
2021 近畿選手権

＜シニア男子＞ ＊2021.08.30 エントリー情報を元に作成

都道府県 テスト級 氏名 氏名フリガナ 生年月日 年齢 所属 SP/RD音楽 SP/RD振付師 FS/FD音楽 FS/FD振付師 身長 開始年齢 特技 趣味 代表コーチ すべてのコーチ

1 京都府 7級 辻  村    岳  也 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾀｶﾔ 2000/2/8 21 同志社大学 Perhaps Love 笹原 景一朗 Les Miserables 木原 万莉子 172 11 三重跳び 映画鑑賞 田村 拓

2 京都府 7級 本  田    ﾙｰｶｽ剛史 ﾎﾝﾀﾞ ﾙｰｶｽﾂﾖｼ 2002/9/15 18 木下アカデミー 苦悩する地球人からのSOS キャシー・リード Blues For Klook, The Prophet キャシー・リード 171 8 グルメ 濱田 美栄
田村 岳斗/佐藤 洸彬/

村元 小月/キャシー・リード

3 京都府 7級 森  口    澄  士 ﾓﾘｸﾞﾁ ｽﾐﾀﾀﾞ 2001/12/29 19 木下アカデミー I’m Still Standing キャシー・リード Jekyll ＆ Hyde キャシー・リード 174 9 濱田 美栄 田村 岳斗/村元 小月/佐藤 洸彬

4 大阪府 7級 須  本    光  希 ｽﾓﾄ ﾐﾂｷ 2001/2/4 20 関西大学 Forever Aint Enough 小平 渓介 un giorno per noi 阿部 奈々美 164 4 スポーツ観戦 本田 武史

5 大阪府 7級 三  宅    星  南 ﾐﾔｹ ｾﾅ 2002/3/26 19 関西大学 Unchained Melody 吉野 晃平 The Swan Lake 宮本 賢二 176 5
モータースポーツ観戦、

アニメ鑑賞、映画鑑賞
長光 歌子 吉野 晃平/山井 真美子

6 大阪府 7級 木  科    雄  登 ｷｼﾅ ﾕｳﾄ 2001/10/15 19 関西大学 Bad by Michael Jackson キャシー・リード Violn Sonata No.9 「Kreuter」/Ludwig van Beethoven エルネスト・マルティネス 169 6 スニーカー収集 濱田 美栄

7 大阪府 7級 前  川    裕  士 ﾏｴｶﾜ ﾕｳｼﾞ 2001/2/12 20 大阪市立大学FSC 医龍３ 杉田 由香子 RISING 笹原 景一朗 175 9 平池 大人 杉田 由香子

8 大阪府 7級 友  野    一  希 ﾄﾓﾉ ｶｽﾞｷ 1998/5/15 23 セントラルスポーツ ニュー・シネマ・パラダイス　テーマ曲・愛のテーマ ミーシャ・ジー
La La Landより

Summer Montage, City Of Stars, Another Day Of The Sun他
ミーシャ・ジー 160 8

古着屋巡り、

サウナ、靴磨き
平池 大人 杉田 由香子/ミーシャ・ジー

9 兵庫県 7級 櫛  田    一  樹 ｸｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 1999/6/9 22 関西学院大学 Falling Like The Stars 吉野 晃平 マイケルジャクソンメドレー 吉野 晃平 175 11 映画鑑賞、ゲーム 有川 梨絵 長光 歌子

＜シニア女子＞ ＊2021.08.30 エントリー情報を元に作成

都道府県 テスト級 氏名 氏名フリガナ 生年月日 年齢 所属 SP/RD音楽 SP/RD振付師 FS/FD音楽 FS/FD振付師 身長 開始年齢 特技 趣味 代表コーチ すべてのコーチ

1 京都府 7級 片  平    陽  冬 ｶﾀﾋﾗ ﾏﾌﾕ 1999/3/1 22 立命館大学 You Are The Reason 笹原 景一朗 Exogenesis Symphony Part 3 笹原 景一朗 163 5 淀 粧也香

2 京都府 7級 三  善    友  奈 ﾐﾖｼ ﾕｳﾅ 2001/7/9 20 立命館大学 Invierno Porteno 岩本 英嗣 白夜行 阿部 奈々美 159 6
三重跳び、

ハーマイオニーの物まね
音楽鑑賞,映画鑑賞 大西 勝敬

3 京都府 7級 井  上    晴  絵 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｴ 2000/9/16 20 立命館大学 Caraven 小田嶋 隼 Carmen 木原 万莉子 156 7 ドラマ鑑賞、散歩 増田 雅子

4 京都府 7級 杉  田    明花里 ｽｷﾞﾀ ｱｶﾘ 1999/12/18 21 同志社女子大学 The Music Of The Night Elizabeth 杉田 由香子 165.5 6 食べ歩き 平池 大人 杉田 由香子

5 京都府 7級 藤        由妃乃 ﾌｼﾞ ﾕｷﾉ 2001/2/12 20 同志社大学 Perhaps, Perhaps, Perhaps / Habana キャシー・リード 007 / James Bond Medley キャシー・リード 155 4 ダンス アクセサリー集め 石井 陽子

6 京都府 7級 籠  谷    歩  未 ｶｺﾞﾀﾆ ｱﾕﾐ 2000/11/19 20 同志社大学 Baby, God Bless You 川越 正大 「ANASTASIA」より エルネスト・マルティネス 151 6 どこでも寝られること 読書 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

7 京都府 7級 大  関    凜  花 ｵｵｾｷ ﾘﾝｶ 2002/11/26 18 同志社大学 Jealousy Tango 小田嶋 隼 Amelie 小田嶋 隼 165 7 暗算 音楽鑑賞 平池 大人 杉田 由香子

8 京都府 7級 吉  川    美  紅 ｷｯｶﾜ ﾐｸ 2000/3/6 21 同志社大学 Someone You Loved Moulin Rouge キャシー・リード 156 10 衣装製作 食べること、愛犬 金 彩華

9 京都府 7級 加  藤    日向子 ｶﾄｳ ﾋﾅｺ 2003/2/18 18 同志社大学 仮面舞踏会 キャシー・リード Cats / Memory 鈴木 明子 162 9 スノーボード 濱田 美栄 田村 岳斗/佐藤 洸彬/村元 小月

10 京都府 7級 河  辺    愛  菜 ｶﾜﾍﾞ ﾏﾅ 2004/10/31 16 木下アカデミー ヴィヴァルディ「冬」 ローリー・ニコル Miracle ローリー・ニコル 155 5 読書 濱田 美栄 田村 岳斗/村元 小月/佐藤 洸彬

11 大阪府 7級 高  村    幸  来 ﾀｶﾑﾗ ｻｷ 2001/12/6 19 臨海フィギュアSC 蝶々夫人 荒屋 真理 Halleluja 荒屋 真理 154 7 英会話、早起き パズル、映画鑑賞 大西 勝敬 青木 有葵

12 大阪府 7級 三  村    優  希 ﾐﾑﾗ ﾕｳｷ 1999/4/10 22 大阪経済大学 Never Enough 荒屋 真理 Fix You 笹原 景一朗 165 8 淀 粧也香 長光 歌子/河野 由美

13 大阪府 7級 藤  原    陽  菜 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾅ 2000/1/11 21 帝塚山学院大学 I Belong To Me 荒屋 真理 The phantom of the opera 荒屋 真理 153 7 テニス カフェ巡り 大西 勝敬 青木 有葵

14 大阪府 7級 久  保    舞  和 ｸﾎﾞ ﾏｲｶ 2000/10/27 20 関西大学 Les Feuilles Mortes 吉野 晃平 ピアノ協奏曲「宿命」第一楽章 吉野 晃平 156.5 5 映画鑑賞、ショッピング 本田 武史

15 大阪府 7級 森  下    実  咲 ﾓﾘｼﾀ ﾐｻｷ 1999/11/13 21 関西大学 Bei Mir Bist 素敵なあなた 川越 正大 Hallelujah 岩本 英嗣 163 8 人を笑かす事 料理 本田 武史

16 大阪府 8級 白  岩    優  奈 ｼﾗｲﾜ ﾕｳﾅ 2001/11/26 19 関西大学 Feeling Good ブノワ・リショー Scheherazade ブノワ・リショー 152 6 ダンス,ドライブ 濱田 美栄 キャシー・リード

17 大阪府 7級 滝  野    莉  子 ﾀｷﾉ ﾘｺ 2002/3/14 19 関西大学 シェヘラザード キャシー・リード Gesture Of Resistance 吉野 晃平 155 9 料理 メイク,映画鑑賞 濱田 美栄

18 大阪府 7級 細  田    采  花 ﾎｿﾀﾞ ｱﾔｶ 1995/2/3 26 関西大学KFSC Leyenda ミーシャ・ジー Elizabeth 荒屋 真理 155 7 本田 武史

19 兵庫県 7級 野  口    望々花 ﾉｸﾞﾁ ﾉﾉｶ 1999/7/8 22 関西学院大学 Moonlight Sonata 小田嶋 隼 Elizabeth 坂上 美紀 153 7 お絵描き 長風呂 増田 雅子

20 兵庫県 7級 今  永    梨  絵 ｲﾏﾅｶﾞ ﾘｴ 2003/4/1 18 関西学院大学 I Belong To Me 川原 星 千と千尋の神隠し 川越 正大 160 9 すぐに寝れる ZUMBA 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

21 兵庫県 7級 坂  本    花  織 ｻｶﾓﾄ ｶｵﾘ 2000/4/9 21 シスメックス Now We Are Free ブノワ・リショー No More Fight Left In Me ブノワ・リショー 159 4 水泳
手芸、ジグソーパズル、

韓ドラ鑑賞、アニメ鑑賞
中野 園子 グレアム 充子/川原 星

22 兵庫県 7級 三  原    舞  依 ﾐﾊﾗ ﾏｲ 1999/8/22 22 シスメックス
I Dreamed A Dream From Les Misérables

(Glee Cast Version) [feat. Idina Menzel]
デイヴィッド・ウィルソン Fairy Of The Forest ,Galaxy (Piano Version) ローリー・ニコル 157 9

けん玉、

人のお誕生日を覚えること
ピアス,靴下のコレクション 中野 園子 グレアム 充子/川原 星/清水 麻里江

23 兵庫県 7級 小  嶋    孝  夏 ｺｼﾞﾏ ｷｮｳｶ 2003/6/18 18 西宮甲英高等学院 Dark Eyes 望月 梨早 MOULIN ROUGE 鈴木 明子 165 8 料理 絵を描くこと 金 彩華



2021 近畿選手権

＜ジュニア男子＞
＊2021.08.30 エントリー情報を元に作成

都道府県 テスト級 氏名 氏名フリガナ 生年月日 年齢 所属 SP/RD音楽 SP/RD振付師 FS/FD音楽 FS/FD振付師 身長 開始年齢 特技 趣味 代表コーチ すべてのコーチ

1 滋賀県 7級 小  林        隼 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 2003/5/7 18 滋賀短期大学附属高校 It's Gonna Be Alright 小田嶋 隼 See Me Fight 川越 正大/荒屋 真理 173 8 ピアノ 読書 森 美穂

2 京都府 6級 森  岡    知  也 ﾓﾘｵｶ ﾄﾓﾔ 2007/1/29 14 京都アクアリーナSC コンフィデンスマンJP キャシー・リード マトリックス 森山 直樹 162 7 瀧石 陽子

3 京都府 6級 石  原    弘  斗 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾄ 2008/6/6 13 京都宇治FSC Grandioso キャシー・リード The Artist キャシー・リード 157 5 映画鑑賞 濱田 美栄 田村 岳斗/村元 小月/佐藤 洸彬

4 京都府 6級 磯  和    大  智 ｲｿﾜ ﾀｲﾁ 2006/5/2 15 京都宇治FSC Maroccan Dream ＆ Bamboleo キャシー・リード Beetlejuice キャシー・リード 159 9 長距離走 筋トレ、立体パズル 濱田 美栄
田村 岳斗/村元 小月/

佐藤 洸彬/キャシー・リード

5 京都府 6級 磯  和    大  雅 ｲｿﾜ ﾀｲｶﾞ 2006/5/2 15 京都宇治FSC Blues Brothers キャシー・リード Rhapsody In Blue キャシー・リード 161 9 短距離走、片付け ヒロアカフィギュア集め 濱田 美栄
田村 岳斗/村元 小月/

佐藤 洸彬/キャシー・リード

6 京都府 7級 中  村    俊  介 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 2005/8/6 16 木下アカデミー eye キャシー・リード 月光 宮本 賢ニ 168 5 音楽鑑賞、映画鑑賞 濱田 美栄

7 京都府 7級 森  本    涼  雅 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 2007/2/10 14 木下アカデミー Nemesis キャシー・リード パガニーニの主題による狂詩曲 キャシー・リード 163 3 阪神タイガース応援 野球観戦、温泉、岩盤浴 濱田 美栄 田村 岳斗/村元 小月/佐藤 洸彬

8 京都府 7級 朝  賀    俊太朗 ｱｻｶﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 2005/12/20 15 木下アカデミー Load Up The Bases キャシー・リード NARUTO キャシー・リード 156 8 バレーボールのトス アニメ鑑賞 濱田 美栄 田村 岳斗/村元 小月/佐藤 洸彬

9 大阪府 6級 織  田    信  義 ｵﾀﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ 2007/3/9 14 大阪スケート倶楽部 Into The Unknown 織田 信成 Iron Man 3 織田 信成 織田 憲子

10 大阪府 6級 生  田    琉  悟 ｲｸﾀ ﾘｭｳｺﾞ 2006/8/22 15 大阪スケート倶楽部 アラビアのロレンス 杉田 由香子 キングダム 杉田 由香子 156 10 囲碁 ダンス、ゲーム 平池 大人 杉田 由香子

11 大阪府 6級 髙  木    航  太 ﾀｶｷﾞ ｺｳﾀ 2005/9/4 15 臨海フィギュアSC 火の鳥 荒屋 真理 ウエストサイドストーリー 荒屋 真理 167 8 ピアノ 読書 大西 勝敬

12 大阪府 7級 定  山    照  永 ｻﾀﾞﾔﾏ ｼｮｳｴｲ 2007/4/5 14 臨海フィギュアSC アルルの女 第二組曲ファランドール キャシー・リード Queen Medley 笹原 景一朗 167 6 ドラム演奏、野球
ドラム演奏、音楽鑑賞、

野球、野球観戦
小関 悦也

13 大阪府 6級 小  山        紡 ｺﾔﾏ ﾂﾑｸﾞ 2003/9/12 17 浪速中・高ｽｹｰﾄ部 Bad Boy Good Man 小山 紡 Pressure 青木 有葵 157 9 ベース、ピアノ 谷内 紀友

14 大阪府 6級 小  島    志  凰 ｺｼﾞﾏ ｼｵｳ 2006/2/27 15 浪速中・高ｽｹｰﾄ部 THRILLER 荒屋 真理 TANGO AMORE 笹原 景一朗 170 9 水泳、シュノーケル
シュノーケル、ミステリー小説、

スポーツ観戦
大西 勝敬

15 兵庫県 7級 片伊勢        武 ｶﾀｲｾ ﾀｹﾙ 2004/2/8 17 神戸クラブ 伝説、そして神話へ（メインテーマ）/大河ドラマ「義経」より 吉野 晃平 I Want To Spend My Lifetime Loving You 吉野 晃平 168 7 英会話 旅行、映画鑑賞 本田 武史 長光 歌子/山井 真美子/吉野 晃平

16 兵庫県 7級 壷  井    達  也 ﾂﾎﾞｲ ﾀﾂﾔ 2002/12/17 18 神戸大学 Puttin On the Rits 鈴木 明子 10 Preludes, Op.23 : No.4,5,7 吉野 晃平 165 8 水泳 観光 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

17 兵庫県 7級 垣  内    珀  琉 ｶｷｳﾁ ﾊﾙ 2006/4/18 15 ひょうご西宮FSC DRUM TAO　～舞族～ 宮本 賢二 La Campanella 宮本 賢二 168 4 バレエ、長距離 鉱石採集、日本史 淀 粧也香 長光 歌子/河野 由美

18 兵庫県 6級 佐  藤        光 ｻﾄｳ ﾋｶﾘ 2007/10/15 13 ひょうご西宮FSC Jumpin Jack 荒屋 真理 冬 吉野 晃平 156 3 スキー、ダンス 恐竜の研究、釣り 淀 粧也香 長光 歌子

19 兵庫県 7級 吉  岡        希 ﾖｼｵｶ ﾉｿﾞﾑ 2003/12/15 17 西宮甲英高等学院 Mountain Top 吉野 晃平 Rhapsody In Blue 佐藤 操 169 7
音楽鑑賞、アニメ、

ゲーム
淀 粧也香 長光 歌子/河野 由美

＜ジュニア女子＞
＊2021.08.30 エントリー情報を元に作成

都道府県 テスト級 氏名 氏名フリガナ 生年月日 年齢 所属 SP/RD音楽 SP/RD振付師 FS/FD音楽 FS/FD振付師 身長 開始年齢 特技 趣味 代表コーチ すべてのコーチ

1 滋賀県 6級 金  田    永  愛 ｶﾈﾀﾞ ﾄｱ 2007/3/9 14 滋賀ﾚｲｸｻｲﾄﾞFSC Por Una Cabeza 吉野 晃平 Rhapsody In Blue 吉野 晃平 160 7 速読 空の写真を撮ること、読書 本田 武史 山井 真美子/吉野 晃平/佐々木 理紗

2 滋賀県 6級 後  藤    愛  莉 ｺﾞﾄｳ ｱｲﾘ 2007/3/7 14 ゴールドスターFSC Sing Sing Sing 荒屋 真理 くるみ割り人形 荒屋 真理 153 7 森 美穂

3 滋賀県 6級 ｼｭﾙﾝﾂｪ    志  奈 ｼｭﾙﾝﾂｪ ｼｲﾅ 2005/6/4 16 ゴールドスターFSC The Rose 荒屋 真理 MULAN 笹原 景一朗 168 9 森 美穂

4 滋賀県 6級 ｼｭﾙﾝﾂｪ    羽  奈 ｼｭﾙﾝﾂｪ ﾊﾅ 2007/8/10 14 ゴールドスターFSC L-O-V-E 荒屋 真理 MARY POPPINS RETURNS 荒屋 真理 152 7 森 美穂

5 滋賀県 6級 東        華乃子 ｱｽﾞﾏ ｶﾉｺ 2006/12/3 14 滋賀ドリームＦＳＣ Speechless Zhang Wei Singin' In The Rain Zhang Wei 150 8 スキー 読書 長沢 琴枝

6 滋賀県 6級 丹  羽    彩  華 ﾆﾜ ｱﾔｶ 2007/9/9 13 滋賀ドリームＦＳＣ 映画 「High Strung」より 「Torn」 藤澤 絵理香
映画ムーランより

「ムーランの決意」「ムーラン戦へ向かう」
藤澤 絵理香 152 9 短距離走 読書 長沢 琴枝

7 滋賀県 6級 金  綱    美  里 ｶﾈﾂﾅ ﾐｻﾄ 2007/4/15 14 滋賀ドリームＦＳＣ Lord Of The Rings, Concerning Hobbits 笹原 景一朗/稲葉 里子 HOW DOES A MOMENT LAST FOREVER 他 藤澤 絵里香 146 9 読書、映画鑑賞 長沢 琴枝

8 滋賀県 6級 小  寺    鈴  音 ｺﾃﾗ ﾘﾝ 2005/4/1 16 滋賀短期大学附属高校 River Flows In You 笹原 景一朗 ROMEO ＆ JULIETTE キャシー・リード 156 瀧石 陽子

9 京都府 7級 前  野    百  花 ﾏｴﾉ ﾓﾓｶ 2004/10/27 16 京都アクアリーナSC シェルブールの雨傘 宮本 賢二 ロミオとジュリエット 岩本 英嗣 161 7 水泳、お菓子作り トレッキング、旅行 長光 歌子 本田 武史/山井 真美子/吉野 晃平

10 京都府 6級 吉  住    澪  南 ﾖｼｽﾞﾐ ﾚｲﾅ 2007/10/8 13 京都アクアリーナSC Cotton Eye Joe 笹原 景一朗 シルク・ドゥ・ソレイユ 木原 万莉子 143 7 ダンス ダンス 中野 園子 グレアム 充子/川原 星
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11 京都府 7級 柚  木    心  結 ﾕﾉｷ ﾐﾕ 2006/1/13 15 京都宇治FSC Samba キャシー・リード Romeo + Juliet 田守 由英 151 3 釣り運がイイ！ ラクガキ 濱田 美栄
田村 岳斗/村元 小月/

佐藤 洸彬/キャシー・リード

12 京都府 7級 泉        凜  佳 ｲｽﾞﾐ ﾘﾝｶ 2004/1/13 17 京都宇治FSC Illumination キャシー・リード Made Of Stardust キャシー・リード 159 8 トリリンガル 食べること 濱田 美栄 田村 岳斗/村元 小月/佐藤 洸彬

13 京都府 7級 芳  岡    優  釉 ﾖｼｵｶ ﾕｳﾕ 2005/5/12 16 京都宇治FSC Pictures At An Exhibition キャシー・リード Lovers キャシー・リード 161 7 音楽鑑賞、読書 濱田 美栄 田村 岳斗/村元 小月/佐藤 洸彬

14 京都府 6級 杉  山    菜  那 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾅ 2007/9/13 13 京都宇治FSC SARA キャシー・リード 借りくらしのアリエッティより キャシー・リード 150 6 濱田 美栄
田村 岳斗/岡本 治子/

村元 小月/佐藤 洸彬

15 京都府 7級 吉  田    陽  菜 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾅ 2005/8/21 16 木下アカデミー Shine On You Crazy Diamond キャシー・リード
Planet Ocean Suite :

Underwater - I Come From The Ocean - Coral Tree
ローリー・ニコル 155 6 英語 お城巡り、お菓子作り 濱田 美栄 田村 岳斗/佐藤 洸彬/村元 小月

16 京都府 7級 大  門    桜  子 ﾀﾞｲﾓﾝ ｻｸﾗｺ 2008/4/6 13 木下アカデミー Emerald Tiger キャシー・リード El Sol Sueno, Oblivion, Escualo キャシー・リード 145 4 水泳 ピアノ、機織り 濱田 美栄
田村 岳斗/岡本 治子/

村元 小月/佐藤 洸彬

17 京都府 7級 田  中    梓  沙 ﾀﾅｶ ｱｽﾞｻ 2005/10/29 15 木下アカデミー Smile キャシー・リード Rondo Capriccioso キャシー・リード 152 7 バレエ 読書、料理 濱田 美栄 田村 岳斗/村元 小月/佐藤 洸彬

18 京都府 7級 櫛  田    育  良 ｸｼﾀﾞ ｲｸﾗ 2007/10/29 13 木下アカデミー The Piano / Michael Nyman 宮本 賢二 Samson And Delilah / Saint-Saëns キャシー・リード 154 5 金魚すくい 空想すること 濱田 美栄 田村 岳斗/村元 小月/佐藤 洸彬

19 京都府 7級 柴  山        歩 ｼﾊﾞﾔﾏ ｱﾕﾐ 2008/2/26 13 木下アカデミー Pure Imagination キャシー・リード Don Quixote キャシー・リード 150 3 書道
ピアノ、お料理、

愛犬のアクセルと鬼ごっこ。
濱田 美栄 田村 岳斗/佐藤 洸彬/村元 小月

20 大阪府 7級 清  水    咲  衣 ｼﾐｽﾞ ｻｴ 2005/8/10 16 大阪スケート倶楽部 Dark Eyes キャシー・リード La Campanella キャシー・リード 152 4 裁縫 料理、神社巡り 濱田 美栄

21 大阪府 7級 岡  田    芹  菜 ｵｶﾀﾞ ｾﾘﾅ 2004/2/4 17 大阪スケート倶楽部 ショパン・ノクターン第二 吉野 晃平 ニュー・シネマ・パラダイス 吉野 晃平 160 8 縄跳び 料理 本田 武史

22 大阪府 6級 藤  村    匡  由 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏﾕ 2005/3/23 16 大阪スケート倶楽部 ミシェル・ルグラン 荒屋 真理 Gaia 162 体育 料理 大西 三美

23 大阪府 6級 本  田    樹里亜 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾘｱ 2008/3/7 13 大阪スケート倶楽部 Fire Dance 安藤 美姫 Listen 本田 武史 156 4 ダンス 音楽鑑賞 本田 武史
長光 歌子/山井 真美子/

吉野 晃平/佐々木 理紗

24 大阪府 7級 寺  島    綾  優 ﾃﾗｼﾏ ｱﾕ 2007/3/28 14 大阪スケート倶楽部 アラジン 杉田 由香子 バーレスク 杉田 由香子 157 6 平池 大人 杉田 由香子

25 大阪府 6級 木  下    桜  香 ｷﾉｼﾀ ﾓﾓｶ 2007/9/6 13 大阪スケート倶楽部 Caravan 𠮷野 晃平 The Greatest Show 𠮷野 晃平 161 6 スノーボード スケートボード 本田 武史 山井 真美子/𠮷野 晃平/佐々木 理紗

26 大阪府 6級 中  堀    舞  風 ﾅｶﾎﾘ ﾎﾉｶ 2003/11/14 17 大阪スケート倶楽部 トスカ 杉田 由香子 Harem Vol.2 杉田 由香子 155 8 料理 平池 大人 杉田 由香子

27 大阪府 6級 上  野    京  子 ｳｴﾉ ｷｮｳｺ 2005/4/15 16 大阪スケート倶楽部 A Million Dreams 吉野 晃平 My Favorite Things 吉野 晃平 157 8 本田 武史 山井 真美子/吉野 晃平/佐々木 理紗

28 大阪府 6級 髙  橋    佑  奈 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ 2007/3/15 14 大阪スケート倶楽部 カノン 尾形 久美 花燃ゆ 尾形 久美 155.3 9 読書、料理 尾形 久美

29 大阪府 6級 松  本    愛  子 ﾏﾂﾓﾄ ｱｲｺ 2005/10/3 15 大阪スケート倶楽部 パラディオ 杉田 由香子 Kooza 杉田 由香子 158 10 ピアノ、歌唱 音楽鑑賞 平池 大人 杉田 由香子

30 大阪府 6級 柳  田    悠  里 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕｳﾘ 2007/6/4 14 大阪スケート倶楽部 「Strong」 劇場版Cinderellaより 安藤 美姫 Caprice No,24 吉野 晃平 149 9 料理 本田 武史 山井 真美子/吉野 晃平/佐々木 理紗

31 大阪府 6級 鈴  木    志  帆 ｽｽﾞｷ ｼﾎ 2006/9/6 14 大阪スケート倶楽部 Booty Swing 木原 万莉子 LALALAND 尾形 久美 154 10 縄跳び 尾形 久美

32 大阪府 6級 垣  内        碧 ｶｷｳﾁ ｱｵｲ 2003/6/24 18 関西スケーティングC 仮面舞踏会 Yukari Kato/Riona Kato 序奏とロンド・カプリチオーソ Yukari Kato/Riona Kato 加藤 ゆかり

33 大阪府 6級 實  久    香  恩 ｻﾈﾋｻ ｶｵﾝ 2007/5/20 14 関西スケーティングC ラプソディー・イン・ブルー 松本 洋子/加藤 利緒菜 雨に唄えば 加藤 利緒菜 143 3 松本 洋子

34 大阪府 6級 山  田    素  直 ﾔﾏﾀﾞ ｽﾅｵ 2007/11/8 13 関西スケーティングC 「アイ・ガット・リズム」(I Got Rhythm) 藤澤 絵理香 ファンタジア「オペラ座の怪人」組曲 木原 万莉子 153 6 ピアノ 読書 松本 洋子

35 大阪府 6級 林        祥  貴 ﾊﾔｼ ｻｷ 2006/10/5 14 関西スケーティングC 黒い瞳 加藤 利緒菜 マイフェアレディ 加藤 利緒菜 10 加藤 ゆかり

36 大阪府 5級 中  石    安衣菜 ﾅｶｲｼ ｱｲﾅ 2004/1/15 17 臨海フィギュアSC エスメラルダ 荒屋 真理 オペラ座の怪人 渡辺 比加子 158 3 ピアノ 大西 勝敬

37 大阪府 6級 浅  田    陽  菜 ｱｻﾀﾞ ﾋﾅ 2004/12/24 16 臨海フィギュアSC ROUNDTABLE RIVAL 青木 有葵 Anastasia 瀬藤 愛里 161 6 ダンス 音楽鑑賞 大西 勝敬

38 大阪府 6級 富  山        愛 ﾄﾐﾔﾏ ｱｲ 2006/11/6 14 臨海フィギュアSC アーティスト 青木 有葵 Spanish Guiter 大西 志歩 160 マンガを読む 大西 勝敬

39 大阪府 6級 多々納    理  真 ﾀﾀﾉ ﾘﾏ 2007/10/11 13 臨海フィギュアSC History Of Future 青木 有葵 Toccata And Fuga 佐藤 佳奈子 154 4 暗算 勉強 大西 勝敬

40 大阪府 6級 山  本        杏 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾝｽﾞ 2007/7/31 14 臨海フィギュアSC La Cage Aux Folles 荒屋 真理 海賊 荒屋 真理 148.8 6 クッキー作り 谷内 紀友

41 大阪府 6級 芦  田    ひまわり ｱｼﾀﾞ ﾋﾏﾜﾘ 2005/7/2 16 臨海フィギュアSC チャルダッシュ キャシー・リード ロシュフォールの恋人たち 大西 志歩 150 10 けん玉 料理、絵画 大西 勝敬

42 大阪府 6級 松  本    華  望 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾉﾝ 2008/1/15 13 臨海フィギュアSC The Wonderful Wizard Of Oz 青木 有葵 Mulan 青木 有葵 143 7 運動 買い物 大西 勝敬
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43 大阪府 5級 坂  下    恋  杏 ｻｶｼﾀ ｺｱ 2008/4/21 13 臨海フィギュアSC カルメン・ルージュ 大西 志歩 Rhapsody In Blue 大西 志歩 155 8 読書 大西 勝敬

44 大阪府 6級 森  田    叶  愛 ﾓﾘﾀ ﾄｱ 2007/8/12 14 臨海フィギュアSC LA LA LAND 青木 有葵 赤いけしの花 荒屋 真理 146 8 ダンス バレエ 大西 勝敬 青木 有葵

45 大阪府 7級 森  田    美  生 ﾓﾘﾀ ﾐｵ 2004/11/29 16 ｱｸｱﾋﾟｱｽｹｰﾃｨﾝｸﾞC Shake It Off Vampire 154 5 ダンス ダンス 大西 勝敬

46 大阪府 7級 岩  崎    陽  菜 ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾅ 2005/4/27 16 なみはやクラブ So Long Farewell Goodbye 荒屋 真理 シンデレラ 宮本 賢二 157 6 ドラえもんグッズ集め 淀 粧也香 長光 歌子

47 大阪府 7級 本  田    紗  来 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾗ 2007/4/4 14 関西大学中・高ｽｹｰﾄ部 シカゴ 宮本 賢二 ララランド 吉野 晃平 154 3 スケボー ゲーム ラファエル・アルトゥニアン

48 大阪府 7級 木  下    咲  良 ｷﾉｼﾀ ｻｸﾗ 2003/11/30 17 関西大学中・高ｽｹｰﾄ部 死の舞踏 吉野 晃平 Burlesque 吉野 晃平 163 10 ピアノ ピアノ 本田 武史 山井 真美子/𠮷野 晃平/佐々木 理紗

49 大阪府 6級 岩  出    皐  希 ｲﾜﾃﾞ ｻﾂｷ 2004/12/10 16 浪速中・高ｽｹｰﾄ部 Turandot 杉田 由香子 Don Quijote 杉田 由香子 158 5 平池 大人 杉田 由香子

50 大阪府 6級 丸  一    里  桜 ﾏﾙｲﾁ ﾘｵ 2005/4/14 16 浪速中・高ｽｹｰﾄ部 Welcome To The Moulin Rouge! 杉田 由香子 イーヴィル・ライク・ミー 杉田 由香子 146 3 ダンス 料理 杉田 由香子 平池 大人

51 大阪府 7級 坂  下        琳 ｻｶｼﾀ ﾘﾝ 2003/6/10 18 浪速中・高ｽｹｰﾄ部 シンデレラ 杉田 由香子 レ・ミゼラブル 杉田 由香子 162 10 なわとび YouTubeをみること 平池 大人 杉田 由香子

52 兵庫県 7級 吉  本        玲 ﾖｼﾓﾄ ﾚｲ 2004/5/11 17 神戸クラブ Somewhere Only We Know デイヴィッド・ウィルソン La fille mal gardee デイヴィッド・ウィルソン 148 7 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

53 兵庫県 6級 水  口    乃  按 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾉｱ 2007/5/22 14 神戸クラブ 天使のくれた奇跡 中野 園子 ムーラン 川越 正大 166 6 映画鑑賞 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

54 兵庫県 7級 高  橋    萌  音 ﾀｶﾊｼ ﾓﾈ 2007/7/16 14 神戸クラブ 真実の愛のキス 川越 正大 Allegro
中野 園子/グレアム 充子/

川越 正大
145 7 英語 睡眠 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

55 兵庫県 7級 池  田    あ  い ｲｹﾀﾞ ｱｲ 2003/12/15 17 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ ドナウ河さざなみ 川越 正大 Overture　オペラ座の怪人 川越 正大 149 6 習字 音楽鑑賞 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

56 兵庫県 6級 妻  鹿        愛 ﾒｶﾞ ｱｲ 2004/1/19 17 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ Crystalier 川越 正大 Ave Maria ～Beethoven's 5 Secrets 川原 星 161 8 映画鑑賞 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

57 兵庫県 7級 重  田    美  星 ｼｹﾞﾀ ﾐﾗ 2006/8/29 15 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ 蟲柱のテーマ 川越 正大 Westside Story 川越 正大 158 9 持久走 漫画を読む事 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

58 兵庫県 6級 佐々木    杏  紗 ｻｻｷ ｱｽﾞｻ 2007/4/9 14 尼崎スポーツの森FSC Lion King 近藤 眞樹 Colors Of The Wind 大瀬 晴佳 155 8 英会話 読書、スポーツ 大瀬 晴佳 近藤 眞樹

59 兵庫県 7級 緒  方    美  揺 ｵｶﾞﾀ ﾐﾕﾗ 2005/8/28 16 ひょうご西宮FSC Symphony (feat.Zara Larsson) 中塩 美悠 Angels We Have Head On High 坂上 美紀 163 4 水泳 読書、音楽鑑賞 淀 粧也香 長光 歌子/河野 由美/岡崎 央

60 兵庫県 6級 矢  萩        凜 ﾔﾊｷﾞ ﾘﾝ 2007/12/27 13 ひょうご西宮FSC Bella Donna Twist 荒屋 真理 Angel 荒屋 真理 163 4 料理 田村 拓

61 兵庫県 6級 白  岩    由  里 ｼﾗｲﾜ ﾕﾘ 2008/5/23 13 ひょうご西宮FSC Roundtable Rival 笹原 景一朗 Anastasia 吉野 晃平 149 5 音楽鑑賞 淀 粧也香 長光 歌子/河野 由美

62 兵庫県 6級 小  林    英璃瑳 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘｻﾞ 2006/12/6 14 ひょうご西宮FSC Les deux guitares 中塩 美悠 Survivor 荒屋 真理 156 5 長距離走 音楽鑑賞、ピアノ 淀 粧也香 長光 歌子/河野 由美/岡崎 央

63 兵庫県 7級 山  邊        百 ﾔﾏﾍﾞ ﾓﾓ 2007/9/14 13 ひょうご西宮FSC 江 ～姫たちの戦国～ 竹内 理恵 Don't Cry For Me Argentina 竹内 理恵 157.6 6 鉄棒 読書、生け花 小泉 仁 森 有香

64 兵庫県 6級 豆  板    美稀子 ﾏﾒｲﾀ ﾐｷｺ 2007/10/5 13 ひょうご西宮FSC Sarabande 中塩 美悠 Hercules 坂上 美紀 158.4 8 淀 粧也香 長光 歌子/河野 由美/岡崎 央

65 兵庫県 6級 山  口    花  輪 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 2006/8/8 15 フェニックス兵庫FSC Sayuri’s Theme And End Credits 荒屋 真理 直虎 荒屋 真理 162 10 スポーツ スケート 玉元 礼子

66 兵庫県 6級 新  井    瑛  憐 ｱﾗｲ ｴﾚﾝ 2005/7/22 16 芦屋学園 ショーほど素敵な商売はない 川越 正大 Iluminations : Reflections Of Earth 川越 正大 167 9 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

67 兵庫県 6級 長  田    有  彩 ﾅｶﾞﾀ ｱﾘｻ 2004/12/22 16 西宮甲英高等学院 レクイエム キャシー・リード 映画「007」より キャシー・リード 161 10 手品 映画鑑賞 大西 勝敬
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都道府県 テスト級 氏名 氏名フリガナ 生年月日 年齢 所属 SP/RD音楽 SP/RD振付師 FS/FD音楽 FS/FD振付師 身長 開始年齢 特技 趣味 代表コーチ すべてのコーチ

1 京都府 6級 高  橋    星  名 ﾀｶﾊｼ ｾﾅ 2010/1/29 11 京都宇治FSC 三銃士・ダルタニャン キャシー・リード 136 4 ピアノ、ダンス
絵を描くこと、

折り紙、脳トレ
濱田 美栄

田村 岳斗/村元 小月/佐藤 洸彬/

キャシー・リード/岡本 治子

2 京都府 5級 柴  山    旺  大 ｼﾊﾞﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 2010/1/12 11 京都宇治FSC
A Night On Bald Mountain,

In The Hall Of The Mountain King
キャシー・リード 140 3 料理 リップスティックボード 濱田 美栄

田村 岳斗/佐藤 洸彬/

村元 小月/岡本 治子

3 京都府 6級 芳  岡    優  希 ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ 2008/7/21 13 木下アカデミー Toccata And Fugue In D Minor キャシー・リード 153 5 球技 ピアノ 濱田 美栄

4 大阪府 5級 飛  永    恭  兵 ﾄﾋﾞﾅｶﾞ ｷｮｳﾍｲ 2010/2/10 11 大阪スケート倶楽部 Batdance 杉田 由香子 147 4 体育 ゲーム 平池 大人 トビナガタカユキ

5 大阪府 5級 山  田    志太朗 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 2010/6/2 11 関西スケーティングC スター・ウォーズ　最後のジェダイ 藤澤 絵理香 135 6 工作 lego 松本 洋子

6 大阪府 5級 水  越    遼  弥 ﾐｽﾞｺｼ ﾘｮｳﾔ 2008/7/3 13 なみはやクラブ 気取り屋キャット 杉田 由香子 151 8 ゲーム 読書 平池 大人 杉田 由香子

7 大阪府 4級 西  谷    永  遠 ﾆｼﾀﾆ ﾄﾜ 2010/3/20 11 関西大学KFSC ユーリオンアイス 吉野 晃平 146.7 3 ゲーム ゲーム 本田 武史 山井 真美子/吉野 晃平/佐々木 理紗

8 兵庫県 6級 向  野        慶 ﾑｶｲﾉ ｹｲ 2010/4/14 11 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ New World Concerto 川越 正大 152 6 スイミング
読書、ジャッジスコアシートを

書くこと
中野 園子 グレアム 充子/川原 星

9 兵庫県 4級 大  内    幹  太 ｵｵｳﾁ ｶﾝﾀ 2008/9/8 12 尼崎スポーツの森FSC アディオス・ノニーノ 近藤 眞樹 145 3
器械体操、ドラム、

少林寺拳法
テニス、剣道 大瀬 晴佳 近藤 眞樹

＜ノービスＡ女子＞
＊2021.08.30 エントリー情報を元に作成

都道府県 テスト級 氏名 氏名フリガナ 生年月日 年齢 所属 SP/RD音楽 SP/RD振付師 FS/FD音楽 FS/FD振付師 身長 開始年齢 特技 趣味 代表コーチ すべてのコーチ

1 滋賀県 6級 清  本    麻  由 ｷﾖﾓﾄ ﾏﾕ 2009/4/26 12 滋賀ドリームＦＳＣ 江　～姫たちの戦国～ 藤澤 絵里香 154 4 長沢 琴枝

2 京都府 6級 賀  陽    夢  音 ｶﾖｳ ﾕﾉﾝ 2008/10/17 12 京都アクアリーナSC ムーラン 笹原 景一朗 158 7 笹原 景一朗

3 京都府 6級 柚  木    心  春 ﾕﾉｷ ｺﾊﾙ 2009/3/8 12 京都宇治FSC Beetle Juice 田守 由英 148 3 ルービックキューブ お昼寝 濱田 美栄
田村 岳斗/村元 小月/

佐藤 洸彬/キャシー・リード

4 京都府 6級 藤  原    ゆりあ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾘｱ 2010/3/11 11 京都宇治FSC Modern Milly キャシー・リード 143 6 ピアノ、猫のモノマネ お菓子作り 濵田 美栄

5 京都府 6級 北  谷    美  結 ｷﾀﾀﾆ ﾐﾕ 2009/10/29 11 京都宇治FSC Charleston キャシー・リード 136 5 漢字を覚える事 音楽を聴く事 濵田 美栄

6 京都府 7級 島  田    麻  央 ｼﾏﾀﾞ ﾏｵ 2008/10/30 12 木下アカデミー Lion King キャシー・リード The Queens Gambit キャシー・リード 145 5 縄跳び ダンス、料理 濵田 美栄
田村 岳斗/村元 小月/

佐藤 洸彬/キャシー・リード

7 京都府 7級 村  上    遥  奈 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾅ 2008/7/30 13 木下アカデミー
Beatles Medley :

Eleanor Rigby,Hey Jude, A Hard Day’s Night, Can’t Buy Me Love
キャシー・リード 149.5 5 推理をする事

オシャレをする事、

音楽を聞く事
濵田 美栄

田村 岳斗/村元 小月/

佐藤 洸彬/キャシー・リード

8 大阪府 6級 甲  斐    劉エリカ ｶｲ ﾘｳ ｴﾘｶ 2008/10/24 12 大阪スケート倶楽部 「オーケストラによる、アメリのワルツ」「ある午後のかぞえ詩」 坂上 美紀 146 4 トランポリン、暗記 縄跳び 本田 武史 山井 真美子/吉野 晃平/佐々木 理紗

9 大阪府 6級 大  石    釉  菜 ｵｵｲｼ ﾕﾅ 2010/6/11 11 大阪スケート倶楽部 バレエ音楽「赤いけしの花」より　ソヴィエト水夫の踊り 杉田 由香子 135 7 お菓子作り 杉田 由香子 平池 大人

10 大阪府 6級 浅  尾    董  子 ｱｻｵ ﾄｳｺ 2009/11/23 11 臨海フィギュアSC Cats 大西 志穂 140 7 読書 大西 勝敬 青木 有葵/山田 さくら

11 大阪府 6級 北  村    かえで ｷﾀﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 2008/11/26 12 関西大学中・高ｽｹｰﾄ部 Beauty And The Beast Medley 荒屋 真理 152 7 自然観察 本田 武史 山井 真美子/吉野 晃平/佐々木 理紗

12 大阪府 6級 嶋  田    愛  和 ｼﾏﾀﾞ ｴﾜ 2009/6/29 12 関西大学KFSC Hungarian Dance No.4,5,6 キャシー・リード 149 6 読書 濵田 美栄
田村 岳斗/村元 小月/岡本 治子/

佐藤 洸彬/キャシー・リード

13 兵庫県 6級 逢  坂    麗  乃 ｵｵｻｶ ﾚﾉ 2008/7/6 13 神戸クラブ Prelude And Allegro 川越 正大 160 6 水泳 スノーボード 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

14 兵庫県 6級 大  山    莉  奈 ｵｵﾔﾏ ﾘｲﾅ 2008/7/10 13 神戸クラブ 天虎 中野 園子 143 8
歌、和太鼓、

人とすぐ仲良くなれる
絵を描く、工作、歌唱 中野 園子

15 兵庫県 6級 藤  井    麗  名 ﾌｼﾞｲ ﾚﾅ 2009/5/21 12 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ メリーポピンズ　リターンズ 川越 正大 142 7 縄跳び タイピング練習 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

16 兵庫県 6級 北  川        和 ｷﾀｶﾞﾜ ﾅｷﾞ 2009/6/17 12 尼崎スポーツの森FSC We Are Confidence Man 大瀬 晴佳 141 5 料理（卵焼き）、ダンス 音楽鑑賞 大瀬 晴佳 近藤 眞樹

17 兵庫県 6級 豊  島    小  晴 ﾄﾖｼﾏ ｺﾊﾙ 2009/1/24 12 尼崎スポーツの森FSC 「Wicked」より 竹久 友梨 147 8 水泳 おりがみ 竹久 友梨

18 兵庫県 6級 谷  本    菜々美 ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅﾐ 2010/4/6 11 尼崎スポーツの森FSC カルメン組曲 大瀬 晴佳 136 5 一輪車 読書 大瀬 晴佳 近藤 眞樹

19 兵庫県 6級 池  田        希 ｲｹﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 2010/2/12 11 尼崎スポーツの森FSC BEAUTY AND THE BEAST 140.7 9 読書 竹久 友梨

20 兵庫県 6級 乾        汐  希 ｲﾇｲ ｼｵﾈ 2009/12/1 11 ひょうご西宮FSC Hairspray 荒屋 真理 137 4 英語 音楽鑑賞 淀 粧也香 長光 歌子/河野 由美/岡崎 央/樋口 光
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都道府県 テスト級 氏名 氏名フリガナ 生年月日 年齢 所属 SP/RD音楽 SP/RD振付師 FS/FD音楽 FS/FD振付師 身長 開始年齢 特技 趣味 代表コーチ すべてのコーチ

1 滋賀県 5級 佐  野    海  音 ｻﾉ ｶｲﾄ 2010/11/5 10 滋賀ドリームＦＳＣ 二ノ国 中野 紘輔 138 8 サッカー ゲーム 増田 雅子 藤澤 絵理香/中野 紘輔

2 大阪府 3級 多々納        怜 ﾀﾀﾉ ﾘｮｳ 2011/7/16 10 臨海フィギュアSC 剣の舞 135 3 サッカー 大西 勝敬

3 兵庫県 4級 熊  澤    大  翔 ｸﾏｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 2010/8/14 11 ひょうご西宮FSC 信長協奏曲 145 6 ヴァイオリン 駒回し 淀 粧也香

＜ノービスＢ女子＞
＊2021.08.30 エントリー情報を元に作成

都道府県 テスト級 氏名 氏名フリガナ 生年月日 年齢 所属 SP/RD音楽 SP/RD振付師 FS/FD音楽 FS/FD振付師 身長 開始年齢 特技 趣味 代表コーチ すべてのコーチ

1 京都府 6級 川  勝    玲  奈 ｶﾜｶﾂ ﾚｲﾅ 2010/8/4 11 京都宇治FSC Big Band Beat ～ Sing Sing Sing キャシー・リード 140 5 筋トレ
お菓子作り、

ショッピング
濱田 美栄

2 京都府 5級 相  馬    愛  可 ｿｳﾏ ｱｲｶ 2012/6/14 9 京都宇治FSC Wizard Of Oz (Over The Rainbow) キャシー・リード 125 3 ピアノ、ダンス、歌 kpop dance 濱田 美栄
田村 岳斗/村元 小月/佐藤 洸彬/

岡本 治子/キャシー・リード

3 京都府 5級 増  尾        歩 ﾏｽｵ ｱﾕﾑ 2011/2/9 10 京都宇治FSC
One (From A Chorus Line) ，

Rich Mans Frug (From Sweet Charity)
キャシー・リード 134 6 ピアノ 読書、ボルダリング 濱田 美栄

田村 岳斗/村元 小月/

佐藤 洸彬/岡本 治子

4 京都府 6級 鈴  木    華  乃 ｽｽﾞｷ ﾊﾅﾉ 2010/11/16 10 木下アカデミー Cats キャシー・リード 133 4 ダンス、料理 英会話 濱田 美栄
田村 岳斗/村元 小月/佐藤 洸彬/

岡本 治子/キャシー・リード

5 京都府 6級 金  沢    純  禾 ｶﾅｻﾞﾜ ｽﾐｶ 2012/2/28 9 木下アカデミー モンスターズインク キャシー・リード 129 2 3Lz お菓子作り 濱田 美栄
田村 岳斗/村元 小月/佐藤 洸彬/

キャシー・リード/岡本/治子

6 大阪府 5級 水  越        蒼 ﾐｽﾞｺｼ ｱｵｲ 2012/3/17 9 大阪スケート倶楽部 Sweet Charity 123 7 側転 アクセサリー作り 尾形 久美

7 大阪府 6級 松  浪    ひかり ﾏﾂﾅﾐ ﾋｶﾘ 2010/10/8 10 関西大学KFSC King Of Swing 136 5 英語 けん玉 山井 真美子

8 兵庫県 5級 國  時    理  沙 ｸﾆﾄｷ ﾘｻ 2011/10/16 9 神戸クラブ モダン・ミリーより 川越 正大 128 4 ピアノ 絵を描くこと 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

9 兵庫県 5級 上  田        琴 ｳｴﾀﾞ ｺﾄ 2011/2/5 10 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ Hello, Dolly! 中野 園子/川越 正大 139 5 水泳　一輪車 折り紙 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

10 兵庫県 5級 田  村    優  和 ﾀﾑﾗ ﾕﾅ 2011/2/20 10 ひょうご西宮FSC Cabaret 木原 万莉子 田村 拓

11 兵庫県 5級 亀  井    美  杜 ｶﾒｲ ﾐﾄ 2011/9/12 9 ひょうご西宮FSC Peter Pan 近藤 眞樹 130 5 トランポリン ぬり絵 金 彩華

12 兵庫県 6級 中  島    羽  菜 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾅ 2011/2/21 10 ひょうご西宮FSC Everybady Wants To Be A Cat 望月 梨早 131 7 縄跳び、社交ダンス 読書 金 彩華

13 兵庫県 5級 能  登    咲  空 ﾉﾄ ｻｸﾗ 2011/11/30 9 ひょうご西宮FSC 映画『くるみ割り人形と秘密の王国』より 中塩 美悠 130.7 5 登り棒 読書 淀 粧也香 長光 歌子/河野 由美

14 兵庫県 5級 檜  垣    花  楓 ﾋｶﾞｷ ﾊﾅｶ 2010/10/29 10 ひょうご西宮FSC 映画「メアリと魔女の花」より 樋口 光 132 7 工作 料理 淀 粧也香 長光 歌子/河野 由美/岡崎 央

15 兵庫県 5級 宮  岡        光 ﾐﾔｵｶ ﾋｶﾙ 2011/8/4 10 ひょうご西宮FSC Red Cliff 樋口 光 125 7 ピアノ 数独 淀 粧也香 長光 歌子/河野 由美/岡崎 央

16 兵庫県 5級 松  崎    利  夢 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｽﾞﾑ 2010/10/17 10 ひょうご西宮FSC アナスタシア 望月 梨早 132 7 料理 工作 金 彩華

京都府 5級 大  門    桧花里 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾋｶﾘ 2011/9/4 9 京都宇治FSC Dance Of The Hours キャシー・リード 130 4 水泳 ピアノ、トランポリン 濱田 美栄
田村 岳斗/岡本 治子/

村元 小月/佐藤 洸彬


