
西日本選手権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 広島県 7級 鈴  木    零  偉 ｽｽﾞｷ ﾚｲ 2003/7/14 18 広島スケートクラブ 中四国九州　３位 Stairway To Heaven 宮﨑 勇人 Despacito (Remix) (feat. Justin Bieber) 本郷 裕子 168 9 ゲーム エレキギター 秦 安曇
仲行 恵美/吉川 絵美/

竹﨑 睦/坪田 佳子/延原 友梨奈

2 岡山県 7級 杉  山    匠  海 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾐ 2002/11/8 18 岡山大学 中四国九州　優勝 Welcome Home ジェレミー・アボット Adios Nonino 佐藤 有香 170 11 体が柔らかいところ お風呂 秦 安曇
佐藤 有香/本田 武史/仲行 恵美/吉川 絵美/

竹﨑 睦/坪田 佳子/延原 友梨奈

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
近畿　４位

ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ
I’m Still Standing キャシー・リード Jekyll ＆ Hyde キャシー・リード 174 9 日焼け サウナ 濱田 美栄 田村 岳斗/村元 小月/佐藤 洸彬

4 大阪府 7級 木  科    雄  登 ｷｼﾅ ﾕｳﾄ 2001/10/15 20 関西大学 近畿　７位 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

5 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 近畿　８位 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

6 福岡県 7級 古  家    龍  磨 ﾌﾙﾔ ﾀﾂﾏ 2001/8/19 20 九州工業大学 中四国九州　２位 Hallelujah 宮本 賢二 The Greatest Showman 郡山 智之 160.7 7 けん玉 読書 河野 由美
岡﨑 央/津留 泰/

岡﨑 真/市丸 美々

7 愛知県 7級 和  田    龍  京 ﾜﾀﾞ ｷﾐﾁｶ 2000/11/24 20 中京大学 中部　２位 バラード第4番 ヘ短調 作品52 川梅 みほ 四季より「冬」 川梅 みほ 175.2 9 絵、バスケ 絵、バスケ 成瀬 葉里子 川梅 みほ/須賀 江理奈/立松 香織

8 福岡県 7級 早  川    晃太郎 ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 1997/11/8 23 国際医療福祉大学 中四国九州　５位 Slow Dancing In The Dig City 中島 勇人 Io ci sarò 郡山 智之 166 4 氷の穴埋め 中島 勇人

9 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 近畿　６位 Perhaps Love 笹原 景一朗 Les Miserables 木原 万莉子 172 11 三重跳び カフェ巡り 田村 拓

10 大阪府 7級 須  本    光  希 ｽﾓﾄ ﾐﾂｷ 2001/2/4 20 関西大学 近畿　５位 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

11 岡山県 7級 東        健  太 ﾋｶﾞｼ ｹﾝﾀ 2000/2/23 21 川崎医療福祉大学 中四国九州　４位 Mess Is Mine 宮﨑 勇人 Exogenesis : Symphony. Part 3 宮﨑 勇人 181 7 ドライブ 秦 安曇
仲行 恵美/吉川 絵美/

坪田 佳子/延原 友梨奈/竹﨑 睦

12 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 近畿　３位 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

＊2021年10月11日 エントリー情報を元に作成

＊年齢は2021年11月5日時
ユニバーシアード：森口澄士

シード選手：宇野昌磨

通過：９名 ＋ 免除：田中刑事、友野一希、山本草太、三宅星南、本田ルーカス剛史＜シニア男子　ショートプログラム　滑走順＞



西日本選手権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 福岡県 7級 竹  野    仁  奈 ﾀｹﾉ ﾆｲﾅ 2001/3/13 20 筑紫女学園大学 中四国九州　３位 チャルダッシュ 宮本 賢二 Carmen 宮本 賢二 163 6 韓国語会話 音楽鑑賞 石原 美和 松永 幸恵

2 鳥取県 7級 永  見    千代乃 ﾅｶﾞﾐ ﾁﾖﾉ 2002/6/15 19 ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清心女子大学 中四国九州　５位 Violin Muse 津内 胡菜 BLACK SWAN 津内 胡菜 159 8 カロリー計算 八百屋めぐり 無良 隆志 無良 千絵/津内 胡菜

3 愛知県 8級 大  庭        雅 ｵｵﾊﾞ ﾐﾔﾋﾞ 1995/8/8 26 東海東京FH 中部　４位 Send In The Clowns 大庭 雅 TITANIC 安藤 美姫 162 10 囲碁、水泳 LESMILLS、ZUMBA 門奈 裕子

4 愛知県 7級 新田谷        凜 ﾆﾀﾔ ﾘﾝ 1997/8/8 24 中京大学 中部　３位 Red Violin
樋口 美穂子/

山田 満知子
Black Swan

樋口 美穂子/

山田 満知子
155 8 体幹

ゲーム、寝る事、

スポーツ観戦
樋口 美穂子 山田 満知子/本郷 裕子/吉田 早斗子

5 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 近畿　10位 You Are The Reason 笹原 景一朗 Exogenesis Symphony Part 3 笹原 景一朗 163 5 お菓子作り アニメ鑑賞 淀 粧也香 長光 歌子/河野 由美/岡崎 央

6 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 近畿　８位 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

7 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 近畿　５位 Moonlight Sonata 小田嶋 隼 Elizabeth 坂上 美紀 153 7 お絵描き 長風呂 増田 雅子

8 京都府 7級 井  上    晴  絵 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｴ 2000/9/16 21 立命館大学 近畿　12位 Caraven 小田嶋 隼 Carmen 木原 万莉子 156 7 ドラマ鑑賞、散歩 増田 雅子

9 愛知県 8級 加  藤    利緒菜 ｶﾄｳ ﾘｵﾅ 1998/2/7 23 中京大学 中部　11位 Axel 加藤 ゆかり Turandot 坂上 美紀 152 3 体操 加藤 ゆかり

10 愛知県 7級 浦  松    千  聖 ｳﾗﾏﾂ ﾁｻﾄ 2002/8/6 19 中京大学 中部　８位 Cheap Thrills 樋口 美穂子 戦場のメリークリスマス 樋口 美穂子 161 5 水泳 ほしの島のにゃんこ 樋口 美穂子 山田 満知子/本郷 裕子/村上 友季子

11 愛知県 7級 酒  井    祐  香 ｻｶｲ ﾕｶ 1999/5/4 22 中京大学 中部　７位 Dont Cha
山田 満知子

/樋口 美穂子
The Greatest Showman Medley

山田 満知子

/樋口 美穂子
155 5 樋口 美穂子 山田 満知子/本郷 裕子/村上 友季子

12 福岡県 7級 西  坂    美  柚 ﾆｼｻﾞｶ ﾐﾕ 1999/9/18 22 九州大学 中四国九州　７位 So Deep Is The Night 宮本 賢二 Violin Fantasy On Puccini Turandot
Natalia BESTEMYANOVA/

Igor BOBRIN/鈴木 明子
161 5 石原 美和 松永 幸恵

13 岡山県 7級 三  宅    咲  綺 ﾐﾔｹ ｻｷ 2002/11/23 18 岡山理科大学 中四国九州　優勝 Never Enough 鈴木 明子 ムーラン・ルージュ 鈴木 明子 154 7 声真似 料理、釣り、メイク 秦 安曇

14 愛知県 7級 荒  木    菜  那 ｱﾗｷ ﾅﾅ 2002/3/5 19 中京大学 中部　５位 Bloodstream 樋口 美穂子 Courage 樋口 美穂子 158 8 韓国アイドル鑑賞 樋口 美穂子 山田 満知子/本郷 裕子/村上 友季子

15 大阪府 8級 白  岩    優  奈 ｼﾗｲﾜ ﾕｳﾅ 2001/11/26 19 関西大学 近畿　４位 Feeling Good ブノワ・リショー Scheherazade ブノワ・リショー 152 6 一輪車 ダンス、ドライブ 濱田 美栄 キャシー・リード

16 福岡県 7級 竹  野    比  奈 ﾀｹﾉ ﾋﾅ 1997/7/10 24 福岡大学
中四国九州　２位

ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ
ニュー・シネマ・パラダイス 鈴木 明子 Titanic 宮本 賢二 151 8 お菓子作り 映画鑑賞、スキンケア収集 石原 美和 松永 幸恵

17 大阪府 7級 森  下    実  咲 ﾓﾘｼﾀ ﾐｻｷ 1999/11/13 21 関西大学 近畿　６位 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

18 広島県 7級 伊  勢    桃  菜 ｲｾ ﾓﾓﾅ 2002/6/15 19 広島スケートクラブ 中四国九州　４位 Man Of La Mancha 青木 有葵 ANASTASIA 青木 有葵 150 6 大西 勝敬 青木 有葵/山田 さくら

19 愛知県 7級 永  田    絵美莉 ﾅｶﾞﾀ ｴﾐﾘ 2000/3/15 21 中京大学 中部　９位 Tango 荒屋 真理 Give You My Heart 荒屋 真理 157 9 バリスタ 韓国ドラマ鑑賞 門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

20 愛知県 7級 山  下    真  瑚 ﾔﾏｼﾀ ﾏｺ 2002/12/31 18 中京大学 中部　６位 Angel
山田 満知子/

樋口 美穂子
SAYURI

山田 満知子/

樋口 美穂子
152 7 料理 樋口 美穂子 山田 満知子/本郷 裕子/村上 友季子

21 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 近畿　３位 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

22 広島県 7級 田  村    綾  音 ﾀﾑﾗ ｱﾔﾈ 2002/12/6 18 広島文化学園大学 中四国九州　６位 Armenian Rhapsody 本郷 裕子 Cinderella 宮﨑 勇人 150 7 料理 音楽を聴くこと 秦 安曇
仲行 恵美/吉川 絵美/坪田 佳子/

延原 友梨奈/竹﨑 睦

23 愛知県 7級 渡  辺    真  央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 1996/3/17 25 中京大学 中部　10位 Amazing Grace 荒屋 真理 Moulin Rouge 荒屋 真理 映画鑑賞 淀 粧也香 長光 歌子

24 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 近畿　７位 仮面舞踏会 キャシー・リード Memory (From Cats) 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

25 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 近畿　９位 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

26 京都府 7級 三  善    友  奈 ﾐﾖｼ ﾕｳﾅ 2001/7/9 20 立命館大学 近畿　11位 Invierno Porteno 岩本 英嗣 白夜行 阿部 奈々美 159 6 三重跳び、声真似 音楽鑑賞,映画鑑賞 大西 勝敬

＜シニア女子　ショートプログラム　滑走順＞

シード選手：紀平梨花、坂本花織

ユニバーシアード：竹野比奈 通過：11名 ＋ 免除：三原舞依、横井ゆは菜、松生理乃、河辺愛菜
＊2021年10月11日 エントリー情報を元に作成

＊年齢は2021年11月5日時



西日本選手権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 兵庫県 6級 佐  藤        光 ｻﾄｳ ﾋｶﾘ 2007/10/15 14 ひょうご西宮FSC 近畿　15位 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

2 福岡県 6級 戸  田    晴  登 ﾄﾀﾞ ﾊﾙﾄ 2006/3/17 15 北九州FSC 中四国九州　７位 Eclipse 岡崎 央 ROMEO + JULIET 郡山 智之 170 9 SNS鑑賞 河野 由美
岡﨑 央/津留 泰/

岡﨑 真/筒井 晴香

3 広島県 7級 三  島    悠  生 ﾐｼﾏ ﾊﾙｷ 2004/2/23 17 広島スケートクラブ 中四国九州　３位 You Are The Reason 宮﨑 勇人 ドラマ 「仁 -JINｰ」より 本郷 裕子 170 8 長風呂 お風呂 秦 安曇
仲行 恵美/吉川 絵美/坪田 佳子/

延原 友梨奈/竹﨑 睦

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 近畿　10位 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 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 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

6 愛知県 6級 中  野    瑠  伽 ﾅｶﾉ ﾙｶ 2008/2/22 13 名東FSC 中部　４位 The Lady Is A Tramp, 他 荒屋 真理 映画「トランスフォーマー」より 若松 詩子 158 9 釣り ガンプラ作り 門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

7 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 近畿　14位 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

8 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 Je me souviens de nous 宮本 賢二 KINGDOM 宮本 賢二 163 6 長距離走 ビデオ鑑賞 門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

9 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 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

10 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 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

11 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 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

12 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 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

13 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 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

14 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 近畿　16位 アラビアのロレンス 杉田 由香子 キングダム 杉田 由香子 158 10 囲碁 ダンス、ゲーム 平池 大人 杉田 由香子

15 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 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

16 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 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

17 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 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

18 熊本県 7級 松  下    大  地 ﾏﾂｼﾀ ﾀﾞｲﾁ 2005/8/1 16 熊本バンビーニクラブ 中四国九州　９位 チャイルド オブ ナザレ 中庭 健介 The Last Of The Mohicans 中庭 健介 173 8 バスケットボール 音楽を聴く、ゲーム 石原 美和 松永 幸恵

19 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 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

20 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 近畿　12位 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

21 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 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

22 広島県 6級 末  国    太  樹 ｽｴｸﾆ ﾀｲｷ 2007/5/4 14 広島スケートクラブ 中四国九州　８位 Romeo and Juliet 吉川 絵美 ドラマ 「SP」より 宮﨑 勇人 168 6 短距離 アニメ鑑賞、ゲーム 秦 安曇
仲行 恵美/吉川 絵美/坪田 佳子/

延原 友梨奈/竹﨑 睦

23 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 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

24 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 ALWAYS 三丁目の夕日 宮﨑 勇人 Child Of Nazareth 坪田 佳子 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

25 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 近畿　13位 Into The Unknown 織田 信成 Iron Man 3 織田 信成 織田 憲子

26 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 近畿　11位 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 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

27 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 近畿　17位 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

28 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 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

29 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 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

30 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 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 本田 武史/山井 真美子/吉野 晃平

＜ジュニア男子　ショートプログラム　滑走順＞ 通過：17名
＊2021年10月11日 エントリー情報を元に作成

＊年齢は2021年11月5日時



西日本選手権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 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 近畿　９位 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

2 愛知県 6級 山  𥔎    藍  香 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲｶ 2005/5/17 16 誉高校スケート部 中部　７位 Everything I Need 若松 詩子 River Flows In You 若松 詩子 165 8 広東語 ピアノ 門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

3 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
シード/

近畿　３位
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

4 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 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

5 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 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
146 7 英語 睡眠 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

6 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 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

7 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 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

8 愛知県 7級 高  岡    も  も ﾀｶｵｶ ﾓﾓ 2007/1/6 14 邦和SC 中部　６位 華麗なる大円舞曲 川梅 みほ ラプソディー・イン・ブルー 鈴木 明子 158 6 習字 レゴ 成瀬 葉里子 川梅 みほ/須賀 江里奈/立松 香織

9 愛知県 7級 田  村    珠里亜 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾘｱ 2005/8/4 16 愛知みずほ大瑞穂高校 中部　４位 Symphony 佐藤 操 I Dreamed A Dream 若松 詩子 156 5 スケート お菓子作り 小塚 幸子 辻 加代子

10 福岡県 7級 永  川    実  咲 ｴｲｶﾜ ﾐｻｷ 2007/4/13 14 飯塚フィギュアクラブ 中四国九州　５位 Tango 宮本 賢二 Giselle 宮本 賢二 152 4 水泳 スキー 河野 由美
岡崎 央/津留 泰/岡崎 真

市丸 美々/筒井 晴香

11 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 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

12 愛知県 7級 吉  井    絹  恵 ﾖｼｲ ｷﾇｴ 2003/3/20 18 中京大学 中部　10位 Piano Concerto In F: l. Allegro 川梅 みほ Memoirs Of A Geisha 川梅 みほ 156 7 成瀬 葉里子 川梅 みほ/須賀 江里奈/立松 香織

13 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 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

14 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 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

15 福岡県 6級 杉  原    舞  香 ｽｷﾞﾊﾗ ﾏｲｶ 2003/10/17 18 沖学園 中四国九州　９位 ムーラン・ルージュ 鈴木 明子 SAYURI 鈴木 明子 164 5 身体が柔らかい 食べること 石原 美和 松永 幸恵

16 愛知県 6級 服  部    杏  奏 ﾊｯﾄﾘ ｱｶﾅ 2007/3/13 14 オリオンFSC 中部　９位 Libera 天使がくれた奇跡 宮本 賢二 映画ミッションより「ガブリエルのオーボエ」 宮本 賢二 154 5 料理 読書 小塚 幸子 辻 加代子

17 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 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

18 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 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

19 香川県 7級 横  田    胡  幸 ﾖｺﾀ ｺﾕｷ 2006/4/30 15 香川フィギュアC 中四国九州　６位 キャバレー 森川 絢奈 リバーダンス 森川 絢奈 151 8 なわとび ジグソーパズル 綱井 みちる 森川 絢奈/村尾 涼/河野 有香

20 福岡県 6級 佐  藤        葵 ｻﾄｳ ｱｵｲ 2005/6/10 16 飯塚フィギュアクラブ 中四国九州　７位 Dance Macabre 岡崎 央 Riverdance 武田 奈也 159 5 水泳 読書、和太鼓 河野 由美
岡崎 央/津留 泰/岡崎 真/

市丸 美々/筒井 晴香

21 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 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

22 岡山県 7級 村  岡    那  菜 ﾑﾗｵｶ ﾅﾅ 2005/10/7 16 就実学園 中四国九州　４位 Out Here On My Own / Irena Cara 有川 梨絵 Tree Of Life / Roberto Cacciapaglia 有川 梨絵 5 有川 梨絵

23 福岡県 7級 鴨  井    彬莉彩 ｶﾓｲ ｱﾘｻ 2005/3/8 16 ﾊﾟﾋﾟｵﾌｨｷﾞｭｱｸﾗﾌﾞ 中四国九州　３位 序奏とロンドカプリチオーソ 鈴木 明子 映画 「007」より Skyfall 宮本 賢二 157 4 数学 乗馬、バレエ 石原 美和

24 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 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

25 岡山県 7級 片  山    緋奈子 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾅｺ 2005/3/5 16 倉敷FSC 中四国九州　８位 Triangle Tango 河野 有香 World In Union 河野 有香 160 7 ネイル ハンドメイド 綱井 みちる 森川 絢奈/河野 有香/村尾 涼

26 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 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

27 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 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

28 香川県 7級 木  村    芽  愛 ｷﾑﾗ ﾒｱｲ 2007/5/24 14 香川フィギュアC 中四国九州　10位 Bolero 森川 絢奈 We Are Confidence Man 森川 絢奈 167 6 タッチタイピング 音楽鑑賞 綱井 みちる 森川 絢奈/村尾 涼/河野 有香

29 愛知県 7級 森        実  愛 ﾓﾘ ﾐｱｲ 2004/4/16 17 名古屋FSC 中部　３位 Somewhere In Time 神野 汐里 Princess Mononoke 神野 汐里 158 9 荻野 正子 神野 汐里

30 愛知県 7級 大  坪    瑚  子 ｵｵﾂﾎﾞ ｺｺ 2008/6/28 13 邦和SC 中部　５位 黄昏のワルツ 鈴木 明子 Pictures At An Exhibition 鈴木 明子 163 7 水泳 成瀬 葉里子 川梅 みほ/須賀 江里奈/立松 香織

31 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 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

＜ジュニア女子　ショートプログラム　滑走順＞ シード選手：吉田陽菜、島田麻央 通過：14名
＊2021年10月11日 エントリー情報を元に作成

＊年齢は2021年11月5日時



全日本選手権2021　ペア予選会（西日本選手権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 7級 柚  木    心  結 ﾕﾉｷ ﾐﾕ 2006/1/13 15 京都宇治FSC 151 3 釣り運が良い🎣！ ラクガキ 高橋成美
濱田 美栄/田村 岳斗/村元 小月/

佐藤 洸彬/キャシー・リード

大阪府 7級 市  橋    翔  哉 ｲﾁﾊｼ ｼｮｳﾔ 1997/11/5 24 関西大学 175 9 イントロクイズ 乃木坂46 高橋成美

1

＜シニア　ペア　SP　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


