
第90回 全日本フィギュアスケートジュニア選手権　＜ジュニア男子＞

都道府県 テスト級 氏名 生年月日 年齢 所属 予選 全日本ジュニア 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 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
近畿 ７位

西日本 ８位
４年連続 ４回目 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

2 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

東日本 ２位
５年連続 ５回目 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

3 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

東日本 ５位
３年連続 ３回目 Call Out My Name 岩本 英嗣 El Tango De Roxanne 宮本 賢二 172 8 重松 直樹

4 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
近畿 ５位

西日本 ７位
３年連続　４回目 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

5 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
近畿 ４位

西日本 ２位
６年連続 ６回目

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 長光 歌子 山井 真美子/吉野 晃平

6 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

東日本 ３位
６年連続 ６回目 Space Dementia 吉野 晃平 Mi Mancheraiw 有川 梨絵 173 8 有川 梨絵

7 東京都 7級 菊  地    竜  生 ｷｸﾁ ﾘｭｳｾｲ 2004/11/18 17 目黒日本大学高等学校
東京 ６位

東日本 ４位
４年連続 ４回目 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

8 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

東日本 ９位
初出場 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

9 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

東日本 ６位
３年連続 ３回目 Maria 服部 瑛貴 Electricity

小㞍 健太/

服部 瑛貴
156 7 ジャストダンス 読書 宮崎 郁

10 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
近畿 ９位

西日本 17位
初出場 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

11 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
近畿 ８位

西日本 12位
３年ぶり ２回目 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

12 香川県 6級 篠  原    大  輝 ｼﾉﾊﾗ ﾀｲｷ 2007/10/15 14 香川フィギュアC
中四国九州 ５位

西日本 15位
初出場 My Favorite Things 森川 絢奈 VIVALDI SUMMER 他 森川 絢奈 7 ルービックキューブ 将棋、ポケモンGO 綱井 みちる 森川 絢奈/村尾 涼/河野 有香

13 岡山県 7級 鈴  木        空 ｽｽﾞｷ ｿﾗ 2003/7/20 18 就実学園
中四国九州 ６位

西日本 16位
初出場 ALWAYS 三丁目の夕日 宮﨑 勇人 Child Of Nazareth

坪田 佳子/

宮﨑 勇人
171 9 アニメ鑑賞 秦 安曇

仲行 恵美/吉川 絵美/坪田 佳子/

延原 友梨奈/竹﨑 睦

14 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

東日本 ７位
２年連続 ２回目 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

15 愛知県 7級 田  内    誠  悟 ﾀｳﾁ ｾｲｺﾞ 2008/5/7 13 名東FSC
中部 優勝

西日本 ６位
２年連続 ２回目 Je me souviens de nous 宮本 賢二 KINGDOM 宮本 賢二 165 6 長距離走 ビデオ鑑賞 門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

16 京都府 6級 高  橋    星  名 ﾀｶﾊｼ ｾﾅ 2010/1/29 11 京都宇治FSC
近畿 優勝

全日本Nv.A ３位
初出場 ヴァイオリン協奏曲 キャシー・リード 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

17 福岡県 7級 垂  水    爽  空 ﾀﾙﾐ ｿﾗ 2005/9/23 16 ﾊﾟﾋﾟｵﾌｨｷﾞｭｱｸﾗﾌﾞ
中四国九州 優勝

西日本 10位
３年ぶり ２回目 Poeta 宮本 賢二 The Mission 宮本 賢二 160 5 ドラム、イラスト 音楽鑑賞 石原 美和 松永 幸恵

18 兵庫県 7級 壷  井    達  也 ﾂﾎﾞｲ ﾀﾂﾔ 2002/12/17 18 神戸大学
近畿 ２位

西日本 優勝
７年連続 ７回目 映画 「ツリーオブライフ」 より 吉野 晃平 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

19 東京都 7級 中  田    璃  士 ﾅｶﾀ ﾘｵ 2008/9/8 13 西武東伏見ＦＳＣ
東京 ２位

全日本Nv.A 優勝
２年連続 ２回目 Believer 服部 瑛貴 IRISH LEGEND 岩本 英嗣 148 3 英語 サッカー 中田 誠人

20 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
近畿 優勝

西日本 ３位
５年連続 ５回目 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

21 神奈川県 7級 西  野    太  翔 ﾆｼﾉ ﾀｲｶﾞ 2009/10/16 12 神奈川FSC
関東 優勝

全日本Nv.A ２位
初出場 キャラバン 吉川 英里 オペラ座の怪人 吉川 英里 140 5 回転練習、逆立ち ゲーム、YouTube鑑賞 吉川 英里

22 岡山県 7級 樋  口    温  之 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾕｷ 2006/5/31 15 岡山SC
中四国九州 ４位

西日本 14位
初出場 Pink Panther 坪田 佳子 West Side Story 本郷 裕子 166 7 ボルダリング 映画鑑賞 秦 安曇 仲行 恵美/吉川 絵美/坪田 佳子

23 愛知県 7級 誉  田    知  己 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ 2004/8/23 17 愛知みずほ大瑞穂高校
中部 ２位

西日本 13位
初出場 Feeling Good 宮本 賢二 LA LA LAND 宮本 賢二 174 4 ゲーム 中島 鐡勝 鈴木 杏奈

24 福岡県 7級 松  岡    隼  矢 ﾏﾂｵｶ ｼｭﾝﾔ 2004/3/10 17 沖学園
中四国九州 ２位

西日本 11位
３年ぶり ２回目 トスカ 宮本 賢二 ブレイブハート 宮本 賢二 167 9 スポーツ全般 パソコン 石原 美和 松永 幸恵

25 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
東京 優勝

東日本 優勝

★シード

５年連続 ５回目
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

26 愛知県 7級 三  島    舞  明 ﾐｼﾏ ﾏｻﾔ 2007/5/8 14 名古屋FSC
中部 ３位

西日本 ９位
初出場 Totentanz 神野 汐里 The Mask 神野 汐里 163 8 陸上競技、少林寺拳法 多面体折り紙 荻野 正子 神野 汐里

27 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
近畿 ６位

西日本 ４位
４年連続 ４回目 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

28 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

東日本 ８位
初出場 Nuovo Cinema Paradiso How To Train Your Dragon 2 178 9 音楽鑑賞、映画鑑賞 大島 淳

29 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
近畿 ３位

西日本 ５位
５年連続 ５回目 Mountain Top 吉野 晃平 Rhapsody In Blue 佐藤 操 169 7

音楽鑑賞、アニメ

ゲーム、犬と遊ぶ
淀 粧也香 長光 歌子/河野 由美

30 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
近畿 ２位

全日本Nv.A ４位
初出場 Le Corsaire: Act 1. 1 Overture, 24 Coda Toccata And Fugue In D Minor キャシー・リード 155 5 球技 ピアノ 濱田 美栄
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第90回 全日本フィギュアスケートジュニア選手権　＜ジュニア女子＞

都道府県 テスト級 氏名 生年月日 年齢 所属 予選 全日本ジュニア 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 愛知県 7級 磯  村    彩  姫 ｲｿﾑﾗ ｻｷ 2002/12/23 18 中京大学
中部　８位

西日本 11位
２年連続 ２回目 I’m A Down For Lack o’ Johnny 安藤 美姫 EVITA 安藤 美姫 165 8 門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

2 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
近畿 ７位

西日本 10位
２年連続 ２回目 So Long Farewell Goodbye 荒屋 真理 シンデレラ 宮本 賢二 158 6 ドラえもんグッズ集め 淀 粧也香 長光 歌子

3 愛知県 6級 上  薗    恋  奈 ｳｴｿﾞﾉ ﾚﾅ 2010/6/7 11 グランプリ東海クラブ
中部 ２位

全日本Nv.A ５位
初出場 バーレスク 樋口 美穂子 Sex Kick 樋口 美穂子 147 7 ダンス ピアノ 山田 満知子 樋口 美穂子/村上 友季子/本郷 裕子

4 福岡県 7級 江  川    マリア ｴｶﾞﾜ ﾏﾘｱ 2003/12/18 17 ﾊﾟﾋﾟｵﾌｨｷﾞｭｱｸﾗﾌﾞ
中四国九州 優勝

西日本 ４位
３年連続 ４回目 ラストエンペラー レ・ミゼラブル 宮本 賢二 158 5 料理 石原 美和 松永 幸恵

5 岡山県 7級 岡  本    真  綸 ｵｶﾓﾄ ﾏﾘﾝ 2004/10/21 17 岡山理大附高校
中四国九州 ２位

西日本 ９位
２年連続 ３回目 おんな城主直虎 安藤 美姫 ノートルダムの鐘 坪田 佳子 159 7 犬と遊ぶこと 秦 安曇

仲行 恵美/吉川 絵美/坪田 佳子/

延原 友梨奈/竹﨑 睦

6 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

東日本 ２位
２年連続 ２回目 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 紀子/佐藤 弥桜

7 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

東日本 ７位
初出場 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

8 京都府 7級 櫛  田    育  良 ｸｼﾀﾞ ｲｸﾗ 2007/10/29 14 木下アカデミー
近畿 優勝

西日本 ２位
２年連続 ２回目 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/キャシー・リード

9 愛知県 7級 後  藤    千  弦 ｺﾞﾄｳ ﾁﾂﾞﾙ 2007/3/15 14 グランプリ東海クラブ
中部 ２位

西日本 15位
初出場 Big Mothership / The Child(Inside)

山田 満知子/

樋口 美穂子
Corteo

山田 満知子/

樋口 美穂子
148 5 お菓子作り 料理 樋口 美穂子 山田 満知子/本郷 裕子/村上 友季子

10 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

東日本 ９位
初出場 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

11 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
近畿 ２位

西日本 優勝
３年連続 ３回目 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

12 京都府 7級 島  田    麻  央 ｼﾏﾀﾞ ﾏｵ 2008/10/30 13 木下アカデミー
近畿 優勝

全日本Nv.A 優勝

★シード

２年連続 ２回目
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

13 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
近畿 ６位

西日本 ７位
２年連続 ２回目 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

田村 岳斗/村元 小月/

佐藤 洸彬/岡本 治子

14 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

東日本 ８位
５年連続 ５回目 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

15 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

東日本 優勝
２年連続 ４回目 Je suis malade 佐藤 紀子 Mulan キャシー・リード 156 4 パン作り 料理、映画鑑賞 岡島 功治 佐藤 紀子/佐藤 弥桜

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
近畿 ４位

西日本 ５位
初出場 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/村元 小月/佐藤 洸彬

17 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

東日本 ５位
初出場 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

18 兵庫県 7級 高  橋    萌  音 ﾀｶﾊｼ ﾓﾈ 2007/7/16 14 神戸クラブ
近畿 11位

西日本 13位
初出場 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
147 7 英語 睡眠 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

19 京都府 7級 田  中    梓  沙 ﾀﾅｶ ｱｽﾞｻ 2005/10/29 16 木下アカデミー
近畿 ５位

西日本 ３位
３年連続 ３回目 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/佐藤 洸彬/村元 小月

20 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

東日本 10位
３年連続 ３回目 「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

21 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

東日本 ３位
４年連続 ４回目 エデンの東 鈴木 明子 Butterfly Lovers Concherto 宮本 賢二 154 4 エコバッグ畳み 読書、バレエ 田中 総司

22 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

東日本 ４位
２年連続 ２回目 O Holy Night by Jackie Evancho 宮本 賢二 To Believe by Jackie Evancho 宮本 賢二 145 5 短距離走 ダンス 中庭 健介 南雲 百恵/田之上 彩/瀬尾 茜

23 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
近畿 ２位

全日本Nv.A ３位
初出場 Secret Garden キャシー・リード Beatles Medley キャシー・リード 150 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/岡本 治子

24 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

東日本 ６位
２年連続 ２回目 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

25 福岡県 7級 山  田        恵 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲ 2009/6/10 12 ﾊﾟﾋﾟｵﾌｨｷﾞｭｱｸﾗﾌﾞ
中四国九州 優勝

全日本Nv.A ４位
初出場 ツィゴイネルワイゼン 宮本 賢二 ウエストサイド 宮本 賢二 145 5 側転 韓国ドラマを見ること 石原 美和

26 京都府 7級 柚  木    心  結 ﾕﾉｷ ﾐﾕ 2006/1/13 15 京都宇治FSC
近畿 10位

西日本 14位
２年ぶり ２回目 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

27 愛知県 7級 横  井    きな結 ﾖｺｲ ｷﾅﾕ 2004/12/12 16 中京大中京高校
中部 優勝

西日本 ８位
３年連続 ４回目 Bei Mir Bist Du Schoen 川梅 みほ ハリーポッターと賢者の石 鈴木 明子 157 7 ドラマ鑑賞 成瀬 葉里子 川梅 みほ/須賀 江里奈/立松 香織

28 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
近畿 ３位

西日本 ６位

★シード

３年連続 ４回目
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

29 兵庫県 7級 吉  本        玲 ﾖｼﾓﾄ ﾚｲ 2004/5/11 17 神戸クラブ
近畿 ８位

西日本 12位
２年ぶり ４回目 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 曲あて 岩盤浴 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

30 愛知県 6級 和  田    薫  子 ﾜﾀﾞ ｶｵﾙｺ 2009/5/13 12 グランプリ東海クラブ
中部 優勝

全日本Nv.A ２位
初出場 Federkleid 樋口 美穂子 仮面舞踏会 樋口 美穂子 138 5 映画鑑賞、読書 樋口 美穂子 山田 満知子/本郷 裕子/村上 友季子
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第90回 全日本フィギュアスケートジュニア選手権　＜ジュニア　アイスダンス＞

都道府県 テスト級 氏名 生年月日 年齢 所属 予選会 全日本ジュニア 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 157 6 HIPHOP、JAZZ パン作り キャシー・リード チャド・ウエストゲイト

京都府 シルバー 森  田    真沙也 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾔ 2003/11/16 18 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 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 173.5 7 社交ダンス 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 164 9 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 166 7 ゲーム 音楽鑑賞 高橋 裕美 高橋 学

＊2021年11月8日 エントリー情報を元に作成

＊年齢は2021年11月19日時

アイスダンス予選会

２位
２年連続 ２回目回目

Slightly Hung Over,

You´re The One For Me
鈴木 健太郎 美女と野獣 鈴木 健太郎

5 Bruno Mars Medley. 高橋 裕美
Lovefool 

～ Geraldinens Routine.

Aaron lowe/

Megan Wing

アイスダンス予選会

４位
初出場

アイスダンス予選会

３位
２年連続 ２回目

4

2
Dream A Little Dream/

Shake It Off
砂山 朱

Singin’ In The Rain/

Good Morning
砂山 朱

アイスダンス予選会

５位
初出場

3 Love Is Back/Uptown Funk
Aaron lowe/

Megan Wing
Beauty and The Beast 砂山 朱

1
Four Five Seconds,

Diamonds
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

初出場
アイスダンス予選会

優勝


