ　タイチ　 京都大学F
99 3 兒嶋 希望 コジマ　キボウ　 同志社大学F 

100 4 山中 俊毅 ヤマナカ　トシキ　 同志社大学F 
101 5 鈴木 勇人 スズキ　ハヤト　 立命館大学

□１級成年女子
102 1 眞釼 彩子 マギツルギ　アヤコ　 同志社女子大学 Ｆ
103 2 星川 　悠 ホシカワ　ハルカ　 京都大学F
104 3 小山 彩香 コヤマ　アヤカ　 京都大学F
105 4 萩野 仁美 ハギノ　ヒトミ　 立命館大学
106 5 岸田 奈弓 キシダ　ナユミ　 京都大学F
107 6 森　 千聡 モリ　チサト　 京都大学F
108 7 中野 紗緒里 ナカノ　サオリ　 同志社大学F 
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109 8 佐々木 徳子 ササキ　ノリコ　 同志社大学F 
110 9 楠本 沙矢 クスモト　サヤ　 立命館大学
111 10 辰己 　舞 タツミ　マイ　 同志社女子大学 Ｆ
112 11 岩崎 香織 イワサキ　カオリ　 同志社大学F 
113 12 餅田 晴馨 モチダ　ハルカ　 立命館大学
114 13 加地 由佳 カジ　ユカ　 同志社女子大学 Ｆ
115 14 大薮 　彩 オオヤブ　アヤ　 京都大学F
116 15 小田垣 彩花 オダガキ　アヤカ　 京都大学F

■１級幼年男子
117 1 湯浅 翔太 ユアサ　ショウタ　 京都醍醐FSC 

□１級幼年女子
118 1 稲田 弥生 イナダ　ミイウ　 京都醍醐FSC 
119 2 喬　 彩織 キョウ　サオリ　 京都醍醐FSC 
120 3 吉岡 優里 ヨシオカ　ユウリ　 京都アクアリーナSC
121 4 白岩 優奈 シライワ　ユウナ　 京都醍醐FSC 
122 5 坂東 美里 バンドウ　ミサト　 京都醍醐FSC 

■無･初級成年男子
123 1 藤原 浩平 フジワラ　コウヘイ　 京都大学F
124 2 小山 靖央 コヤマ　ヤスヒロ　 京都大学F
125 3 新名 光樹 ニイナ　ヒロキ　 京都大学F
126 4 加藤 佳嗣 カトウ　ケイジ　 京都大学F
127 5 池田 雪太郎 イケダ　ユキタロウ　 京都大学F

□無･初級成年女子
128 1 吉田 夏弥 ヨシダ　ナツミ　 京都大学F
129 2 野村 　瞳 ノムラ　ヒトミ　 同志社大学F 
130 3 井上 恵理 イノウエ　エリ　 京都大学F
131 4 髙橋 真弓 タカハシ　マユミ　 京都アクアリーナSC
132 5 船井 麻美 フナイ　アサミ　 京都大学F
133 6 田丸 響子 タマル　キョウコ　 京都大学F
134 7 坂口 千波 サカグチ　チナミ　 同志社大学F 
135 8 佐藤 　南 サトウ　ミナミ　 立命館大学
136 9 岩元 千明 イワモト　チアキ　 同志社大学F 
137 10 堀井 友美 ホリイ　トモミ　 京都醍醐FSC 
138 11 山根 穂奈美 ヤマネ　ホナミ　 京都大学F
139 12 仁平 詩織 ニヘイ　シオリ　 京都大学F
140 13 村山 由起 ムラヤマ　ユキ　 京都アクアリーナSC
141 14 橘　 　菫 タチバナ　スミレ　 京都大学F
142 15 中村 恵理 ナカムラ　エリ　 立命館大学
143 16 四宮 理沙 シノミヤ　リサ　 京都大学F
144 17 鬼塚 友里奈 オニツカ　ユリナ　 立命館大学
145 18 冨田 奈穂 トミダ　ナホ　 立命館大学
146 19 中野 苑香 ナカノ　ソノカ　 京都大学F

■無･初級幼年男子
147 1 宮田 悠生 ミヤタ　ユウキ　 京都スケート学校
148 2 中村 康一郎 ナカムラ　コウイチロウ　 京都アクアリーナSC
149 3 平井 柊太 ヒライ　シュウタ　 京都スケート学校

□無･初級幼年女子
150 1 家村 紗英 イエムラ　サエ　 京都醍醐FSC 
151 2 久保 智聖 クボ　チサト　 京都アクアリーナSC
152 3 久保 舞和 クボ　マイカ　 京都アクアリーナSC
153 4 宮田 有紗 ミヤタ　アリサ　 京都SA 
154 5 岸田 　茜 キシダ　アカネ　 京都SA 
155 6 藤原 　澪 フジワラ　ミオ　 ｱｸｱﾋﾟｱｽｹｰﾃｨﾝｸﾞC (ｵｰﾌﾟﾝ参加)
156 7 小林 彩夏 コバヤシ　アヤカ　 ｱｸｱﾋﾟｱｽｹｰﾃｨﾝｸﾞC (ｵｰﾌﾟﾝ参加)
157 8 谷口 紗椰 タニグチ　サヤ　 ｱｸｱﾋﾟｱｽｹｰﾃｨﾝｸﾞC (ｵｰﾌﾟﾝ参加)
158 9 小林 桃佳 コバヤシ　モモカ　 ｱｸｱﾋﾟｱｽｹｰﾃｨﾝｸﾞC (ｵｰﾌﾟﾝ参加)

□アイスダンス・シニア
渡辺 桐子 ワタナベ　キリコ　 同志社大学F 
西口 修平 ニシグチ　シュウヘイ　 立命館大学

以上，シングル158名，ダンス1組

※

159 1

グランプリファイナルと日程が重なったため、当日のスタッフ不足を補うため、すべてのクラスについて
複数の連盟員立会いのもと、事前に滑走順抽選を行ないました。ご了承のほどお願い致します。
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