
東日本選手権2021

都道府県 テスト級 氏名 生年月日 年齢 所属 ブロック大会 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 北海道 7級 坪  井    聖  弥 ﾂﾎﾞｲ ｾｲﾔ 2000/6/19 21 北洋大学 東北・北海道　優勝 River Flows On The Edge 鈴木 理絵 ブエノスアイレス 横谷 花絵 170 8 ピアノ サイクリング 髙木 尚美

2 東京都 7級 緑  川    諒  人 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾘｮｳﾄ 2000/3/12 21 日本大学 東京　８位 オペラ座の怪人 岩本 英嗣 ゴースト 佐藤 紀子 167 5 ミュージカル鑑賞 佐藤 紀子 福井 信子

3 東京都 7級 堀        義  正 ﾎﾘ ﾖｼﾏｻ 2001/12/25 19 明治大学 東京　６位 Malaguena 横谷 花絵 美女と野獣 川越 正大 170 4 絵画、ゲーム 横谷 花絵

4 東京都 7級 福  島    寛  輝 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｷ 2002/11/5 18 専修大学 東京　10位 るろうに剣心 駒場 幸大 TARZAN 吉川 英里 168 10 料理 ディズニーグッズ集め 吉川 英里

5 東京都 7級 島  田    高志郎 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 2001/9/11 20 木下グループ 東京　免除 Giving Up ステファン・ランビエール Chaplin Medley ステファン・ランビエール 176 7 料理
読書、

YouTube音楽鑑賞
ステファン・ランビエール

6 東京都 7級 松  井    努  夢 ﾏﾂｲ ﾂﾄﾑ 2002/1/1 19 明治大学 東京　７位 突然の愛 all improvviso amore 大西 絢奈 Kung Fu Piano
大西 絢奈/

服部 瑛貴
177.3 樋口 豊

7 東京都 7級 鈴  木    楽  人 ｽｽﾞｷ ｶﾞｸﾄ 2002/11/8 18 法政大学 東京　９位 Melodie 村上 佳菜子 アンタッチャブル 宮本 賢二 165 12 ４重跳び、垂直跳び 野球観戦 中庭 健介 南雲 百恵/田ノ上 彩/瀬尾 茜

8 宮城県 7級 田  村    亮  太 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 1998/2/25 23 宮城鶴ヶ谷FSC 東北・北海道　２位 ジュテーム ラピュタ 167 9 カラオケ 西田 正人

9 東京都 7級 齋  藤        翔 ｻｲﾄｳ ｶｹﾙ 2001/1/24 20 法政大学 東京　11位 Puttin On The Ritz 阿部 奈々美 SWEDISH RHAPSODY 阿部 奈々美 165 8 ゲーム ゲーム、読書 都築 章一郎 都築 奈加子

10 神奈川県 7級 志  賀    海  門 ｼｶﾞ ﾐﾅﾄ 2003/4/7 18 KOSE新横浜ﾌﾟﾘﾝｽFSC 関東　２位 旅人の唄 志賀 薫楽 Asturias 志賀 薫楽 173 5

11 東京都 7級 古  庄    優  雅 ﾌﾙｼｮｳ ﾕｳｶﾞ 2001/1/13 20 日本大学 東京　４位 EL TANGO DE ROXANNE 津内 胡菜 FAR AND AWAY 宮﨑 勇人 157 11 歌 歌 無良 隆志 佐藤 紀子/無良 千絵

12 東京都 7級 石  塚    玲  雄 ｲｼﾂﾞｶ ﾚｵ 1999/11/14 21 早稲田大学 東京　２位 The Beatles Concerto 石塚 玲雄 Singin' In The Rain 服部 瑛貴 163 3 ダンス
音楽鑑賞、

振り付けを考えること
染矢 慎二

13 東京都 7級 山  隈    太一朗 ﾔﾏｸﾏ ﾀｲﾁﾛｳ 2000/4/14 21 明治大学 東京　３位 Natural Songbook Ⅷ. After O Carolan 岩本 英嗣 The Godfather 宮本 賢二 179.1 7 サッカー サッカー 重松 直樹

14 東京都 7級 長谷川    一  輝 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 2001/5/13 20 東京理科大学 東京　優勝 Blues For Klook 横谷 花絵 The Beatles concerto 横谷 花絵 162.2 5 リズムゲーム 読書 横谷 花絵

15 東京都 7級 佐  藤    由  基 ｻﾄｳ ﾖｼｷ 2002/2/8 19 日本大学 東京　５位 るろうに剣心 宮本 賢二 Sing 中村 和 167 9 陸上、スキー 釣り 中村 和

＜シニア男子　ショートプログラム　滑走順＞
＊2021年10月11日 エントリー情報を元に作成

＊年齢は2021年10月29日時
シード選手：羽生結弦、鍵山優真 　　通過：６名 ＋ 免除：佐藤駿



東日本選手権2021

都道府県 テスト級 氏名 生年月日 年齢 所属 ブロック大会 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 東京都 7級 松  原        星 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｶﾘ 2000/12/3 20 明治大学 東京　３位 Hallelujah 宮本 賢二 The Piano 宮本 賢ニ 158 3 フェレットと遊ぶ事 読書、ドラマ鑑賞 大石 行康 杉浦 幸江

2 青森県 7級 種  市    和  夏 ﾀﾈｲﾁ ﾉﾄﾞｶ 2005/8/4 16 八戸工大一高 東北・北海道　４位 カルメン 岩本 英嗣 Dreamgirls
本郷 裕子/

本郷 理華
158 5 料理 映画鑑賞 佐々木 正徳 坂本 まゆみ/屋敷 いずみ

3 東京都 7級 横  谷    杏  林 ﾖｺﾔ ｱﾝｽﾞ 2003/3/6 18 東京歯科大学 東京　８位 Tango Amore 横谷 花絵 枯葉 / 愛の讃歌 横谷 花絵 162 4
野球全般に詳しいこと、

料理

全球団野球観戦、

バレーボール観戦
横谷 花絵

4 東京都 7級 本  田    真  凜 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾘﾝ 2001/8/21 20 ＪＡＬ 東京　12位 Assasin's Tango ローリー・ニコル LOVERS ローリー・ニコル 163 2 水泳 カメラ 佐藤 信夫 本田 武史

5 東京都 7級 村  田    直  美 ﾑﾗﾀ ﾅｵﾐ 2000/5/30 21 日本大学 東京　16位 Skyline Firedance 横谷 花絵 Miss Saigon 横谷 花絵 165 10 レジン 横谷 花絵

6 東京都 7級 佐  藤    伊  吹 ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ 2000/10/7 21 明治大学 東京　15位 Ice Queen 横谷 花絵 Tree Of Life Suite 横谷 花絵 160 5 料理 サイクリング 横谷 花絵

7 山梨県 7級 中  本    有  咲 ﾅｶﾓﾄ ｱﾘｻ 2003/1/5 18 山梨学院大学 関東　２位 Journey To The Past 岩本 英嗣 ROMEO + JULIET 岩本 英嗣 158 7 料理 カフェめぐり 岩本 英嗣 岩本 知亜姫/藤本 梨乃

8 岩手県 7級 廣  谷    帆  香 ﾋﾛﾀﾆ ﾎﾉｶ 2000/7/1 21 岩手大学 東北・北海道　優勝 Everytime You Kiss To Me 本郷 裕子 パリは燃えているか 岩本 英嗣 157 9 どこでも寝れる ゲーム 佐々木 正徳 坂本 まゆみ/高橋 英子

9 北海道 7級 宮  本    藍  里 ﾐﾔﾓﾄ ｱｲﾘ 2003/11/18 17 北海高等学校 東北・北海道　２位 Be Italian 小田嶋 隼 ニューシネマパラダイス 小田嶋 隼 162 8 早く歩くこと キャンプ、温泉巡り 髙木 尚美

10 神奈川県 7級 清  水    愛  望 ｼﾐｽﾞ ｱｲﾐ 2002/3/13 19 日本体育大学 関東　６位 ロシュフォールの恋人たち 坂上 美紀 SAYURI 竹内 理恵 153 6 手話 音楽鑑賞、映画鑑賞 都築 章一郎 都築 奈加子

11 神奈川県 7級 吉  野    汐  香 ﾖｼﾉ ｼｵｶ 2003/7/18 18 神奈川FSC 関東　４位 Candy Man 坂上 美紀 死の舞踏 坂上 美紀 174 4 お菓子作り 映画鑑賞 都築 章一郎 都築 奈加子

12 宮城県 7級 三  浦    向日葵 ﾐｳﾗ ﾋﾏﾘ 2002/8/2 19 宮城FSC 東北・北海道　３位 Adios Nonino, Libertango 阿部 奈々美 Gayne 阿部 奈々美 160 9 料理 野球観戦 阿部 奈々美 菊地 妃奈子/坂本 惠梨

13 東京都 7級 青  木    祐  奈 ｱｵｷ ﾕﾅ 2002/1/10 19 日本大学 東京　５位 The Artist 鈴木 明子 Beethoven's 5 Secrets ミーシャ・ジー 156 5 音楽鑑賞 都築 章一郎

14 東京都 7級 渡  辺    倫  果 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝｶ 2002/7/19 19 法政大学 東京　２位 Heartlines ランス・ヴァイポン Carmina Burana キャシー・リード 153 3
ダイオウグソクムシグッズ集め、

フィギュア集め、アニメ鑑賞、釣り
中庭 健介 南雲 百惠/田之上 彩/瀬尾 茜

15 北海道 7級 清  水    柚梨恵 ｼﾐｽﾞ ﾕﾘｴ 2002/8/15 19 北海道教育大学 東北・北海道　５位 Charade 小田嶋 隼 Romeo and Juliet 鈴木 潤 157 5 映画鑑賞 松本 享子

16 山梨県 7級 吉  岡    詩  果 ﾖｼｵｶ ｼｲｶ 2002/10/31 18 山梨学院大学 関東　優勝 Firedance 宮本 賢二 バタフライ・ラヴァーズ・コンチェルト 岩本 英嗣 159 7 カフェ巡り 岩本 英嗣 岩本 知亜姫

17 北海道 7級 加  藤    花  怜 ｶﾄｳ ｶﾚﾝ 2001/7/5 20 北海学園大学 東北・北海道　７位 Dangerous 小田嶋 隼 Sway 小田嶋 隼 154 6 走り高跳び 料理 松本 享子

18 東京都 7級 井  上    千  尋 ｲﾉｳｴ ﾁﾋﾛ 1999/11/7 21 明治大学 東京　７位 白夜を行く 佐藤 紀子 Beauty And The Beast 佐藤 紀子 153 6 佐藤 信夫 佐藤 久美子

19 埼玉県 7級 綾  部    花  音 ｱﾔﾍﾞ ｶﾉﾝ 1999/10/7 22 大東文化大学 関東　７位 FINAL FANTASY Ⅸ 福田 真理恵 Miss Saigon 竹内 理恵 154 7 ゴルフ 川越散策 岡田 節子

20 東京都 7級 廣  田    彩  乃 ﾋﾛﾀ ｱﾔﾉ 2001/11/12 19 専修大学 東京　14位 Nocturne 太田 由希奈 Wild Side 望月 梨早 157 4 料理 サップ 鈴木 誠一

21 埼玉県 7級 松  原        茜 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｶﾈ 1997/10/7 24 埼玉アイスアリーナFC 関東　５位 女子十二楽坊 自由 川越 正大 ムーラン・ルージュ 川越 正大 158 6 絵画 うずらのお世話、映画 国分 文

22 東京都 7級 海  津    あすか ｶｲﾂﾞ ｱｽｶ 1999/10/28 22 東洋大学 東京　６位 CHICAGO 川越 正大 West Side Story 川越 正大 156 7 皿洗い、整理整頓 おさんぽ、読書、お昼寝 山本 雅江

23 北海道 7級 佐  藤    妃  依 ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ 2003/12/16 17 東海大学付属札幌高校 東北・北海道　６位 死の舞踏 小田嶋 隼 マレフィセント 小田嶋 隼 154 5 映画鑑賞 松本 享子

24 東京都 7級 依  田    茉里紗 ﾖﾀﾞ ﾏﾘｻ 2001/5/3 20 日本大学 東京　13位 Salvation 川越 正大 La La Land 岩本 英嗣 156 映画鑑賞 重松 直樹

25 東京都 7級 佐  上        黎 ｻｶﾞﾐ ﾚｲ 2000/1/3 21 法政大学 東京　10位 Stand By Me 服部 瑛貴 A Star Is Born 服部 瑛貴 155.5 6 料理 中田 誠人

26 東京都 7級 川  畑    和  愛 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄﾓｴ 2002/1/12 19 早稲田大学 東京　４位 シェルブールの雨傘 デイヴィッド・ウィルソン ヴァイオリン協奏曲第一楽章 デイヴィッド・ウィルソン 159 6 散歩、裁縫 樋口 豊 松永 由希奈

27 東京都 7級 増  田    未  夢 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾕ 2002/6/19 19 東洋大学 東京　11位 A Million Dreams 大西 志歩 Legends Of The Fall 大西 志歩 156 5 小林 れい子

28 東京都 7級 堀  見    華  那 ﾎﾘﾐ ﾊﾅ 2002/9/4 19 明治大学 東京　９位 Everything 宮本 賢二 ガーシュウィン  ｢ピアノ協奏曲ヘ長調｣ 宮本 賢二 157 6 ピアノ、筝 佐藤 信夫 佐藤 久美子

29 神奈川県 7級 鈴  木    珠  里 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾘ 1999/12/10 21 日本体育大学 関東　３位 L-O-V-E 西田 美和 A Question Of Honor
望月 梨早/

ルディ・ガリンド
150 6 英会話 お菓子作り 鈴木 誠一

シード選手：宮原知子 通過：５名 ＋ 免除：樋口新葉＜シニア女子　ショートプログラム　滑走順＞
＊2021年10月11日 エントリー情報を元に作成

＊年齢は2021年10月29日時



東日本選手権2021

都道府県 テスト級 氏名 生年月日 年齢 所属 ブロック大会 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 東京都 7級 周  藤        集 ｽﾄｳ ﾂﾄﾞｲ 2007/1/18 14 ＭＦアカデミー 東京　７位 Diga Diga Doo 岩本 英嗣 Se 岩本 英嗣 158 8 英語、韓国語 ボルダリング 中庭 健介 南雲 百恵/田之上 彩/瀬尾 茜

2 新潟県 6級 岡  本    和  彩 ｵｶﾓﾄ ｶｲ 2008/1/20 13 アイビスSC 東北・北海道　優勝 You Are The Reason 小平 渓介 See You Again 小平 渓介 153 6 バドミントン 動画鑑賞 渡部 幸裕

3 神奈川県 6級 栖  川    源二郎 ｽｶﾞﾜ ｹﾞﾝｼﾞﾛｳ 2003/5/15 18 横浜創英スケート部 関東　５位 VIOLET EVERGARDEN 佐藤 操 ガイーヌ 佐藤 操 177 11 読書 佐藤 亜希子

4 東京都 5級 田  中    蓮  音 ﾀﾅｶ ﾚｵﾝ 2007/5/11 14 東大和FSC 東京　11位 カルメン 駒場 幸大 1、2、3、4 駒場 幸大 162 4 ピアノ サックス、バイオリン 竹内 京子

5 千葉県 6級 三  吉    慶  哉 ﾐﾖｼ ｹｲﾔ 2007/10/22 14 アクアリンクちばSC 関東　６位 Wasted Nights 岩本 英嗣 希望 中西 樹希 160 8 スポーツ全般 ルービックキューブ 中川 雄介

6 東京都 7級 三  浦    佳  生 ﾐｳﾗ ｶｵ 2005/6/8 16 目黒日本大学高等学校
シード/

東京　優勝
ヴァイオリン協奏曲四季より「冬」 佐藤 紀子 Poeta 岩本 英嗣 168 4

野球観戦、

キャッチボール
佐藤 紀子 福井 信子/岡島 功治

7 宮城県 7級 本  田    大  翔 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ 2006/8/23 15 仙台泉Ｆ．Ｓ．Ｃ． 東北・北海道　２位 四季,冬 鈴木 明子 Lord Of The Rings 鈴木 明子 161 7 ものまね 将棋 田中 総司

8 埼玉県 7級 大  中    惟  吹 ｵｵﾅｶ ｲﾌﾞｷ 2003/12/26 17 秀明英光高校 関東　優勝 Perfect Blue 竹内 理恵 Swordland 竹内 理恵 172 水泳 福島 三都子 原田 富士子

9 宮城県 7級 尾  形    広  由 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛﾖｼ 2006/5/16 15 仙台FSC 東北・北海道　３位 コロブチカ 岩本 英嗣 PLANET OF THE APES 岩本 英嗣 162 4 短距離走 テニス、サッカー 浪岡 秀 武者 愛

10 長野県 6級 大久保    政  宗 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾑﾈ 2006/1/23 15 長野日大高校 関東　３位 Henry V 佐藤 操 The Land Race 駒場 幸大 164 6 村田 光弘

11 東京都 7級 木  村    智  貴 ｷﾑﾗ ﾄﾓｷ 2007/5/28 14 西武東伏見ＦＳＣ 東京　５位 Maria 服部 瑛貴 Electricity
小㞍 健太/

服部 瑛貴
155 7 宮崎 郁

12 東京都 7級 矢  島        司 ﾔｼﾞﾏ ﾂｶｻ 2006/3/16 15 駒場学園高校 東京　８位 Keeping Me Alive 服部 瑛貴 THE MASK OF ZORRO 服部 瑛貴 172 4 水泳 中田 誠人

13 東京都 6級 北  村    凌  大 ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 2003/11/23 17 ＭＦアカデミー 東京　９位 情熱大陸 荒屋 真理 信長協奏曲 岩本 英嗣 166.5 6 料理、卓球 映画鑑賞 中庭 健介 南雲 百恵/田之上 彩/瀬尾 茜

14 東京都 7級 大  島    光  翔 ｵｵｼﾏ ｺｳｼｮｳ 2003/2/15 18 明治大学 東京　２位 Real? 佐藤 操 La Strada 宮本 賢二 171 5 スキー ドライブ、サウナ 大島 淳

15 東京都 6級 加  藤    海  里 ｶﾄｳ ｶｲﾘ 2006/8/9 15 ＭＦアカデミー 東京　12位 YOUR SONG 岩本 英嗣 LA LA LAND 南雲 百恵 162 11 バレエ、百人一首 音楽鑑賞、映画鑑賞 中庭 健介 南雲 百恵/田之上 彩/瀬尾 茜

16 埼玉県 7級 山  田    琉  伸 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｼﾝ 2005/1/2 16 埼玉栄高校 関東　２位 Nuovo Cinema Paradiso How To Train Your Dragon 2 178 9 音楽鑑賞、映画鑑賞 大島 淳

17 東京都 7級 門  脇    慧  丞 ｶﾄﾞﾜｷ ｹｲｽｹ 2003/3/26 18 法政大学 東京　３位 Space Dementia 吉野 晃平 Mi Mancheraiw 有川 梨絵 173 8 有川 梨絵

18 東京都 7級 藤  城    柊  治 ﾌｼﾞｼﾛ ｼｭｳｼﾞ 2005/1/4 16 ＩＤ学園高等学校 東京　10位 アラベスク第1番 川越 正大 「我が祖国」モルダウより 服部 瑛貴 167 8 岡島 功治 野上 由樹絵/佐藤弥桜

19 千葉県 6級 河  西    陽  成 ｶﾜﾆｼ ﾖｳｾｲ 2007/6/21 14 アクアリンクちばSC 関東　４位 新世界より 中村 和 ラ・ラ・ランド 中村 和 168 6

ルービックキューブ（20.763秒）、

円周率の暗記（現在200桁）、

四重跳び

数学遊び、ﾙｰﾋﾞｯｸｷｭｰﾌﾞ、

周期表を覚える
中村 和

20 東京都 7級 菊  地    竜  生 ｷｸﾁ ﾘｭｳｾｲ 2004/11/18 16 目黒日本大学高等学校 東京　６位 Child In Paradise 駒場 幸大 ELEPHANT LOVE MEDLEY 駒場 幸大 165 5 ボルダリング 音楽鑑賞 駒場 幸大

21 新潟県 6級 金  子    陽  哉 ｶﾈｺ ﾊﾙﾔ 2005/6/13 16 新潟FCKZ 東北・北海道　４位 ニュー・シネマ・パラダイス 宮本 賢二 オペラ座の怪人 渡部 幸裕 171 9 ピアノ、スキー、陸上 読書、映画鑑賞、音楽鑑賞 松澤 光代
益田 万里香/皆川 晃子/

柾木 太貴/廣川 実沙樹

22 東京都 7級 小田垣        櫻 ｵﾀﾞｶﾞｷ ｻｸﾗ 2004/12/16 16 目黒日本大学高等学校 東京　４位 Call Out My Name 岩本 英嗣 El Tango De Roxanne 宮本 賢二 172 8 重松 直樹

【 シード選手：三浦佳生 】 通過：８名＜ジュニア男子　ショートプログラム　滑走順＞
＊2021年10月11日 エントリー情報を元に作成

＊年齢は2021年10月29日時



東日本選手権2021

都道府県 テスト級 氏名 生年月日 年齢 所属 ブロック大会 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 新潟県 6級 伊  藤    領  那 ｲﾄｳ ﾚｲﾅ 2007/3/10 14 新潟FC 東北・北海道　４位 月の光 天野 真 Cats 天野 真 153 6 三重跳び 絵を描くこと 松澤 光代 益田 万里香/皆川 晃子/柾木 太貴

2 東京都 7級 穂  積    乃  愛 ﾎﾂﾞﾐ ﾉｱ 2005/10/27 16 駒場学園高校 東京　８位 水百景 松永 由希奈 ラ・ラ・ランド 松永 由希奈 157 7 バレエ、なわとび バレエ 岡島 功治

3 神奈川県 7級 田  邊    桜  香 ﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾗｺ 2005/1/28 16 星槎国際横浜 関東　５位 「白鳥の湖」のテーマ 佐藤 紀子 「ある愛の詩」より 佐藤 紀子 154 8 ものまね 音楽・映画鑑賞 佐藤 紀子 福井 信子/岡島 功治

4 北海道 7級 長  岡    柚  奈 ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾅ 2005/7/13 16 藤女子 東北・北海道　３位 Within 横谷 花絵 Dralion 横谷 花絵 154 7 料理 うさぎとのおにごっこ 髙木 尚美

5 宮城県 6級 森  本    美  羽 ﾓﾘﾓﾄ ﾐｳ 2004/11/18 16 東北高校 東北・北海道　７位 Rain 坂本 惠梨 Never Enough 阿部 奈々美 156 9 書道 読書 阿部 奈々美 菊地 妃奈子/坂本 惠梨

6 東京都 6級 日  比    優  花 ﾋﾋﾞ ﾕｳｶ 2007/5/16 14 西武東伏見ＦＳＣ 東京　６位 Dog Days Are Over 服部 瑛貴 Wondering 服部 瑛貴 153 4 けん玉 踊ること 中田 誠人

7 東京都 7級 髙  木        謠 ﾀｶｷﾞ ﾖｳ 2007/12/15 13 ＭＦアカデミー 東京　３位 Once Upon A December 南雲 百惠 マスクオブゾロ 宮本 賢二 152 5 速読 お菓子作り、刺繍 中庭 健介 南雲 百恵/田之上 彩/瀬尾 茜

8 山梨県 7級 鈴  木    な  つ ｽｽﾞｷ ﾅﾂ 2003/4/18 18 Mエイトクラブ 関東　３位 タイスの瞑想曲 岩本 英嗣 West Side Story 岩本 英嗣 159 7 映画鑑賞 岩本 英嗣 藤本 梨乃/岩本 知亜姫

9 神奈川県 6級 杉  本    羽  美 ｽｷﾞﾓﾄ ｳﾐ 2007/12/25 13 KOSE新横浜ﾌﾟﾘﾝｽFSC 関東　４位 Swing Baby / J.Y.Park 松村 充 Harem by Sarah Brightman 松村　充 144 6 いつでもどこでも寝れる K-POP 松村 充

10 北海道 7級 伊  吹    有  紗 ｲﾌﾞｷ ｱﾘｻ 2006/2/22 15 札幌第一高校 東北・北海道　８位 黒い瞳 宮本 賢二 愛の夢 鈴木 潤 158 4 ダンス 音楽鑑賞 松本 享子

11 神奈川県 7級 杉  本    くるみ ｽｷﾞﾓﾄ ｸﾙﾐ 2005/4/16 16 白鵬女子高校 関東　８位 Forbidden Love 都築 奈加子 ボヘミアン・ラプソディ 都築 奈加子 154 都築 章一郎 都築 奈加子

12 東京都 7級 新  井    美  海 ｱﾗｲ ﾐﾐ 2008/6/25 13 明治神宮外苑FSC 東京　７位 コンフィデンスマンJP 田中 衆史 CATS 佐藤 操 144 6 体操 ダンス 佐竹 美和子

13 東京都 7級 井  瀧    梨  杏 ｲﾀｷ ﾘｱﾝ 2007/10/10 14 西武東伏見ＦＳＣ 東京　９位 Firedance 杉浦 幸江 Everybody Wants To Be A Cat 杉浦 幸江 142 6 だし巻き卵作り 動画を見る事、メイク 大石 行康 杉浦 幸江

14 神奈川県 7級 髙  橋        舞 ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 2005/3/24 16 横浜創英スケート部 関東　７位
Cirque du Soleil キュリオスより

GRAVITY LEVITAS
佐藤 操 協奏曲第4番『冬』 佐藤 操 155.5 7

クレヨンしんちゃんの

ものまね
メッセージカードづくり 鍵山 正和 佐藤 亜希子

15 青森県 7級 鈴  木    杏  梨 ｽｽﾞｷ ｱﾝﾘ 2007/11/23 13 三沢GOLD F・S・C 東北・北海道　９位 Forgotten Dreams
小笠原 雅子/

小笠原 牧子
Knights Of The Round Table

小笠原 雅子/

小笠原 牧子
154 3 ダンス 歌を歌うこと 小笠原 雅子 小笠原 牧子

16 東京都 6級 三  木    音  葉 ﾐｷ ｵﾄﾊ 2008/5/10 13 西武東伏見ＦＳＣ 東京　10位 Opportunity 服部 瑛貴 The Addams Family 服部 瑛貴 141 7 四重跳び 読書 重松 直樹

17 東京都 7級 中  井    亜  美 ﾅｶｲ ｱﾐ 2008/4/27 13 ＭＦアカデミー 東京　２位 O Holy Night by Jackie Evancho 宮本 賢二 To Believe by Jackie Evancho 宮本 賢二 141 5 短距離走 ダンス 中庭 健介 南雲 百恵/田之上 彩/瀬尾 茜

18 宮城県 7級 中  川        涼 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ 2005/6/19 16 仙台FSC 東北・北海道　５位 Gopher 岩本 英嗣 The Fifth Element 岩本 英嗣 158 5 ダンス 料理 浪岡 秀 武者 愛

19 千葉県 7級 三  枝    知香子 ｻｲｸﾞｻ ﾁｶｺ 2003/6/7 18 アクアリンクちばSC 関東　２位 Paint It Black / Sympathy For The Devil 服部 瑛貴 The Mission 服部 瑛貴 153 9 なわとび 読書 中村 和

20 東京都 7級 奥  野    友莉菜 ｵｸﾉ ﾕﾘﾅ 2007/2/18 14 明治神宮外苑FSC 東京　４位 チャップリンメドレー 宮本 賢二 リバーダンス 宮本 賢二 156 5 柔軟体操 お菓子作り 岡島 功治 佐藤 弥桜

21 岩手県 7級 長  澤    朋  花 ﾅｶﾞｻﾜ ﾄﾓｶ 2007/9/20 14 盛岡FSC 東北・北海道　６位 Cats 本郷 裕子 Desert
本郷 裕子/

本郷 理華
156 8 走ること 折り紙 佐々木 正徳

22 東京都 7級 元  榮    愛  子 ﾓﾄｴ ｱｲｺ 2004/7/6 17 目黒日本大学高等学校 東京　５位 パリは燃えているか 都築 奈加子 Black Swan 都築 奈加子 154 5 水泳 犬と散歩 都築 章一郎 都築 奈加子

23 東京都 7級 住  吉    りをん ｽﾐﾖｼ ﾘｦﾝ 2003/8/15 18 駒場学園高校 東京　優勝 Je suis malade 佐藤 紀子 Mulan キャシー・リード 156 4 パン作り 料理 岡島 功治 佐藤 紀子/佐藤 弥桜

24 神奈川県 7級 菅  野    夏  帆 ｶﾝﾉ ｶﾎ 2007/7/10 14 KOSE新横浜ﾌﾟﾘﾝｽFSC 関東　優勝 カルメン 佐藤 紀子 ニュー・シネマ・パラダイス 佐藤 紀子 156 5 硬筆 お菓子作り 佐藤 紀子 福井 信子/岡島 功治

25 宮城県 7級 千  葉    百  音 ﾁﾊﾞ ﾓﾈ 2005/5/1 16 東北高校 東北・北海道　優勝 エデンの東 鈴木 明子 Butterfiy Lovers Concherto 宮本 賢二 153.5 4 エコバッグ畳み 読書、バレエ 田中 総司

26 埼玉県 7級 佐  藤    優  妃 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 2006/12/31 14 埼玉アイスアリーナFC 関東　６位 CATS 「Memory」 皆木 優子 QUIDAM 皆木 優子 152 4 映画鑑賞 皆木 優子

27 青森県 7級 聖  前    埜乃華 ｼｮｳｾﾞﾝ ﾉﾉｶ 2005/9/22 16 八戸工大一高 東北・北海道　２位 Legends Of The Fall 岩本 英嗣 Sweet  Dreams
本郷 裕子/

本郷 理華
153 6 音楽鑑賞 佐々木 正徳 坂本 まゆみ/屋敷 いずみ

28 山梨県 7級 澤  登    早也香 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｻﾔｶ 2006/11/17 14 Mエイトクラブ 関東　10位 ピンクパンサー 岩本 英嗣 情熱大陸 岩本 英嗣 156 7 ピアノ 料理 岩本 英嗣 藤本 梨乃/岩本 知亜姫

29 神奈川県 7級 久保山        唯 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾕｲ 2007/4/5 14 KOSE新横浜ﾌﾟﾘﾝｽFSC 関東　９位 Violin Concerto 宮本 賢二 ミス・サイゴン 宮本 賢二 153 4 掃除 映画鑑賞 佐藤 信夫 佐藤 久美子/小林 れい子

30 宮城県 6級 嶺  岸    優  那 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕﾅ 2007/6/14 14 宮城FSC 東北・北海道　10位 TRIBAL GATHERING 阿部 奈々美 映画「007」より
坂本 惠梨/

阿部 奈々美
161 8 走ること 音楽鑑賞、料理 阿部 奈々美 菊地 妃奈子/坂本 惠梨

通過：10名＜ジュニア女子　ショートプログラム　滑走順＞
＊2021年10月11日 エントリー情報を元に作成

＊年齢は2021年10月29日時



全日本選手権2021　アイスダンス予選会（東日本選手権2021）

都道府県 テスト級 氏名 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

岡山県 シルバー 平  山    姫里有 ﾋﾗﾔﾏ ｷﾘｱ 1999/3/31 22 倉敷FSC 150 6 ネイル 韓国ドラマ 有川 梨絵

岡山県 立  野        在 ﾀﾃﾉ ｱﾙ 1997/8/29 24 倉敷FSC 170 8 有川 梨絵

全日本ジュニア選手権2021　アイスダンス予選会（東日本選手権2021）

都道府県 テスト級 氏名 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

京都府 シルバー 來  田    奈  央 ｷﾀﾞ ﾅｵ 2007/3/11 14 木下アカデミー 155 6 HIPHOP、JAZZ 料理 キャシー・リード

京都府 シルバー 森  田    真沙也 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾔ 2003/11/16 17 木下アカデミー 165 10 ヒップホップダンス 読書 キャシー・リード

東京都 プレシルバー 小  松    春  陽 ｺﾏﾂ ﾊﾙﾋ 2005/1/13 16 明治神宮外苑FSC 157.4 7 カメラ 樋口 豊 砂山 朱

東京都 ブロンズ 熊  野    英  輔 ｸﾏﾉ ｴｲｽｹ 2005/8/7 16 明治神宮外苑FSC 172 6 模型作り スキー 樋口 豊 砂山 朱

東京都 プレシルバー 佐々木    彩  乃 ｻｻｷ ｱﾔﾉ 2002/10/18 19 日本大学 158 8 料理、映画鑑賞 砂山 朱

東京都 プレシルバー 田  村    篤  彦 ﾀﾑﾗ ｱﾂﾋｺ 2004/1/3 17 正則学園高等学校 166 7
ちいかわ・しろたん収集、

筋トレ
砂山 朱

福岡県 プレブロンズ 藤  木        翠 ﾌｼﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ 2003/5/8 18 ﾊﾟﾋﾟｵﾌｨｷﾞｭｱｸﾗﾌﾞ 165 鈴木智子

福岡県 プレシルバー 下  川    誠  也 ｼﾓｶﾜ ｾｲﾔ 2005/9/19 16 ﾊﾟﾋﾟｵﾌｨｷﾞｭｱｸﾗﾌﾞ 172.5 7 社交ダンス、珠算暗算 音楽鑑賞、ゲーム 鈴木 弘幸 鈴木 智子

愛知県 シルバー 山  下    珂  歩 ﾔﾏｼﾀ ｶﾎ 2004/12/10 16 セント星ヶ丘FSC 165 9 お菓子作り 映画鑑賞 高橋 裕美 高橋 学

愛知県 シルバー 永  田    裕  人 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾄ 2004/10/27 17 セント星ヶ丘FSC 165 7 ゲーム 音楽鑑賞 高橋 裕美 高橋 学

＜シニア　アイスダンス　リズムダンス　滑走順＞
＊2021年10月11日 エントリー情報を元に作成

＊年齢は2021年10月29日時

＊2021年10月11日 エントリー情報を元に作成

＊年齢は2021年10月29日時

1

Four Five Seconds キャシー・リード
Satisfaction, Angie,

Roll Over Beethoven

キャシー・リード/

平井 絵巳/

Marien de la

Asuncion

Love One Another / Faith シェルブールの雨傘有川 梨絵 有川 梨絵

1

＜ジュニア　アイスダンス　リズムダンス　滑走順＞

2

3

4

5

Dream A Little Dream/

Shake It Off

Slightly Hung Over,

You´re The One For Me

Singin’ In The Rain/

Good Morning
砂山 朱

Love Is Back/Uptown Funk Aaron Lowe Beauty and The Beast 砂山 朱

砂山 朱

美女と野獣 鈴木 健太郎

Bruno Mars Medley. 高橋 裕美
Lovefool

〜 Geraldinens Routine.

Aaron lowe/

Megan Wing

鈴木 健太郎


