
2022　中部選手権　（9/23～25）

+ シード選手 ： 宇野 昌磨（2021全日本選手権２位)

都道府県 テスト級 氏名 生年月日 年齢 所属 SP/RD音楽 振付 FS/FD音楽 振付 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 山  本    草  太 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 2000/1/10 22 中京大学 Yesterday
樋口 美穂子/本郷 裕子

/山田 満知子
ピアノ協奏曲第２番 鈴木 明子 173 5 寝ること サウナ、アロマ、音楽鑑賞 本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

2 愛知県 7級 和  田    龍  京 ﾜﾀﾞ ｷﾐﾁｶ 2000/11/24 21 中京大学 バラード第4番ヘ短調作品52 川梅 みほ 四季より「冬」‐第1楽章：ヴィヴァルディ 川梅 みほ 175 9 バスケ NBA観戦 成瀬 葉里子 川梅 みほ

3 愛知県 7級 岩  野    颯  太 ｲﾜﾉ ｿｳﾀ 2002/7/11 20 邦和SC 戦場のメリークリスマス 小田嶋 隼 Desparado 小田嶋 隼 178 10 ものづくり 映画鑑賞 成瀬 葉里子

都道府県 テスト級 氏名 生年月日 年齢 所属 SP/RD音楽 振付 FS/FD音楽 振付 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 佐  藤    和  那 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾅ 2009/1/29 13 邦和みなとスケート部 ドラゴンの年 鈴木 明子 The Hollywood Wiz 立松 香織 154 7 野球 読書 成瀬 葉里子
川梅 みほ/須賀 江里奈

/立松 香織/松田 悠良/二村 まこと

2 石川県 6級 福  地    一  真 ﾌｸﾁ ｶｽﾞﾏ 2003/11/10 18 金沢フィギュアSC ロケットマン 荒屋 真理 るろうに剣心 荒屋 真理 167 11 カード収集、サイクリング 門奈 裕子

3 愛知県 6級 村  上    晴  哉 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾚﾙﾔ 2007/11/19 14 グランプリ東海クラブ Closing  Credits : Bolero
山田 満知子/本郷 裕子

/村上 友季子
My Friend Jo

山田 満知子/本郷 裕子

/村上 友季子
167 8 ゲーム 御朱印集め 本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

4 愛知県 6級 芳  岡    優  希 ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ 2008/7/21 14 LYS Go Big Or Go Home
Why Me / It’s Lonely At The Top

 / Mr.Pinstripe  Suit
樋口 美穂子 162 5 球技 ピアノ 樋口 美穂子

5 愛知県 7級 田  内    誠  悟 ﾀｳﾁ ｾｲｺﾞ 2008/5/7 14 名東FSC Je me souviens de nous 宮本 賢二 映画『Moulin Rouge』より 宮本 賢二 168 7 短距離走 ビデオ鑑賞 門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

6 愛知県 7級 三  島    舞  明 ﾐｼﾏ ﾏｻﾔ 2007/5/8 15 名古屋FSC Totentanz 神野 汐里 SPEED 神野 汐里 168 8 少林寺拳法、陸上競技 多面体折紙 荻野 正子 神野 汐里

7 石川県 6級 三  原    庸  汰 ﾐﾊﾗ ﾖｳﾀ 2006/9/3 16 ノイエス金沢FSC ウエストサイドストーリーより 高山 美由季 オペラ座の怪人より 高山 美由季 163 10 走ること 愛犬と遊ぶ 高山 美由季 高山 愛

8 愛知県 6級 中  野    瑠  伽 ﾅｶﾉ ﾙｶ 2008/2/22 14 名東FSC The Lady Is A Tramp 荒屋 真理 映画「マダガスカル3」より 若松 詩子 166 9 釣り ガンプラ 門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

9 愛知県 7級 誉  田    知  己 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ 2004/8/23 18 愛知みずほ大瑞穂高校 Give Me Love 宮本 賢二 LA LA LAND 宮本 賢二 175 4 ゲーム 中島 鐡勝 鈴木 杏奈

+ 全日本ノービス選手権推薦選手 ： 神谷 帆鷹

都道府県 テスト級 氏名 生年月日 年齢 所属 SP/RD音楽 振付 FS/FD音楽 振付 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 花  井    広  人 ﾊﾅｲ ﾋﾛﾄ 2010/3/15 12 邦和みなとスケート部
①It Pays To Advertise ②Freedom Swing

③Toast Of The Town
吉野 晃平 145 5 英会話、ピアノ ゲーム 成瀬 葉里子

川梅 みほ/須賀 江里奈

/立松 香織/松田 悠良/二村 まこと

2 愛知県 5級 竹  中        慎 ﾀｹﾅｶ ｼﾝ 2011/2/17 11 アテナ豊橋FSC ドラゴンボール 摩訶不思議アドベンチャー 柿田 麻里 138 7 連続逆上がり フィギュアスケート 柿田 麻里

3 愛知県 4級 青  木    蓮  耶 ｱｵｷ ﾚﾝﾔ 2010/7/6 12 グランプリ東海クラブ Jesus Christ Superstar
山田 満知子/本郷 裕子

/村上 友季子
147.5 10 プログラミング ゲーム 本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

4 愛知県 5級 松  本    悠  輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｷ 2011/2/25 11 スペリオール愛知FSC 四季 若松 詩子 140 5 バドミントン 囲碁 恩田 美栄

都道府県 テスト級 氏名 生年月日 年齢 所属 SP/RD音楽 振付 FS/FD音楽 振付 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 3級 木  村    勇  翔 ｷﾑﾗ ﾕｳｼｮｳ 2013/4/24 9 グランプリ東海クラブ
Bad

 Remix By Afrojack Featuring Pitbull - DJ Buddha Edit

山田 満知子/本郷 裕子

/村上 友季子
130 4 LEGOロボット スキー、サイクリング 本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

2 愛知県 3級 富  樫    悠  也 ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾔ 2012/3/23 10 グランプリ東海クラブ タンゴ・アモーレ
山田 満知子/本郷 裕子

/村上 友季子
135 8 習字 ゲーム 本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

3 愛知県 4級 河  合    悠  立 ｶﾜｲ ﾕｳﾘ 2013/5/11 9 名東FSC How To Train Your Dragon 大島 悠 133 4 長距離走 絵を描くこと、映画鑑賞 門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

4 愛知県 5級 丸  山    喜  生 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼｷ 2011/8/30 11 アイリスFSC Why? (Keep Your Head Down) 森山 直樹 144 4 運動 読書 森山 直樹

5 静岡県 3級 岡  本    陽  輝 ｵｶﾓﾄ ﾊﾙｷ 2012/1/8 10 アイススターFSC Toodaloo Toilet-Head! 山口 幸恵 131 5 ゲーム ゲーム 山口 幸恵

6 愛知県 5級 三  浦    琉  生 ﾐｳﾗ ﾙｲ 2011/7/7 11 グランプリ東海クラブ Misson : Impossible
山田 満知子/本郷 裕子

/村上 友季子
130 5 ものまね ポケモンカード 本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

7 愛知県 4級 三  田    夏  輝 ﾐﾀ ﾅﾂｷ 2012/9/11 10 邦和SC ラウンドテーブル・ライバル 須賀 江里奈 145 5 ゲーム 成瀬 葉里子
川梅 みほ/須賀 江里奈

/立松 香織/松田 悠良/二村 まこと

ノービスＢ男子 ６枠

＊2022年8月31日 エントリー情報を基に作成

＊年齢は2022年9月23日時点シニア男子 ６枠

ジュニア男子 ７枠

ノービスＡ男子 ５枠



2022　中部選手権　（9/23～25）

+ シード選手 ： 河辺 愛菜（2021全日本選手権３位)

都道府県 テスト級 氏名 生年月日 年齢 所属 SP/RD音楽 振付 FS/FD音楽 振付 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 松  岡    さら沙 ﾏﾂｵｶ ｻﾗｻ 2000/6/18 22 中京大学 We Don't Talk Anymore 須山 愛子 ウォリスとエドワード　英国王冠をかけた恋 須山 愛子 150 7 須山 愛子

2 愛知県 7級 金  澤    茉  由 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏﾕ 2001/10/7 20 中京大学 Never Enough 須山 愛子 Stand Alone 須山 愛子 159 8 料理 須山 愛子

3 愛知県 7級 横  井    きな結 ﾖｺｲ ｷﾅﾕ 2004/12/12 17 中京大中京高校 Bei Mir Bist Du Schoen. 川梅 みほ The Phantom Of The Opera 吉野 晃平 157 5 ドラマ観賞 成瀬 葉里子
川梅 みほ/須賀 江里奈

/立松 香織/松田 悠良/二村 まこと

4 愛知県 7級 松  生    理  乃 ﾏﾂｲｹ ﾘﾉ 2004/10/10 17 中京大中京高校 Papa, Can You Hear Me? 佐藤 紀子 Nella Fantasia 宮本 賢二 150.5 9 写真を撮ること、読書 本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

5 愛知県 7級 竹  内    す  い ﾀｹｳﾁ ｽｲ 2001/11/19 20 大同大学 私だけに 小塚 幸子 Romeo ＆ Juliet 木原 万莉子 155 8 小塚 幸子

6 愛知県 8級 横  井    ゆは菜 ﾖｺｲ ﾕﾊﾅ 2000/5/19 22 邦和みなとSC/中京大 Kalandero 佐藤 操 ハンガリー狂詩曲 鈴木 明子 157 5 会話を楽しむこと
YouTube鑑賞

人生設計を考えること
成瀬 葉里子

川梅 みほ/須賀 江里奈

/立松 香織/二村 まこと/松田 悠良

7 愛知県 7級 笠  掛    梨  乃 ｶｻｶｹ ﾘﾉ 2001/5/22 21 中京大学 Friends On The Other Side 須山 愛子 Can You Imagine That? 須山 愛子 147 9 猫と犬とお昼寝 須山 愛子

8 愛知県 7級 渡  辺    真  央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 1996/3/17 26 中京大学 Amazing Grace 荒谷 真理 Moulin Rouge 荒谷 真理 映画鑑賞 長光 歌子

9 岐阜県 7級 浦  冨    真  以 ｳﾗﾄﾐ ﾏｲ 2002/5/6 20 CRYSTAL F･S･C The Rose 熊坂 弘子 The Sky And The Dawn And The Sun 木原 万利子 153 9 映画鑑賞 熊坂 弘子 渡辺 順子

10 愛知県 7級 田  村    珠里亜 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾘｱ 2005/8/4 17 愛知みずほ大瑞穂高校 Symphony 佐藤 操 I Dreamd A Dream 若松 詩子 156 5 お菓子作り 小塚 幸子

11 愛知県 7級 吉  井    絹  恵 ﾖｼｲ ｷﾇｴ 2003/3/20 19 中京大学 Perfect 鈴木 明子 Becoming A Geisha 川梅 みほ 156.5 7 成瀬 葉里子
川梅 みほ/須賀 江里奈

/立松 香織/松田 悠良/二村 まこと

12 愛知県 8級 加  藤    利緒菜 ｶﾄｳ ﾘｵﾅ 1998/2/7 24 中京大学 AXEL 加藤 ゆかり Turandot 坂上 美紀 152 3 加藤 ゆかり

13 愛知県 8級 大  庭        雅 ｵｵﾊﾞ ﾐﾔﾋﾞ 1995/8/8 27 東海東京FH Send In The Clowns 大庭 雅 Aesthetic
大庭 雅

/安藤 美姫
162 10 囲碁、水泳 LesMILLs、ZUMBA、写真 門奈 裕子

14 愛知県 7級 紀  平    梨  花 ｷﾋﾗ ﾘｶ 2002/7/21 20 トヨタ自動車 The Fire Within Benoit Richaud Titanic David Wilson 155 3 逆立ち歩き 音楽鑑賞 Brian Orser Tracy Wilson

15 愛知県 7級 渡  邉    朱  音 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ 2001/12/7 20 椙山女学園大学 You Are The Reason 山口 幸恵 Rhapsody In Blue 若松 詩子 160 9 長距離走
洋画鑑賞、洋楽鑑賞、

スポーツ観戦
山口 幸恵 Chad Westgate

16 愛知県 7級 河  辺    愛  菜 ｶﾜﾍﾞ ﾏﾅ 2004/10/31 17 中京大中京高校 When The Party‘ Over / Bury A Friend / Bad Guy 樋口 美穂子 Drowning 樋口 美穂子 156 5 読書 樋口 美穂子

17 愛知県 7級 山  下    真  瑚 ﾔﾏｼﾀ ﾏｺ 2002/12/31 19 中京大学 Rise up
山下 真瑚

/山田 満知子/本郷 裕子
As If We Never Said Goodbye 鈴木 明子 152 7 パズル お菓子作り 本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

18 愛知県 7級 磯  村    彩  姫 ｲｿﾑﾗ ｻｷ 2002/12/23 19 中京大学 I’m A Down For Lack O'Johnny 安藤 美姫 恋のアランフェス 安藤 美姫 166 8 門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

19 愛知県 7級 浦  松    千  聖 ｳﾗﾏﾂ ﾁｻﾄ 2002/8/6 20 中京大学 ZAZZ 村上 佳菜子 Merry Christmas, Mr. Lawrence
樋口 美穂子/本郷 裕子

/山田 満知子
161 5 本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

20 愛知県 7級 植  杉    梨  南 ｳｴｽｷﾞ ﾘﾅ 2001/8/28 21 中京大学 FLY ME TO THE MOON 宮本 賢二 The Last Emperor 若松 詩子 162 9 映画鑑賞 門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

＊2022年8月31日 エントリー情報を基に作成

＊年齢は2022年9月23日時点シニア女子 13枠



2022　中部選手権　（9/23～25）

都道府県 テスト級 氏名 生年月日 年齢 所属 SP/RD音楽 振付 FS/FD音楽 振付 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 6級 彦  坂    吏  咲 ﾋｺｻｶ ﾂｶｻ 2004/3/25 18 愛知淑徳大学 Be Italian 柿田 麻里 RED CLIFF 柿田 麻里 148 9 柿田 麻里

2 静岡県 6級 鈴  木        苺 ｽｽﾞｷ ｲﾁｺﾞ 2008/5/26 14 静岡西ＦＳＣ Hair Spray 若松 詩子 Shooting Star 荒屋 真理 145 5 門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

3 愛知県 6級 丸  地    彩  月 ﾏﾙﾁ ｻﾂﾞｷ 2004/4/18 18 愛知みずほ大瑞穂高校 Leyenda 神野 汐里 KILL BILL 神野 汐里 162 9 荻野 正子 神野 汐里

4 愛知県 6級 小  林    舞  音 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ 2005/1/4 17 アイススターFSC ジプシーの恋 Aladdin 160 8 剣道 絵を描くこと 山口 幸恵 Chad Westgate

5 愛知県 7級 和  田    薫  子 ﾜﾀﾞ ｶｵﾙｺ 2009/5/13 13 グランプリ東海クラブ Reflection, Steps, Moving 鈴木 明子 仮面舞踏会(ワルツ)
樋口 美穂子/本郷 裕子

/山田 満知子
138 5 食べること 映画鑑賞 本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

6 愛知県 7級 矢  口    真  央 ﾔｸﾞﾁ ﾏｵ 2009/3/27 13 スペリオール愛知FSC MISSION IMPOSSIBLE 鈴木 明子 Born This Way 鈴木 明子 149 5 側宙 ダンス 恩田 美栄

7 愛知県 6級 佐  村    日  菜 ｻﾑﾗ ﾋﾅ 2006/4/18 16 オリオンFSC Rhapsody In Blue 宮本 賢二 Mamma Mia! 木原 万莉子 149.5 7 水泳、ピアノ 小塚 幸子

8 岐阜県 6級 窪  田    真  衣 ｸﾎﾞﾀ ﾏｲ 2004/9/20 18 エヌエフエスクラブ クロアチアン・ラプソディ 藤原 智子 ナウシカ 藤原 智子 163 5 読書 藤原 智子

9 愛知県 7級 山  根    有加里 ﾔﾏﾈ ﾕｶﾘ 2007/8/4 15 名東FSC A Thousand Years 荒屋 真理 Pirates Of The Caribbean 荒屋 真理 149 4 寝ること お菓子作り 門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

10 愛知県 6級 森  田    華  恋 ﾓﾘﾀ ｶﾚﾝ 2008/5/14 14 グランプリ東海クラブ On The Sunny Side Of The Street
樋口 美穂子/本郷 裕子

/山田 満知子
映画「アメリ」より

樋口 美穂子/本郷 裕子

/山田 満知子
155 5 なわとび 体を動かすこと 本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

11 愛知県 7級 後  藤    千  弦 ｺﾞﾄｳ ﾁﾂﾞﾙ 2007/3/15 15 中京大中京高校 ラ・マンチャの男
山田 満知子/本郷 裕子

/村上 友季子
Corteo

樋口 美穂子/本郷 裕子

/山田 満知子
149 5 料理 読書 山田 満知子 本郷 裕子/村上 友季子

12 愛知県 6級 佐久間    結  子 ｻｸﾏ ﾕｲｺ 2007/7/6 15 ポラリス中部ＦＳＣ Concerto Ballet 須山 愛子 Sweet Charity 須山 愛子 156 9 音楽鑑賞 須山 愛子

13 愛知県 6級 菰  原    皐  月 ｺﾓﾊﾗ ｻﾂｷ 2009/5/3 13 グランプリ東海クラブ That Man
山田 満知子/本郷 裕子

/村上 友季子
オペラ座の怪人

山田 満知子/本郷 裕子

/村上 友季子
152 4 スポーツ アニメ 本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

14 愛知県 6級 門  田    桃  愛 ｶﾄﾞﾀ ﾓﾓｱ 2007/12/1 14 名東FSC A Moment To Remember / Daydream 安藤 美姫 Riverdance / Reel Around The Sun 安藤 美姫 162 9 短距離走
読書、お菓子作り

猫と遊ぶ
門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

15 愛知県 7級 高  岡    も  も ﾀｶｵｶ ﾓﾓ 2007/1/6 15 中京大中京高校 Ancora Non Sai 鈴木 明子 ラプソディー・イン・ブルー 鈴木 明子 159 6 書道 料理 成瀬 葉里子
川梅 みほ/須賀 江里奈

/立松 香織/松田 悠良/二村 まこと

16 愛知県 6級 篠  田    琴  織 ｼﾉﾀﾞ ｺﾄﾘ 2006/1/12 16 LYS Wings To Fly 樋口 美穂子 フィリオ、ペルドゥート 樋口 美穂子 164 6 絵画 樋口 美穂子

17 愛知県 6級 渕  上    遥  奈 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ 2005/5/20 17 スペリオール愛知FSC Just Give Me A Reason 恩田 美栄 The Cotton Club 恩田 美栄 161 9 中長距離走 ジョギング 恩田 美栄

18 静岡県 5級 稲  勝    莉  子 ｲﾅｶﾂ ﾘｺ 2008/12/28 13 浜松FSC ドン・キホーテ 河村 祥子 LA LA LAND 竹下 誠司 147 7 ルービックキューブ 読書 河村 祥子 竹下 誠司

19 石川県 6級 倉  谷    姫  奈 ｸﾗﾀﾆ ﾋﾅ 2008/8/28 14 金沢フィギュアSC Roundtable Rival 他 荒屋 真理 CINDERELLA 荒屋 真理 151 4 バレーボール 音楽鑑賞 門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

20 愛知県 6級 澤  井    音  亜 ｻﾜｲ ｵﾄｱ 2004/10/4 17 菊華高校 THE BOSS BABY 荒屋 真理 Alegria 若松 詩子 155 7
本の整理整頓、

お菓子作り
音楽鑑賞 門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

21 愛知県 7級 大  坪    瑚  子 ｵｵﾂﾎﾞ ｺｺ 2008/6/28 14 邦和みなとスケート部 黄昏のワルツ 鈴木 明子 Pictures At An Exhibition 鈴木 明子 168 7 中距離走 音楽鑑賞 成瀬 葉里子
川梅 みほ/須賀 江里奈

/立松 香織/松田 悠良/二村 まこと

22 愛知県 6級 山  寺    由  夏 ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾕｲｶ 2008/7/17 14 グランプリ東海クラブ Duel
山田 満知子/本郷 裕子

/村上 友季子
ババネラ

樋口 美穂子/本郷 裕子

/山田 満知子
148 6 書道 お菓子作り 本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

23 愛知県 7級 森        実  愛 ﾓﾘ ﾐｱｲ 2004/4/16 18 名古屋FSC Somewhere In Time 神野 汐里 Chicago 神野 汐里 159 9 荻野 正子 神野 汐里

24 愛知県 6級 服  部    杏  奏 ﾊｯﾄﾘ ｱｶﾅ 2007/3/13 15 愛知みずほ大瑞穂高校 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 書道 読書 小塚 幸子

25 愛知県 6級 近  藤    花  央 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｵ 2007/4/14 15 ポラリス中部ＦＳＣ I Need To Be In Love 須山 愛子 Prince Ali 須山 愛子 157 10 お絵かき
アニメ鑑賞

(ハイキュー!!ヒロアカなど)
須山 愛子

26 愛知県 6級 犬  塚    紗  良 ｲﾇﾂﾞｶ ｻﾗ 2009/4/28 13 オリオンFSC Under The Sea 木原 万莉子 くるみ割り人形 木原 万莉子 154 5 小塚 幸子

27 愛知県 7級 山  𥔎    藍  香 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲｶ 2005/5/17 17 誉高校スケート部 Everything I Need 若松 詩子 River Flows In You 若松 詩子 167 9 広東語 ピアノ 門奈 裕子

28 岐阜県 7級 柳  川    加  奈 ﾔﾅｶﾞﾜ ｶﾅ 2005/6/16 17 CRYSTAL F･S･C KURIOS
木原 万莉子

/熊坂 弘子
雲が描いた月明かり 熊坂 弘子 156 7 推し活 熊坂 弘子 渡辺 順子

ジュニア女子 ８枠



2022　中部選手権　（9/23～25）

+ 全日本ノービス選手権推薦選手 ： 岡田 芽依、上薗 恋奈

都道府県 テスト級 氏名 生年月日 年齢 所属 SP/RD音楽 振付 FS/FD音楽 振付 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 6級 中  谷    玲  菜 ﾅｶﾔ ﾚｲﾅ 2011/6/10 11 グランプリ東海クラブ Let It Go 143 4 書道、英会話 音楽鑑賞 山田 満知子 本郷 裕子/村上 友季子

2 愛知県 7級 上  薗    恋  奈 ｳｴｿﾞﾉ ﾚﾅ 2010/6/7 12 LYS Backstage  Romance 樋口 美穂子 151 7 ピアノ 樋口 美穂子

3 愛知県 6級 森  田    愛  華 ﾓﾘﾀ ｱｲｶ 2009/10/13 12 グランプリ東海クラブ CATS
山田 満知子/本郷 裕子

/村上 友季子
145 4 なわとび ステッカー集め 本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

4 愛知県 6級 戸  川    南  沙 ﾄｶﾞﾜ ﾅｽﾞﾅ 2010/1/26 12 アテナ豊橋FSC Strictly Ballroom 柿田 麻里 146 5 習字 料理 柿田 麻里

5 石川県 6級 宮  崎    紗矢香 ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾔｶ 2009/9/28 12 ノイエス金沢FSC ラ・ラ・ランド 高山 美由季 145 4 なわとび 音楽鑑賞 高山 美由季 高山 愛

6 愛知県 6級 吉  谷    真  実 ﾖｼﾀﾆ ﾏﾐ 2009/9/29 12 アイススターFSC Mary Poppins 山口 幸恵 159.5 12 絵を描くこと 御朱印集め 山口 幸恵 Chad Westgate

7 愛知県 6級 佐  藤    心  春 ｻﾄｳ ｺﾊﾙ 2010/11/25 11 邦和SC The Pink Panther Strikes Again 川梅 みほ 135 9 ピアノ スケート鑑賞、ドラマ鑑賞 成瀬 葉里子
川梅 みほ/須賀 江里奈

/立松 香織/松田 悠良/二村 まこと

8 愛知県 6級 村  上    惺  菜 ﾑﾗｶﾐ ｾﾅ 2009/8/23 13 グランプリ東海クラブ Someday
山田 満知子/本郷 裕子

/村上 友季子
154 6 盛り付け 御朱印集め 本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

9 愛知県 6級 大  野    友心音 ｵｵﾉ ﾕﾐﾈ 2010/4/24 12 ポラリス中部ＦＳＣ 須山 愛子 131 5 読者 、音楽鑑賞、 習字 須山 愛子 渡辺 楠月

10 愛知県 6級 渡  瀬    陽  香 ﾜﾀｾ ﾊﾙｶ 2009/10/12 12 邦和SC
天空の城ラピュタ

/ Symphonic Suite “Castle In The Sky” : Gran'ma Dola
須賀 江里奈 148 6 水泳 料理、手芸 成瀬 葉里子

川梅 みほ/須賀 江里奈

/立松 香織/松田 悠良/二村 まこと

11 愛知県 7級 岡  田    芽  依 ｵｶﾀﾞ ﾒｲ 2010/4/22 12 ポラリス中部ＦＳＣ Confident 須山 愛子 142 5 長距離走、一輪車 読書 須山 愛子 渡辺 楠月

12 愛知県 6級 松  下    マ  コ ﾏﾂｼﾀ ﾏｺ 2010/4/12 12 グランプリ東海クラブ 美しき青きドナウ
山田 満知子

/本郷 裕子
150 4 料理 絵を描くこと 本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

13 愛知県 6級 河  津    来  奈 ｶﾜﾂ ﾗﾅ 2010/2/2 12 グランプリ東海クラブ Suite From Alices Adventures In Wonderland
樋口 美穂子/本郷 裕子

/山田 満知子
154 5 K‐POPダンス

K‐POPダンス

ペットと遊ぶ事
本郷 裕子

+ 全日本ノービス選手権推薦選手 ： 花井 咲良、星 碧波、森岡 凛

都道府県 テスト級 氏名 生年月日 年齢 所属 SP/RD音楽 振付 FS/FD音楽 振付 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 5級 河  合    心々渚 ｶﾜｲ ｺｺﾅ 2012/10/13 9 グランプリ東海クラブ Harem
山田 満知子/本郷 裕子

/村上 友季子
125 4 水泳 フラ 本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

2 愛知県 5級 森  岡        凛 ﾓﾘｵｶ ﾘﾝ 2011/12/22 10 LYS Milord 樋口 美穂子 131 4 絵を描く事 樋口 美穂子

3 愛知県 5級 河  合    美璃杏 ｶﾜｲ ﾐﾘｱ 2011/11/1 10 邦和SC
①End Credit Score Suite

②Fly To Your Heart
川梅 みほ 154 5 絵を描くこと お菓子作り 成瀬 葉里子

川梅 みほ/須賀 江里奈

/立松 香織/松田 悠良/二村 まこと

4 愛知県 5級 星        碧  波 ﾎｼ ｱｵﾊ 2011/9/18 11 グランプリ東海クラブ Someone In The Crowd 鈴木 明子 130 3 英会話、短距離走
スケート、ダンス、

プログラミング
本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

5 愛知県 5級 宇佐美    麻  帆 ｳｻﾐ ﾏﾎ 2012/9/24 9 名東FSC ANNIE 大島 悠 135 6 短距離走 お菓子作り 門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

6 愛知県 5級 宋        玟  炅 ｿﾝ ﾐﾝｷｮﾝ 2012/4/20 10 邦和SC
How Far I will Go (リプライズ)

航海するタガロア神
川梅 みほ 137 8 外国語、演劇 スケート競技視聴 成瀬 葉里子

川梅 みほ/須賀 江里奈

/立松 香織/松田 悠良/二村 まこと

7 愛知県 5級 木  原    永  稀 ｷﾊﾗ ｴﾏ 2012/7/25 10 邦和SC When You Wish Upon A Star 星に願いを 須賀 江里奈 131 6 工作 折り紙 成瀬 葉里子
川梅 みほ/須賀 江里奈

/立松 香織/松田 悠良/二村 まこと

8 愛知県 5級 矢  島    凜  果 ﾔｼﾞﾏ ﾘﾝｶ 2012/8/4 10 グランプリ東海クラブ True Love's Kiss
山田 満知子/本郷 裕子

/村上 友季子
132 5 ピアノ ゲーム、ジブリの映画鑑賞 本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

9 愛知県 6級 花  井    咲  良 ﾊﾅｲ ｻﾗ 2011/11/6 10 邦和みなとスケート部 ①Overture ②Opening ③The Parisians 川梅 みほ 140 3 絵を描くこと、英会話 工作、料理 成瀬 葉里子
川梅 みほ/須賀 江里奈

/立松 香織/松田 悠良/二村 まこと

10 愛知県 5級 榎  本    ミ  ク ｴﾉﾓﾄ ﾐｸ 2012/4/26 10 名東FSC PARAMOUR 荒屋 真理 130.2 5 なわとび ゲーム 門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

11 愛知県 5級 竹  島    花  英 ﾀｹｼﾏ ﾊﾅﾊ 2012/12/27 9 LYS Les Misérables 樋口 美穂子 132 5 スキー ピアノ、習字 樋口 美穂子 山田 梨江

ノービスＡ女子 ４枠

ノービスＢ女子 ６枠


