
2022　近畿選手権　（10/8～10）

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 兵庫県 7級 三  島    悠  生 ﾐｼﾏ ﾊﾙｷ 2004/2/23 18 ひょうご西宮FSC You Are The Reason 宮﨑 勇人 Notre Dame De Paris 笹原 景一朗 172 8 長風呂 音楽鑑賞 田村 拓 宮﨑 勇人

2 兵庫県 7級 壷  井    達  也 ﾂﾎﾞｲ ﾀﾂﾔ 2002/12/17 19 シスメックス 天国への階段 佐藤 操 Torn Redux Massimo Scali 165 8 水泳 観光 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

3 大阪府 7級 友  野    一  希 ﾄﾓﾉ ｶｽﾞｷ 1998/5/15 24 上野芝スケートクラブ
Happy Jazz  -Real Gone

/ Happy (feat.Derek Martin)
Misha GE 喜歌劇「こうもり」序曲 Misha Ge 160 8

古着屋巡り、

サウナ、靴磨き
平池 大人 杉田 由香子/Misha Ge

4 大阪府 7級 前  川    裕  士 ﾏｴｶﾜ ﾕｳｼﾞ 2001/2/12 21 大公大FSC 医龍 杉田 由香子 RISING 笹原 景一朗 175 9 キャベツの千切り 読書、料理 平池 大人 杉田 由香子

5 京都府 7級 森  口    澄  士 ﾓﾘｸﾞﾁ ｽﾐﾀﾀﾞ 2001/12/29 20 木下アカデミー Breakthru キャシー・リード Jekyll ＆ Hyde キャシー・リード 174 9 日焼け
サウナ、

音楽鑑賞（洋楽）
濱田 美栄 村元 小月/佐藤 洸彬

6 京都府 7級 川  口    清  壽 ｶﾜｸﾞﾁ ｾｲｼﾞｭ 2003/11/2 18 佛教大学 MISSION IMPOSSIBLE II , Nyah 荒屋 真理 I Will Be Your Love 荒屋 真理 182 なし 読書 瀧石 陽子

7 大阪府 7級 嘉手納    宙  大 ｶﾃﾅ ｿﾗ 2001/12/11 20 臨海フィギュアSC Carmen 杉田 由香子 Slow Dancing In The Big City 杉田 由香子 178 11 音楽鑑賞 杉田 由香子 平池 大人

8 大阪府 7級 須  本    光  希 ｽﾓﾄ ﾐﾂｷ 2001/2/4 21 関西大学 The Feeling Bigins 阿部 奈々美 ll Postino 阿部 奈々美 163 4 スポーツ観戦 河野 由美 岡崎 央/本田 武史

9 京都府 7級 小  林        隼 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 2003/5/7 19 同志社大学 It's Gonna Be Alright 小田嶋 隼/荒屋 真理 Phantom Of The Opera 小田嶋 隼/荒屋 真理 173 8 ピアノ 映画鑑賞 森 美穂

10 大阪府 7級 木  科    雄  登 ｷｼﾅ ﾕｳﾄ 2001/10/15 20 関西大学 Bad キャシー・リード Primavera 樋口 美穂子 170 5 口笛 サウナ、ドライブ 濱田 美栄 村元 小月/佐藤 洸彬

11 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 20 木下アカデミー El Choclo キャシー・リード
エクソジェネシス(脱出創世記)

 : 交響曲第3部(あがない)
樋口 美穂子 171 8 グルメ 濱田 美栄 佐藤 洸彬

12 大阪府 7級 三  宅    星  南 ﾐﾔｹ ｾﾅ 2002/3/26 20 関西大学 愛の夢 吉野 晃平 Titanic 吉野 晃平 175 5
モータースポーツ観戦、

アニメ鑑賞、映画鑑賞
長光 歌子 山井 真美子/吉野 晃平

13 京都府 7級 彦  阪    昇  吾 ﾋｺｻｶ ｼｮｳｺﾞ 2003/7/24 19 立命館大学 Hey Brother 笹原 景一朗 The Last SAMURAI 笹原 景一朗 170.1 11 絵を描く ゲーム 笹原 景一朗

＊2022年8月31日 エントリー情報を基に作成

＊年齢は2022年10月8日時点シニア男子 14枠



2022　近畿選手権　（10/8～10）

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 京都府 7級 中  村    俊  介 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 2005/8/6 17 木下アカデミー EL Conquistador キャシー・リード Sheik トム・ディクソン 168 5 書道、短距離走 音楽鑑賞、温泉 濱田 美栄 佐藤 洸彬

2 大阪府 6級 小  山        紡 ｺﾔﾏ ﾂﾑｸﾞ 2003/9/12 19 大阪経済大学 Bad Boy Good Man Måneskinメドレー 156 10 音楽鑑賞、ギター、ベース 谷内 紀友

3 大阪府 6級 織  田    信  義 ｵﾀﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ 2007/3/9 15 大阪スケート倶楽部 Counting Stars 織田 信成 Kingdom Of Peace 織田 信成 織田 憲子

4 大阪府 6級 生  田    琉  悟 ｲｸﾀ ﾘｭｳｺﾞ 2006/8/22 16 浪速中・高ｽｹｰﾄ部 アラビアのロレンス 杉田 由香子 キングダム 杉田 由香子 160 10 囲碁、ダンス ゲーム 平池 大人

5 大阪府 5級 水  越    遼  弥 ﾐｽﾞｺｼ ﾘｮｳﾔ 2008/7/3 14 なみはやクラブ The Greatest Showman 杉田 由香子 オペラ座の怪人 杉田 由香子 159 8 数学 ゲーム、読書 平池 大人 杉田 由香子

6 京都府 7級 磯  和    大  雅 ｲｿﾜ ﾀｲｶﾞ 2006/5/2 16 京都宇治FSC Jailhouse キャシー・リード Sweeney Todd キャシー・リード 164 9 ボーリング 面白グッズ集め 濱田 美栄
村元 小月/キャシー・リード

/佐藤 洸彬

7 大阪府 6級 髙  木    航  太 ﾀｶｷﾞ ｺｳﾀ 2005/9/4 17 臨海フィギュアSC Tango De Los Exilados 山田 さくら 座頭市 大西 志歩 168 8 大西 勝敬

8 京都府 7級 佐々木    晴  也 ｻｻｷ ﾊﾙﾔ 2003/9/17 19 京都大学 Steamroller Blues キャシー・リード ピアノ協奏曲第2番 樋口 美穂子 170 6 濱田 美栄 村元 小月/佐藤 洸彬

9 兵庫県 7級 垣  内    珀  琉 ｶｷｳﾁ ﾊﾙ 2006/4/18 16 ひょうご西宮FSC Libertango 宮本 賢二 Wake Me Up 佐藤 操 171 4 バレエ、長距離
鉱石採集、古銭収集、

浮世絵
淀 粧也香 田中 刑事/長光 歌子

10 兵庫県 6級 橋  本    周一郎 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 2007/8/8 15 神戸クラブ STAR WARS Eepisode Ⅰ.Ⅱ 川原 星 パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 川原 星 162 6 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

11 大阪府 7級 小  島    志  凰 ｺｼﾞﾏ ｼｵｳ 2006/2/27 16 浪速中・高ｽｹｰﾄ部 Phantom Of The Opera 荒屋 真理 TANGO  AMORE 笹原 景一朗 170 9 シュノーケル 旅行 大西 勝敬

12 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 Singin In The Rain 吉野 晃平 Vivaldi‘s Winter 吉野 晃平 162 3 スキー 釣り、マインクラフト 淀 粧也香 長光 歌子/田中 刑事

13 京都府 7級 朝  賀    俊太朗 ｱｻｶﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 2005/12/20 16 木下アカデミー Hit The Road Jack キャシー・リード Notre Dame De Paris キャシー・リード 161 8 腕相撲 サウナ巡り、アニメ鑑賞 濱田 美栄
村元 小月/佐藤 洸彬

/キャシー・リード

14 京都府 7級 石  原    弘  斗 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾄ 2008/6/6 14 京都宇治FSC Grandioso キャシー・リード The Artist キャシー・リード 166 5 アニメ鑑賞 濱田 美栄 佐藤 洸彬/村元 小月

15 大阪府 7級 名  倉    一  裕 ﾅｸﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 2008/7/2 14 大阪スケート倶楽部 ラ・カンパネラ 小野 愛 Sherlock Holmes 延原 友梨奈 158 8 水泳、暗記 QuizKnock 本田 武史

16 京都府 7級 森  本    涼  雅 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 2007/2/10 15 木下アカデミー Nemesis キャシー・リード Man Of La Mancha キャシー・リード 165 3 野球解説 サウナ、スポーツ観戦 濱田 美栄 村元 小月/佐藤 洸彬

17 滋賀県 6級 森  岡    知  也 ﾓﾘｵｶ ﾄﾓﾔ 2007/1/29 15 滋賀短期大学附属高校 Jumpin Jack 荒屋 真理 マトリックス 森山 直樹/荒屋 真理 15 瀧石 陽子

18 京都府 7級 磯  和    大  智 ｲｿﾜ ﾀｲﾁ 2006/5/2 16 京都宇治FSC 宇宙のファンタジー / Let's Groove キャシー・リード Beetlejuice キャシー・リード 161 9 ナノブロック作成 マラソン 濱田 美栄
村元 小月/キャシー・リード

/佐藤 洸彬

ジュニア男子 14枠 ＊免除選手 ： 森本涼雅（ジュニアＧＰ第５戦出場）、片伊勢 武 アミン（ジュニアＧＰ第６，７戦出場）、中村俊介（ジュニアＧＰ第７戦出場）



2022　近畿選手権　（10/8～10）

+ 全日本ノービス選手権推薦選手 ： 高橋 星名

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 大阪府 6級 飛  永    恭  兵 ﾄﾋﾞﾅｶﾞ ｷｮｳﾍｲ 2010/2/10 12 大阪スケート倶楽部 Walk This Way 杉田 由香子 154 7 レゴブロック作り レゴブロック、ゲーム 平池 大人 杉田 由香子

2 大阪府 5級 山  田    志太朗 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 2010/6/2 12 関西スケーティングC 風林火山 藤澤 絵里香 145 6 手品 プログラミング 松本 洋子

3 京都府 6級 高  橋    星  名 ﾀｶﾊｼ ｾﾅ 2010/1/29 12 木下アカデミー Tucker キャシー・リード Tchaikovsky Violin Concerto キャシー・リード 145 4 TikTokダンス
編集、折り紙、

ピアノ、プロセカ
濱田 美栄

村元 小月/佐藤 洸彬

/キャシー・リード/岡本 治子

4 大阪府 5級 西  谷    永  遠 ﾆｼﾀﾆ ﾄﾜ 2010/3/20 12 関西大学KFSC ユーリオンアイス 吉野 晃平 154 3 本田 武史 吉野 晃平/佐々木 理紗

5 滋賀県 5級 佐  野    海  音 ｻﾉ ｶｲﾄ 2010/11/5 11 滋賀ドリームＦＳＣ 二ノ国 中野 紘輔 145 8 サッカー ゲーム 増田 雅子
藤澤 絵理香/中野 紘輔

/長沢 琴枝

6 兵庫県 6級 向  野        慶 ﾑｶｲﾉ ｹｲ 2010/4/14 12 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ New World Concerto 川越 正大/川原 星 161 6 スイミング、英語
ジャッジスコアシート

を書くこと、算数
中野 園子 グレアム 充子/川原 星

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 兵庫県 4級 デイリー　スカイラー海聖 ﾃﾞｲﾘｰ ｽｶｲﾗｰｶｲｾｲ 2012/10/5 10 神戸クラブ Dynamite グレアム 充子 136 5 ヒップホップダンス サッカー、プログラミング 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

2 兵庫県 3級 乾        晟太朗 ｲﾇｲ ｾｲﾀﾛｳ 2013/4/17 9 ひょうご西宮FSC Mr. インクレディブル 笹原 景一朗 123 6 スイミング 工作、LEGO 淀 粧也香 長光 歌子/田中 刑事

3 京都府 3級 宮  瀬    獅  世 ﾐﾔｾ ｼｾｲ 2013/1/1 9 京都宇治FSC The Other Side 村元 小月 130 6 サッカー、マジック 乗馬、ピアノ 濱田 美栄 村元 小月

4 京都府 5級 多々納        怜 ﾀﾀﾉ ﾘｮｳ 2011/7/16 11 京都宇治FSC Spider-Man 荒屋 真理 140 3 サッカー 濱田 美栄 村元　小月/佐藤　洸彬

5 兵庫県 4級 原        大  翔 ﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 2012/11/26 9 神戸クラブ スーパーマンのテーマ 中野 園子 132 5 エレクトーンを弾くこと

マインクラフト、ゲーム、鉄道に

乗ること見ること鉄道グッズを集めるこ

と。

中野 園子 グレアム 充子/川原 星

6 京都府 3級 宮  嶋    鼓太朗 ﾐﾔｼﾞﾏ ｺﾀﾛｳ 2012/12/7 9 京都アクアリーナSC 宇宙兄弟 132 4 瀧石 陽子

ノービスＢ男子 ６枠

ノービスＡ男子 ５枠



2022　近畿選手権　（10/8～10）

+ シード選手 ： 坂本 花織（2021全日本選手権優勝)

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 兵庫県 7級 三  原    舞  依 ﾐﾊﾗ ﾏｲ 1999/8/22 23 シスメックス Merry Christmas Mr. Lawrence David Wilson El Amor Brujo David Wilson 157 9 けん玉 音楽鑑賞、パーカー探し 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

2 大阪府 7級 木  下    咲  良 ｷﾉｼﾀ ｻｸﾗ 2003/11/30 18 関西大学 死の舞踏 𠮷野 晃平 Burlesque 𠮷野 晃平 163 10 ピアノ 絵画鑑賞 本田 武史 𠮷野 晃平/佐々木 理紗

3 京都府 7級 井  上    晴  絵 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｴ 2000/9/16 22 立命館大学 Beethoven’s 5 Secrets 金 彩華 Les Miserables 坂上 美紀 156 7 金 彩華 濱田 美栄/村元 小月/佐藤 洸彬

4 大阪府 7級 高  村    幸  来 ﾀｶﾑﾗ ｻｷ 2001/12/6 20 臨海フィギュアSC Fight Song 荒屋 真理 Hallelujah 荒屋 真理 154 7 英会話 パズル 大西 勝敬

5 大阪府 7級 鈴  木    な  つ ｽｽﾞｷ ﾅﾂ 2003/4/18 19 関西大学 タイスの瞑想曲 岩本 英嗣 The Phantom Of The Opera 安藤 美姫 160 7 本田 武史
山井 真美子/吉野 晃平

/佐々木 理紗

6 大阪府 7級 滝  野    莉  子 ﾀｷﾉ ﾘｺ 2002/3/14 20 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 ダンス 料理 濱田 美栄 村元 小月/佐藤 洸彬

7 京都府 7級 藤        由妃乃 ﾌｼﾞ ﾕｷﾉ 2001/2/12 21 同志社大学 Smile / Le Temps Des Fieurs 佐藤 操 16 Tons / Bei Mir Bist Du Schon 川越 正大 155 4
踊ること、カラオケで

高得点を出すこと
ネイル、お菓子作り 無良 隆志 無良 千絵

8 京都府 7級 籠  谷    歩  未 ｶｺﾞﾀﾆ ｱﾕﾐ 2000/11/19 21 同志社大学 Legends Of The Fall 鈴木 明子 アナスタシア Ernest Martinez 151 6 どこでも寝れること 読書、音楽鑑賞 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

9 京都府 7級 三  善    友  奈 ﾐﾖｼ ﾕｳﾅ 2001/7/9 21 立命館大学 Lovers 阿部 奈々美 白夜行 阿部 奈々美 159 5 料理 音楽鑑賞、料理 大西 勝敬

10 大阪府 7級 藤  原    陽  菜 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾅ 2000/1/11 22 臨海フィギュアSC I Belong To Me 荒屋 真理 江 荒屋 真理 154 8 高校野球観戦 大西 勝敬

11 京都府 7級 田  淵    理  子 ﾀﾌﾞﾁ ﾘｺ 2001/5/16 21 立命館大学 Malaguena 杉田 由香子 KINGDOM 笹原 景一朗 155 10 階段を早く降りること 野球観戦 石井 陽子

12 大阪府 7級 久  保    舞  和 ｸﾎﾞ ﾏｲｶ 2000/10/27 21 関西大学 黄昏のワルツ 太田 由希奈 宿命 吉野 晃平 157 5
ドライブ、映画鑑賞、

音楽鑑賞
本田 武史 山井 真美子

13 滋賀県 7級 藤  崎    ひなの ﾌｼﾞｻｷ ﾋﾅﾉ 2003/3/2 19 ゴールドスターFSC 007 Skyfall 笹原 景一朗 江 荒屋 真理 155 9 森 美穂

14 京都府 7級 吉  田    陽  菜 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾅ 2005/8/21 17 木下アカデミー Dog Days Are Over Lori Nichol
The Planets - Star Wars

 : Princess Leia' Theme
Tom Dickson 155 6

お城＿お寺巡り、

カフェめぐり
濱田 美栄 佐藤 洸彬/村元 小月

15 京都府 7級 加  藤    日向子 ｶﾄｳ ﾋﾅｺ 2003/2/18 19 同志社大学 仮面舞踏会 キャシー・リード Cinema Paradiso キャシー・リード 162 9 スノーボード 濱田 美栄 村元 小月/佐藤 洸彬

16 大阪府 7級 久  保    智  聖 ｸﾎﾞ ﾁｻﾄ 2002/11/5 19 関西大学 The Rose 吉野 晃平 Legends Of Fall 吉野 晃平 162 3 ネイル 本田 武史 山井 真美子/吉野 晃平

17 兵庫県 7級 小木曾    愛  帆 ｵｷﾞｿ ﾏﾅﾎ 2004/2/14 18 神戸大学 戦場のメリークリスマス キャシー・リード ムーランルージュ 木原 万莉子 161 6 YouTubeを見ること 石井 陽子

18 京都府 7級 大  関    凜  花 ｵｵｾｷ ﾘﾝｶ 2002/11/26 19 同志社大学 Jealousy Tango 小田嶋 隼 Les Misérablesより 杉田 由香子 165 7 暗算 お散歩、動画鑑賞 平池 大人 杉田 由香子

19 京都府 7級 泉        凜  佳 ｲｽﾞﾐ ﾘﾝｶ 2004/1/13 18 同志社大学 My Name キャシー・リード Made of Stardust キャシー・リード 159 8
語学力

（英語・韓国語・独語）
食べること 濱田 美栄 村元 小月/佐藤 洸彬

＊2022年8月31日 エントリー情報を基に作成

＊年齢は2022年10月8日時点シニア女子 10枠 ＊免除選手　：　吉田陽菜（ジュニアＧＰ第７戦出場）



2022　近畿選手権　（10/8～10）

+ シード選手 ： 島田 麻央（2021全日本ジュニア選手権優勝)

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 大阪府 6級 鈴  木    志  帆 ｽｽﾞｷ ｼﾎ 2006/9/6 16 大阪スケート倶楽部 Booty Swing 木原 万莉子 シェヘラザード 木原 万莉子 155 10 縄跳び スケート研究、読書 尾形 久美

2 大阪府 6級 上  野    京  子 ｳｴﾉ ｷｮｳｺ 2005/4/15 17 大阪スケート倶楽部 Be Italian 吉野 晃平 Romeo + Juliet 吉野 晃平 160 8 本田 武史 𠮷野 晃平/佐々木 理紗

3 滋賀県 6級 金  綱    美  里 ｶﾈﾂﾅ ﾐｻﾄ 2007/4/15 15 滋賀ドリームＦＳＣ Concerning Hobbits、Lord Of The Rings 笹原 景一朗/稲葉 里子
How Does A Moment Last Forever、

Beauty And The Beast
藤澤 絵里香 146 9 ドラマ鑑賞 増田 雅子 藤澤 絵里香/中野 絋輔/長沢 琴枝

4 大阪府 6級 柳  田    悠  里 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕｳﾘ 2007/6/4 15 大阪スケート倶楽部 「Strong」 劇場版 Cinderella より 安藤 美姫 WEST SIDE STORY 吉野 晃平 154 9 料理 本田 武史 吉野 晃平/佐々木 理紗

5 兵庫県 6級 豆  板    美稀子 ﾏﾒｲﾀ ﾐｷｺ 2007/10/5 15 ひょうご西宮FSC 龍馬伝 笹原 景一朗 Hercules 坂上 美紀 160 8 淀 粧也香 長光 歌子/田中 刑事

6 大阪府 7級 清  水    咲  衣 ｼﾐｽﾞ ｻｴ 2005/8/10 17 大阪スケート倶楽部 Dark Eyes キャシー・リード Un Sospiro キャシー・リード 154 4 裁縫 料理、神社巡り 濱田 美栄
村元 小月/佐藤 洸彬

/岡本 治子

7 兵庫県 6級 逢  坂    麗  乃 ｵｵｻｶ ﾚﾉ 2008/7/6 14 神戸クラブ CATSより 川越 正大/川原 星 プレリュードとアレグロ 川越 正大/川原 星 162 6 映画鑑賞 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

8 大阪府 6級 内  村    香  琳 ｳﾁﾑﾗ ｶﾘﾝ 2009/3/7 13 大阪スケート倶楽部 Mayas マトリックス 155 平池 大人

9 大阪府 6級 森  田    叶  愛 ﾓﾘﾀ ﾄｱ 2007/8/12 15 臨海フィギュアSC ラ・ラ・ランド 青木 有葵 赤いけしの花 荒屋 真理 148 8 バレエ スノーボード 大西 勝敬 青木 有葵

10 兵庫県 7級 豊  島    小  晴 ﾄﾖｼﾏ ｺﾊﾙ 2009/1/24 13 尼崎スポーツの森FSC Time To Say Goodbye 竹久 友梨 「Wicked」より 竹久 友梨 149 8 水泳 折り紙 竹久 友梨

11 兵庫県 6級 大  山    莉  奈 ｵｵﾔﾏ ﾘｲﾅ 2008/7/10 14 神戸クラブ アシタカせっ記より 佐藤 紀子 天虎 中野 園子 150 8 ダンス、絵、和太鼓 ダンス、歌唱、絵を描く 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

12 大阪府 6級 森  下    樹  里 ﾓﾘｼﾀ ｼﾞｭﾘ 2004/8/7 18 浪速中・高ｽｹｰﾄ部 西遊記より 阿吽 荒屋 真理 Beetle Juice 青木 有葵 160 10 料理 音楽鑑賞 大西 勝敬

13 兵庫県 6級 吉  住    澪  南 ﾖｼｽﾞﾐ ﾚｲﾅ 2007/10/8 15 神戸クラブ End Credit Score Suite 佐藤 操 シルク・ドゥ・ソレイユ 木原 万莉子 144 8 ダンス 音楽鑑賞 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

14 大阪府 6級 北  村    かえで ｷﾀﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 2008/11/26 13 関西大学中・高ｽｹｰﾄ部 Mulan 吉野 晃平 Beauty And The Beast Medley 荒屋 真理 157 7 お菓子作り 自然観察、読書 本田 武史 吉野 晃平/佐々木 理紗

15 兵庫県 6級 水  口    乃  按 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾉｱ 2007/5/22 15 神戸クラブ 映画 Cinderellaより 「Strong」 佐藤 紀子 Mulan 川越 正大 168 7 ビデオ鑑賞 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

16 大阪府 6級 芦  田    ひまわり ｱｼﾀﾞ ﾋﾏﾜﾘ 2005/7/2 17 臨海フィギュアSC チャルダッシュ キャシー・リード 風と共に去りぬ / タラのテーマ 荒屋 真理 150 10 けん玉 クッキング 大西 勝敬

17 京都府 6級 多々納    理  真 ﾀﾀﾉ ﾘﾏ 2007/10/11 14 京都宇治FSC The Dream 荒屋 真理 ファイナルファンタジー 荒屋 真理 154 4 そろばん スキー 濱田 美栄 金 彩華

18 京都府 6級 柚  木    心  春 ﾕﾉｷ ｺﾊﾙ 2009/3/8 13 京都宇治FSC Caravan キャシー・リード The Witches Of Eastwick キャシー・リード 153 3 ルービックキューブ メガミンクス 濱田 美栄 村元 小月/佐藤 洸彬/金 彩華

19 兵庫県 7級 重  田    美  星 ｼｹﾞﾀ ﾐﾗ 2006/8/29 16 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 Scheherazade 川原 星 158 9 持久走 ドラマ鑑賞 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

20 滋賀県 6級 清  本    麻  由 ｷﾖﾓﾄ ﾏﾕ 2009/4/26 13 滋賀ドリームＦＳＣ A Million Dreams 藤澤 絵理香 江　～姫たちの戦国～ 藤澤 絵理香 157 4 増田 雅子 長沢 琴枝/藤澤 絵理香/中野 絋輔

21 大阪府 6級 藤  村    匡  由 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏﾕ 2005/3/23 17 大阪スケート倶楽部 ロシュフォール Exogenesis Symphony Part 3 165.5 7 整理整頓 絵を描くこと 大西 三美

22 大阪府 6級 石  橋    みずき ｲｼﾊﾞｼ ﾐｽﾞｷ 2007/5/31 15 大阪スケート倶楽部 Strong 木原 万莉子 シネマイタリアーノ 木原 万莉子 160 9 尾形 久美

23 京都府 7級 村  上    遥  奈 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾅ 2008/7/30 14 木下アカデミー Just Wave Hello 樋口 美穂子 Australia キャシー・リード 154 5 勘が鋭い！
オシャレを楽しむ事、

自分にぴったり合った香水探し
濱田 美栄 佐藤 洸彬/村元 小月

24 京都府 7級 山  田        恵 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲ 2009/6/10 13 木下アカデミー ツィゴイネルワイゼン 宮本 賢二 Don't Rain On My Parade キャシー・リード 154 5 側転 神社、お寺参り 濱田 美栄

25 兵庫県 6級 矢  萩        凜 ﾔﾊｷﾞ ﾘﾝ 2007/12/27 14 ひょうご西宮FSC 天使のくれた奇跡 荒屋 真理 カンフーパンダ 宮﨑 勇人 163 4 料理 読書 田村 拓 宮﨑 勇人

26 大阪府 6級 浅  田    陽  菜 ｱｻﾀﾞ ﾋﾅ 2004/12/24 17 臨海フィギュアSC 座頭市 荒屋 真理 Anastasia 瀬藤 愛理 161 6 ダンス 音楽鑑賞 大西 勝敬

27 京都府 6級 田  中    美  愛 ﾀﾅｶ ｳｻ 2007/11/17 14 京都宇治FSC
ロミオとジュリエットより「Aimer」

/ ジェラール・プレスギュルヴィック 作曲
荒屋 真理 La La Land /ジャスティン・ハーウィッツ作曲 金 彩華 161 8 長距離走 ミュージカル鑑賞 金 彩華 濱田 美栄/村元 小月

28 兵庫県 6級 中  山    櫻  子 ﾅｶﾔﾏ ｻｸﾗｺ 2008/2/16 14 尼崎スポーツの森FSC Dos A Dos 大瀬 晴佳 チャーリーとチョコレート工場 竹久 友梨 6 大瀬 晴佳 北村 彩乃

29 兵庫県 7級 吉  本        玲 ﾖｼﾓﾄ ﾚｲ 2004/5/11 18 神戸クラブ Somewhere Only We Know David Wilson
Romeo And Juliet (Come, Gentle Night,

 The Cheek Of Night, Forbidden Love)
David Wilson 148 7 曲あて 岩盤浴 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

30 大阪府 6級 山  田    素  直 ﾔﾏﾀﾞ ｽﾅｵ 2007/11/8 14 関西スケーティングC I Got Rhythm 藤原 絵里香 Baby, God Bless You 藤原 絵里香 157 6 持久走 料理 松本 洋子

31 大阪府 7級 寺  島    綾  優 ﾃﾗｼﾏ ｱﾕ 2007/3/28 15 浪速中・高ｽｹｰﾄ部 クルエラ 杉田 由香子 NINE 杉田 由香子 157 5 平池 大人 杉田 由香子

32 大阪府 6級 髙  橋    佑  奈 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ 2007/3/15 15 大阪スケート倶楽部 カノン 尾形 久美 ニューヨーク　ニューヨーク 木原 万莉子 156 8 読書 尾形 久美

33 大阪府 6級 中  石    安衣菜 ﾅｶｲｼ ｱｲﾅ 2004/1/15 18 臨海フィギュアSC アイガットリズム 山田 さくら ライオンキング 荒屋 真理 157 3 ピアノ 大西 勝敬

34 大阪府 6級 坂  下    恋  杏 ｻｶｼﾀ ｺｱ 2008/4/21 14 関空スケート ロミオ × ジュリエット 荒屋 真理 グレイテスト・ショーマン 荒屋 真理 156 8 ゲーム 読書、犬と戯れる 細田 采花 長光 歌子

35 兵庫県 7級 白  岩    由  里 ｼﾗｲﾜ ﾕﾘ 2008/5/23 14 ひょうご西宮FSC Roundtable Rival 笹原 景一朗 Anastasia 吉野 晃平 150 5 音楽を聴く事 淀 粧也香 長光 歌子/田中 刑事

36 大阪府 6級 本  田    樹里亜 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾘｱ 2008/3/7 14 大阪スケート倶楽部 Fire Dance 安藤 美姫 Listen 本田 武史/安藤 美姫 157 4 ダンス 写真 本田 武史 吉野 晃平/佐々木 理紗

ジュニア女子 16枠 ＊免除選手 ：柴山歩（ジュニアＧＰ第６戦出場）



2022　近畿選手権　（10/8～10）

+ シード選手 ： 島田 麻央（2021全日本ジュニア選手権優勝)

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

37 兵庫県 6級 新  井    瑛  憐 ｱﾗｲ ｴﾚﾝ 2005/7/22 17 芦屋学園 LA LA LAND 川原 星 Illuminations 川越 正大 169 10 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

38 大阪府 6級 丸  一    里  桜 ﾏﾙｲﾁ ﾘｵ 2005/4/14 17 浪速中・高ｽｹｰﾄ部 Le Jazz Hot 杉田 由香子 ウエストサイドストーリー 杉田 由香子 147 3 ダンス ダンス 杉田 由香子 平池 大人

39 京都府 7級 柴  山        歩 ｼﾊﾞﾔﾏ ｱﾕﾐ 2008/2/26 14 木下アカデミー 風の神の歌 キャシー・リード Turandot Tom Dickson 156 3 ピアノ
アクセルとお昼寝、

お散歩。
濱田 美栄 村元 小月/佐藤 洸彬

40 兵庫県 6級 長  田    有  彩 ﾅｶﾞﾀ ｱﾘｻ 2004/12/22 17 松陰兵庫高校ｽｹｰﾄ部 「Lovely」 川越 正大 Might + U 川越 正大 162 10 手品 カフェめぐり 大西 勝敬

41 大阪府 6級 岩  出    皐  希 ｲﾜﾃﾞ ｻﾂｷ 2004/12/10 17 浪速中・高ｽｹｰﾄ部 Turandot 杉田 由香子 Romeo And Juliet 宮本 賢二 158 5 平池 大人 杉田 由香子

42 大阪府 6級 伊  葉        愛 ｲﾊﾞ ﾏﾅ 2007/5/14 15 関西大学中・高ｽｹｰﾄ部 Faith 安藤 美姫 ダッタン人の踊り 安藤 美姫 154 5 kpop 本田 武史

43 大阪府 6級 甲  斐    劉エリカ ｶｲ ﾘｳ ｴﾘｶ 2008/10/24 13 大阪スケート倶楽部 INCA DANCE 吉野 晃平
「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」
安藤 美姫 148 6 なわとび、トランポリン

鉱石採集、レッサーパンダの観察、

トレッキング
本田 武史 吉野 晃平/佐々木 理紗

44 兵庫県 7級 高  橋    萌  音 ﾀｶﾊｼ ﾓﾈ 2007/7/16 15 神戸クラブ 真実の愛のキス 川越 正大/川原 星 ラ・バヤデール 川原 星 150 7 英語 睡眠 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

45 滋賀県 6級 丹  羽    彩  華 ﾆﾜ ｱﾔｶ 2007/9/9 15 滋賀ドリームＦＳＣ キダム 藤澤 絵理香 ムーラン 藤澤 絵理香 155 9 短距離走 読書 増田 雅子

46 大阪府 6級 木  下    桜  香 ｷﾉｼﾀ ﾓﾓｶ 2007/9/6 15 大阪スケート倶楽部 Caravan 𠮷野 晃平 The Greatest Show 𠮷野 晃平 162 7 スノーボード スケートボード 本田 武史 𠮷野 晃平/佐々木 理紗

47 兵庫県 7級 緒  方    美  揺 ｵｶﾞﾀ ﾐﾕﾗ 2005/8/28 17 ひょうご西宮FSC Binary Star 笹原 景一朗 Angels We Have Heard On High 坂上 美紀 164 4 水泳 音楽鑑賞 淀 粧也香 長光 歌子/田中 刑事

48 兵庫県 7級 池  田    あ  い ｲｹﾀﾞ ｱｲ 2003/12/15 18 武庫川女子大学 ドナウ河のさざなみ 川越 正大 Overture オペラ座の怪人 川越 正大 148 5 料理 音楽鑑賞 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

49 大阪府 6級 松  本    愛  子 ﾏﾂﾓﾄ ｱｲｺ 2005/10/3 17 大阪スケート倶楽部 タンゴアモーレ 杉田 由香子 Kooza 杉田 由香子 158.5 10 ピアノ、料理 音楽鑑賞、ダンス 平池 大人 杉田 由香子

50 大阪府 6級 嶋  田    愛  和 ｼﾏﾀﾞ ｴﾜ 2009/6/29 13 関西大学KFSC くるみ割り人形より　パ・ド・ドゥ キャシー・リード Intermezzo And Gypsy Dance From Carmen キャシー・リード 153 6 似顔絵を描くこと 読書 濱田 美栄
村元 小月/岡本 治子

/佐藤 洸彬/金 彩華

51 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
Red Violin

Based On En Aranjuez Cou Tu Amor
キャシー・リード Samson And Delilah キャシー・リード 161 5 創作ダンス 空想すること 濱田 美栄 村元 小月/佐藤 洸彬

52 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 カルメン キャシー・リード 序奏とロンド・カプリチオーソ キャシー・リード 152 7 逆立ち 料理、読書 濱田 美栄 佐藤 洸彬/村元 小月

53 滋賀県 7級 後  藤    愛  莉 ｺﾞﾄｳ ｱｲﾘ 2007/3/7 15 ゴールドスターFSC チャルダッシュ 笹原 景一朗 ガブリエルのオーボエ 「THE MISSION」より 荒屋 真理 156 7 森 美穂 小林 瑠奈

54 京都府 6級 賀  陽    夢  音 ｶﾖｳ ﾕﾉﾝ 2008/10/17 13 京都アクアリーナSC Firedance 吉野 晃平 Desert 笹原 景一朗 158 7 クッキング クレーンゲーム 笹原 景一朗

55 京都府 7級 杉  山    菜  那 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾅ 2007/9/13 15 京都宇治FSC ロシュフォールの恋人たち 荒屋 真理 愛しみの夜会 荒谷 真理 155 6 濱田 美栄 村元 小月/佐藤 洸彬/金 彩華

56 兵庫県 7級 山  邊        百 ﾔﾏﾍﾞ ﾓﾓ 2007/9/14 15 ひょうご西宮FSC WEST SIDE STORY 荒屋 真理 Don't Cry For Me Argentina 竹内 理恵/荒屋 真理 160 6 読書、お菓子作り 小泉 仁 森 有加

57 兵庫県 6級 藤  井    麗  名 ﾌｼﾞｲ ﾚﾅ 2009/5/21 13 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ 江 ～姫たちの戦国～ 川原 星 メリーポピンズ　リターンズ 川越 正大 149 6 タイピング 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

58 大阪府 7級 岩  崎    陽  菜 ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾅ 2005/4/27 17 なみはやクラブ LA LA LAND 宮本 賢二 シンデレラ 宮本 賢二 158.5 6 淀 粧也香 長光 歌子/田中 刑事

59 大阪府 6級 中  堀    舞  音 ﾅｶﾎﾘ ｶﾎﾈ 2003/11/14 18 近畿大学FSC Orbital イクスタバ 154 8 動画編集 杉田 由香子

60 大阪府 6級 林        祥  貴 ﾊﾔｼ ｻｷ 2006/10/5 16 関西スケーティングC Flower Duet 加藤 利緒菜 マイフェアレディ 加藤 利緒菜 加藤 ゆかり

61 大阪府 6級 入  夏    綾  音 ﾆｭｳﾅﾂ ｱﾔﾈ 2004/8/5 18 関西スケーティングC America Asian Dream Song 156 5 けん玉 絵を描くこと

62 滋賀県 6級 ｼｭﾙﾝﾂｪ    羽  奈 ｼｭﾙﾝﾂｪ ﾊﾅ 2007/8/10 15 ゴールドスターFSC L-O-V-E 荒屋 真理 Die Zauberflöte 荒屋 真理 158 7 森 美穂

63 滋賀県 6級 東        華乃子 ｱｽﾞﾏ ｶﾉｺ 2006/12/3 15 滋賀ドリームＦＳＣ Por Una Cabeza 藤澤 絵理香 Singin' In The Rain Zhang Wei 152 8 スキー 読書 増田 雅子 長沢 琴枝/藤澤 絵理香/中野 絋輔

64 大阪府 7級 實  久    香  恩 ｻﾈﾋｻ ｶｵﾝ 2007/5/20 15 関西スケーティングC 「キダム」より インカンテーション 木原 万莉子 「アーティスト」 木原 万莉子 145 3 松本 洋子

65 大阪府 6級 梅  川    真  子 ｳﾒｶﾜ ﾏｺ 2005/9/7 17 関西スケーティングC エルフラメンコ 宮﨑 勇人 ア・ミリオン・ドリームズ 荒屋 真理 152 9 音楽鑑賞 田村 拓

66 大阪府 6級 中  堀    舞  風 ﾅｶﾎﾘ ﾎﾉｶ 2003/11/14 18 近畿大学FSC トスカ 杉田 由香子 ジキルとハイド 杉田 由香子 155 8 料理 平池 大人 杉田 由香子

ジュニア女子 16枠 ＊免除選手 ：柴山歩（ジュニアＧＰ第６戦出場）



2022　近畿選手権　（10/8～10）

+ 全日本ノービス選手権推薦選手 ： 鈴木 華乃、河野 莉々愛

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 京都府 6級 岡  田    衣千乃 ｵｶﾀﾞ ｲﾁﾉ 2009/10/2 13 京都宇治FSC 戦場のメリークリスマス 望月 梨早 146 5 バレエ 絵を描くこと、料理 濱田 美栄
村元 小月/佐藤 洸彬

/キャシー・リード/金彩華

2 兵庫県 6級 中  島    羽  菜 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾅ 2011/2/21 11 ひょうご西宮FSC CATS ～ 劇団四季より 荒屋 真理 140 7 縄跳び 読書 小泉 仁 森 有加

3 兵庫県 6級 池  田        希 ｲｹﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 2010/2/12 12 尼崎スポーツの森FSC Beauty And The Beast 竹久 友梨 148 9 竹久 友梨

4 兵庫県 6級 上  田        琴 ｳｴﾀﾞ ｺﾄ 2011/2/5 11 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ パリのアメリカ人 川越 正大/中野 園子 147.5 5 水泳 折り紙 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

5 大阪府 6級 藤  原    ゆりあ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾘｱ 2010/3/11 12 関空スケート Harem 荒屋 真理 151 6 猫のものまね ピアノ、KPOP 細田 采花 長光 歌子

6 大阪府 6級 松  浪    ひかり ﾏﾂﾅﾐ ﾋｶﾘ 2010/10/8 12 関西大学KFSC LA LA Canon Someone In The Crowd 吉野 晃平 139 5 英語 けん玉 本田 武史

7 大阪府 6級 浅  尾    董  子 ｱｻｵ ﾄｳｺ 2009/11/23 12 臨海フィギュアSC The Butterfly Lovers Concert For Violin 大西 志保 142 7 読書 大西 勝敬

8 京都府 6級 北  谷    美  結 ｷﾀﾀﾆ ﾐﾕ 2009/10/29 12 京都宇治FSC Moroccan Roll 樋口 美穂子 146 5
ユーチューブを見る事、

ショッピング
濱田 美栄

村元 小月/佐藤 洸彬

/岡本 治子

9 京都府 6級 河  野    莉々愛 ｺｳﾉ ﾘﾘｱ 2011/5/16 11 木下アカデミー La Strada キャシー・リード 133 4 バドミントン ダンス 濱田 美栄
村元 小月/佐藤 洸彬

/岡本 治子

10 京都府 6級 増  尾        歩 ﾏｽｵ ｱﾕﾑ 2011/2/9 11 京都宇治FSC One（コーラスラインより）Rich Man‘s Frug キャシー・リード 138 6 ピアノ 読書 濱田 美栄
村元 小月/佐藤 洸彬

/岡本 治子/金 彩華

11 兵庫県 6級 乾        汐  希 ｲﾇｲ ｼｵﾈ 2009/12/1 12 ひょうご西宮FSC Strong 坂上 美紀 143 4 英語 音楽鑑賞 淀 粧也香 長光 歌子/田中 刑事

12 京都府 6級 鈴  木    華  乃 ｽｽﾞｷ ﾊﾅﾉ 2010/11/16 11 木下アカデミー Butterfly Lover キャシー・リード 143 4 ダンス、英会話 音楽編集、中国舞踊 濱田 美栄
村元 小月/佐藤 洸彬/岡本 治子

/キャシー・リード/Ghislan Briand

13 兵庫県 6級 松  尾    つぐ心 ﾏﾂｵ ﾂｸﾞﾐ 2011/3/4 11 ひょうご西宮FSC Happy Valley 143 9 淀 粧也香

14 兵庫県 6級 澤  田    桃  花 ｻﾜﾀﾞ ﾓﾓｶ 2010/2/21 12 ひょうご西宮FSC こうもり序曲 坂上 美紀 144 8 水泳 ピアノ、読書 淀 粧也香 長光 歌子/田中 刑事

15 京都府 5級 松  崎    利  夢 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｽﾞﾑ 2010/10/17 11 京都宇治FSC Anastasia 望月 梨早/金 彩華 138 7 工作
映画鑑賞、

ミュージカル鑑賞
濱田 美栄 金 彩華

16 京都府 6級 川  勝    玲  奈 ｶﾜｶﾂ ﾚｲﾅ 2010/8/4 12 木下アカデミー Kill Bill キャシー・リード 145 6 早起きをする
ショッピング、

ピアス集め、お菓子作り
濱田 美栄

村元 小月/キャシー・リード

/佐藤 洸彬/岡本 治子

17 大阪府 6級 大  石    釉  菜 ｵｵｲｼ ﾕﾅ 2010/6/11 12 大阪スケート倶楽部 「007」 杉田 由香子 140 7 お菓子作り 杉田 由香子 平池 大人

18 大阪府 6級 三  藤    春  果 ｻﾝﾄｳ ﾊﾙｶ 2010/1/11 12 なみはやクラブ Pirates Of The Caribbean At Worlds End 杉田 由香子 150 7 茶道 読書 杉田 由香子 平池 大人

ノービスＡ女子 ６枠



2022　近畿選手権　（10/8～10）

+ 全日本ノービス選手権推薦選手 ： 金沢 純禾

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 京都府 5級 東  垣    有  紗 ﾋｶﾞｼｶﾞｷ ｱﾘｻ 2012/6/2 10 京都宇治FSC
映画LA LA LANDより

『Another Day Of Sun』『Epilogue』
キャシー・リード 135 7 水泳 読書 濱田 美栄

岡本 治子/村元 小月

/佐藤 洸彬/金 彩華

2 大阪府 5級 水  越        蒼 ﾐｽﾞｺｼ ｱｵｲ 2012/3/17 10 大阪スケート倶楽部 Pink Panther 129 7 お菓子作り 手芸 尾形 久美

3 京都府 5級 片  山    姫  和 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ 2013/3/1 9 京都アクアリーナSC NUTROCKER 荒屋 真理 127 3 側転 映画鑑賞 瀧石 陽子

4 兵庫県 5級 宮  岡        光 ﾐﾔｵｶ ﾋｶﾙ 2011/8/4 11 ひょうご西宮FSC CHRONO CROSS ～時の傷跡～ 中塩 美悠 127 7 ピアノ タイピング 淀 粧也香 長光 歌子/田中 刑事

5 大阪府 6級 一貫田    紗  生 ｲｯｶﾝﾀﾞ ｻｲｷ 2011/9/1 11 関空スケート Illuminations : Reflections Of Earth 細田 采花 137.7 6
新体操、バレエ、

トランポリン
ダンス、料理 細田 采花 長光 歌子

6 兵庫県 5級 國  時    理  沙 ｸﾆﾄｷ ﾘｻ 2011/10/16 10 神戸クラブ モダン・ミリーより 川越 正大 130.8 4 ピアノ、タイピング 絵を描く事、ゲーム 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

7 京都府 6級 金  沢    純  禾 ｶﾅｻﾞﾜ ｽﾐｶ 2012/2/28 10 木下アカデミー The Yellow River Piano Concerto キャシー・リード 138 3
お菓子作り、空の観察、

美容グッズ集め、ツムツム
濱田 美栄

村元 小月/佐藤 洸彬

/岡本 治子/キャシー・リード

8 京都府 5級 久保村    真夕子 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾏﾕｺ 2012/7/8 10 京都アクアリーナSC Don't Stop Me Now 木原 万莉子 133 6 笹原 景一朗

9 大阪府 5級 中  村    心  優 ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾛ 2011/10/1 11 関空スケート 巴里のアメリカ人 細田 采花 147 8 バレエ バレエ、習字、折り紙 細田 采花 長光 歌子

10 京都府 5級 豊  原    楓  花 ﾄﾖﾊﾗ ﾐﾕﾅ 2011/11/23 10 京都宇治FSC Overture 145 6 佐藤 洸彬

11 兵庫県 5級 亀  井    美  杜 ｶﾒｲ ﾐﾄ 2011/9/12 11 ひょうご西宮FSC Peter Pan 137 5 折り紙 工作 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

12 兵庫県 5級 澤  田    有  理 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ 2012/5/29 10 ひょうご西宮FSC My Favorite Things 中塩 美悠 127 7 マット運動 お絵描き 淀 粧也香 長光 歌子/田中 刑事

13 大阪府 5級 神  垣    夏  音 ｶﾐｶﾞｷ ﾘﾝ 2011/8/20 11 大阪スケート倶楽部 SING, SING, SING 木原 万莉子 155 4 読書 尾形 久美

14 兵庫県 6級 能  登    咲  空 ﾉﾄ ｻｸﾗ 2011/11/30 10 ひょうご西宮FSC Down To The Sea 坂上 美紀 134 5 長距離走 歴史の本を読むこと 淀 粧也香 長光 歌子/田中 刑事

15 京都府 4級 平  野    実  里 ﾋﾗﾉ ﾐﾉﾘ 2012/12/23 9 京都宇治FSC Coppelia 136.5 6 絵を描くこと 工作 金 彩華

16 滋賀県 4級 井  上        桃 ｲﾉｳｴ ﾓﾓ 2012/3/16 10 ゴールドスターFSC IN THE MOOD 荒屋 真理 135 4 絵画 工作 森 美穂

17 京都府 5級 相  馬    愛  可 ｿｳﾏ ｱｲｶ 2012/6/14 10 京都宇治FSC LIBELLA SWING / It Only Took A Kiss 樋口 美穂子 135 3 ピアノ、英語 kpop dance 濱田 美栄

ノービスＢ女子 ７枠


