
2022東日本選手権　（11/4～6）

+

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 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 東京都 7級 坂  東        凜 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ 2002/7/28 20 東洋大学 東京　18位 Something Real Sean Rabbitt ファンタスティックビースト Sean Rabbitt 165 12 逆立ちして服を着る コーヒを淹れる、読書 山本 雅江

2 東京都 7級 鈴  木    楽  人 ｽｽﾞｷ ｶﾞｸﾄ 2002/11/8 19 法政大学 東京　12位 Melodie 村上 佳菜子 アンタッチャブル 宮本 賢二 165 12 垂直跳び
映画鑑賞、ポケモンGO、

サウナ巡り
中庭 健介

南雲 百恵/中田 誠人

/田之上 彩/瀬尾 茜

3 東京都 7級 栖  川    源二郎 ｽｶﾞﾜ ｹﾞﾝｼﾞﾛｳ 2003/5/15 19 東洋大学 東京　16位 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 佐藤 操 ガイーヌ 佐藤 操 178 11 読書 佐藤 亜希子

4 東京都 7級 大  中    惟  吹 ｵｵﾅｶ ｲﾌﾞｷ 2003/12/26 18 東洋大学 東京　13位 Perfect Blue 竹内 理恵 Difiance 小平 渓介 171 水泳 福島 三都子 原田 富士子

5 東京都 7級 廣  田    聖  幸 ﾋﾛﾀ ﾏｻﾕｷ 2003/3/9 19 早稲田大学 東京　19位 Overtake 中村 和 Rocketman 中村 和 176 6 フットサル
野球観戦、サッカー観戦

音楽鑑賞
中村 和

6 岩手県 7級 加  藤    海  里 ｶﾄｳ ｶｲﾘ 2003/7/17 19 岩手大学 東北・北海道　優勝 In This Shrits 柴田 嶺 Titan 佐藤 操 174 3 料理 2倍速You Tube鑑賞 高橋 英子

7 東京都 7級 西  山    真  瑚 ﾆｼﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 2002/1/24 20 早稲田大学 東京　３位 That's Life
Joey Russell

/西山 真瑚
New World Symphony, Anthem Joey Russell 171 7 スポーツカー観賞、ドライブ 樋口 豊 松永 由希奈

8 東京都 7級 福  島    寛  輝 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｷ 2002/11/5 19 専修大学 東京　17位 るろうに剣心 駒場 幸大 CHICAGO BLUE 駒場 幸大 167 12 縄跳び 料理 駒場 幸大

9 東京都 7級 國  方    勇  樹 ｸﾆｶﾀ ﾕｳｷ 2001/3/27 21 日本大学 東京　14位 Rise 佐藤 操 The Last Samurai Thomas Rochelet 163 8 マラソン、縄跳び 映画鑑賞 Brian Joubert Cornelia Parquier

10 東京都 7級 山  隈    太一朗 ﾔﾏｸﾏ ﾀｲﾁﾛｳ 2000/4/14 22 明治大学 東京　６位 Natural Songbook VIII. After O Carolan 岩本 英嗣 Somewhere In Time Salome Brunner 179.1 7 サッカー、F1鑑賞 重松 直樹

11 宮城県 7級 田  村    亮  太 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 1998/2/25 24 宮城鶴ヶ谷FSC 東北・北海道　３位 ジュテーム ラピュタ 167 9 カラオケ 西田 正人

12 東京都 7級 志  賀    海  門 ｼｶﾞ ﾐﾅﾄ 2003/4/7 19 法政大学 東京　10位 Chasing Cars 服部 瑛貴 Exogenesis Symphony 佐藤 久美子 173 5 佐藤 信夫 佐藤 久美子/小林 れい子

13 東京都 7級 古  庄    優  雅 ﾌﾙｼｮｳ ﾕｳｶﾞ 2001/1/13 21 日本大学 東京　15位 El Tango De Roxanne 津内 胡菜 FAR AND AWAY 宮﨑 勇人 160 11 歌 歌 佐藤 紀子 福井 信子

14 北海道 7級 坪  井    聖  弥 ﾂﾎﾞｲ ｾｲﾔ 2000/6/19 22 北洋大学 東北・北海道　２位 Fever 小田嶋 隼 ブエノスアイレス 横谷 花絵 167 8 ピアノ ランニング 髙木 尚美

15 東京都 7級 門  脇    慧  丞 ｶﾄﾞﾜｷ ｹｲｽｹ 2003/3/26 19 法政大学 東京　８位 Asturias キャシー・リード Mi Mancherai 有川 梨絵 174 8 有川 梨絵

16 東京都 7級 大  島    光  翔 ｵｵｼﾏ ｺｳｼｮｳ 2003/2/15 19 明治大学 東京　５位 Real? 佐藤 操 TOP GUN 佐藤 操 173 5 ゴルフ サウナ 大島 淳

17 東京都 7級 佐  藤    由  基 ｻﾄｳ ﾖｼｷ 2002/2/8 20 日本大学 東京　９位 るろうに剣心 宮本 賢二 QUEENより 中村 和 167 10 陸上、スキー
釣り、ドライブ、

お菓子作り
中村 和

18 東京都 7級 松  井    努  夢 ﾏﾂｲ ﾂﾄﾑ 2002/1/1 20 明治大学 東京　11位 This Is Mine 服部 瑛貴 Fantastic Beasts 服部 瑛貴 177.5 8 樋口 豊

19 東京都 7級 長谷川    一  輝 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 2001/5/13 21 東京理科大学 東京　７位 Happy 横谷 花絵 Beatles Concerto 横谷 花絵 162 5 PCの組み立て 家計簿を眺める 横谷 花絵

20 東京都 7級 堀        義  正 ﾎﾘ ﾖｼﾏｻ 2001/12/25 20 明治大学 東京　20位 マラゲーニャ Morzart Opera Rock 172 4 ゲーム 一人旅 横谷 花絵

シニア男子 ４枠 シード：鍵山優真　／　免除：三浦佳生（GPカナダ）、佐藤駿（GPイギリス）、島田高志郎（GPイギリス）
＊2022年10月11日 エントリー情報を基に作成

＊年齢は2022年11月4日時点



2022東日本選手権　（11/4～6）

+

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 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 東京都 7級 増  田    未  夢 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾕ 2002/6/19 20 東洋大学 東京　10位 A Milion Dreams 大西 志歩 TITANIC 鈴木 明子 155 5 小林 れい子

2 東京都 7級 松  下    紗  千 ﾏﾂｼﾀ ｻﾁ 2000/9/21 22 日本大学 東京　19位 Back To Black 佐藤 紀子 Without You 星野 有衣子 158 6 詩吟、お囃子 手芸、けん玉、お菓子作り 佐野 稔

3 山梨県 7級 吉  岡    詩  果 ﾖｼｵｶ ｼｲｶ 2002/10/31 20 山梨学院大学 関東　優勝 The Prayer 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

4 東京都 7級 本  田    真  凜 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾘﾝ 2001/8/21 21 ＪＡＬ 東京　８位 Assassin’s Tango Lori Nichol Moulin Rouge 宮本 賢ニ 163 2 ヒットアンドブロー カメラ 佐藤 信夫

5 東京都 7級 青  木    祐  奈 ｱｵｷ ﾕﾅ 2002/1/10 20 日本大学 東京　４位 白夜を行く 鈴木 明子
Paganini - Violin Concerto No.4

( Io Ti Penso Amore)
Misha Ge 156 5 音楽鑑賞 中庭 健介

中田 誠人/南雲 百恵

/田之上 彩/瀬尾 茜

6 山梨県 7級 中  本    有  咲 ﾅｶﾓﾄ ｱﾘｻ 2003/1/5 19 山梨学院大学 関東　４位 エルチョクロ 岩本 英嗣 The Missionより 岩本 英嗣 158 7 料理 岩本 英嗣 岩本 知亜姫

7 東京都 7級 三  枝    知香子 ｻｲｸﾞｻ ﾁｶｺ 2003/6/7 19 日本大学 東京　５位 Scheherazade 服部 瑛貴 The Misson 服部 瑛貴 153 9 縄跳び 読書 中村 和

8 青森県 7級 種  市    和  夏 ﾀﾈｲﾁ ﾉﾄﾞｶ 2005/8/4 17 八戸工大一高 東北・北海道　５位 カルメン 岩本 英嗣 パッサカリア 岩本 英嗣 160 5 なわとび 料理 坂本 まゆみ
佐々木 正徳/屋敷 いずみ

/工藤 幸太

9 東京都 7級 堀  見    華  那 ﾎﾘﾐ ﾊﾅ 2002/9/4 20 明治大学 東京　21位 The Lady Is A Tramp 鈴木 明子 Piano Concert In F By G.Gershwin 宮本 賢二 157 6 料理 カフェ巡り 佐藤 信夫 佐藤 久美子

10 東京都 7級 岡  部    季  枝 ｵｶﾍﾞ ｷｴ 2001/7/25 21 明治大学 東京　11位 フォレストガンプ 佐藤 紀子 エクソジェネシス 佐藤 紀子 159 4 落語鑑賞、講談鑑賞 佐野 稔

11 東京都 7級 猪  股    早哉子 ｲﾉﾏﾀ ｻﾔｺ 2003/10/6 19 立教大学 東京　20位 La Vie En Rose 佐藤 紀子 Scheherazade 佐藤 紀子 153 7 岡島 功治 佐藤 紀子

12 東京都 7級 小  成    日  和 ｺﾅﾘ ﾋﾖﾘ 2004/2/21 18 日本大学 東京　13位 Mission Impossible2 より 福屋 優子 ROMEO + JULIETTE 福屋 優子 164 8 福屋 優子

13 東京都 7級 吉  野    汐  香 ﾖｼﾉ ｼｵｶ 2003/7/18 19 法政大学 東京　16位 奇皇后 坂上 美紀 死の舞踏 坂上 美紀 173 4 お菓子作り 映画鑑賞 都築 章一郎 都築 奈加子

14 岩手県 7級 廣  谷    帆  香 ﾋﾛﾀﾆ ﾎﾉｶ 2000/7/1 22 岩手大学 東北・北海道　優勝 Every Time You Kissed Me 本郷 裕子 No Game No Life Zero 佐藤 操 157 9 どこでも寝れる FPS系ゲーム 佐々木 正徳 坂本 まゆみ

15 宮城県 7級 藤  﨑        鈴 ﾌｼﾞｻｷ ｽｽﾞ 2004/8/25 18 東北高校 東北・北海道　４位 Maleficent 岩本 英嗣 ラフマニノフ　ピアノ協奏曲第2番 岩本 英嗣 159 7 浪岡 秀 武者 愛

16 東京都 7級 江  川    マリア ｴｶﾞﾜ ﾏﾘｱ 2003/12/18 18 明治大学 東京　優勝 ラストエンペラー 宮本 賢二 レミゼラブル 宮本 賢二 158.5 5 どこでも寝れること
美味しいカフェオレを

つくること
中庭 健介

中田 誠人/南雲 百恵

/田之上 彩/瀬尾 茜

17 東京都 7級 横  谷    杏  林 ﾖｺﾔ ｱﾝｽﾞ 2003/3/6 19 東京歯科大学 東京　18位 River Flows In You 星野 有衣子 What If 星野 有衣子 162 4 野球観戦、箱根駅伝観戦 佐野 稔

18 東京都 7級 馬  場    はるあ ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾊﾙｱ 2001/4/3 21 早稲田大学 東京　14位 Within / Nero 津内 胡菜 Never Go Back / My Immortal 星野 有衣子 156 7 速読 かき氷巡り 無良 隆志 星野 有衣子/無良 千絵

19 東京都 7級 木  南    沙  良 ｺﾐﾅﾐ ｻﾗ 2002/8/18 20 早稲田大学 東京　15位 Courage To Change 武田 奈也 SAYURI 武田 奈也 161 8 ヨガ、ピラティス 武田 奈也

20 東京都 7級 佐  藤    伊  吹 ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ 2000/10/7 22 明治大学 東京　６位 My Own True Love 横谷 花絵 Kaas Chante Piaf 横谷 花絵 160 5 読書 料理 横谷 花絵

21 宮城県 7級 三  浦    向日葵 ﾐｳﾗ ﾋﾏﾘ 2002/8/2 20 仙台泉Ｆ．Ｓ．Ｃ． 東北・北海道　２位 Adios Nonino, Libertango 阿部 奈々美 Ladies In Lavender 鈴木 明子 160 9 お菓子作り 野球観戦 田中 総司

22 北海道 7級 清  水    柚梨恵 ｼﾐｽﾞ ﾕﾘｴ 2002/8/15 20 北海道教育大学 東北・北海道　３位 Fantasy For Violin And Orchestra 松永 由希奈 Romeo ＆ Juliet 鈴木 潤 157 5 松本 享子

23 神奈川県 7級 鈴  木    珠  里 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾘ 1999/12/10 22 日本体育大学 関東　２位 Sway Rudy Galindo Moonlight Sonata 望月 梨早 150 6 短距離走 愛猫と昼寝 鈴木 誠一

24 神奈川県 7級 清  水    愛  望 ｼﾐｽﾞ ｱｲﾐ 2002/3/13 20 日本体育大学 関東　３位 ロシュフォールの恋人たち 坂上 美紀 Quidam 坂上 美紀 153 6 手話 音楽鑑賞、映画鑑賞 佐藤 亜希子

25 東京都 7級 廣  田    彩  乃 ﾋﾛﾀ ｱﾔﾉ 2001/11/12 20 専修大学 東京　17位 月の光 望月 梨早 The Notebook 望月 梨早 158 4 お菓子作り サップ 鈴木 誠一

26 東京都 7級 松  原        星 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｶﾘ 2000/12/3 21 明治大学 東京　７位 Hallelujah 宮本 賢二 Forrest Gump 宮本 賢二 158 3 暗記 ハンドクラフト 中庭 健介
中田 誠人/南雲 百惠

/田之上 彩/瀬尾 茜

27 東京都 7級 依  田    茉里紗 ﾖﾀﾞ ﾏﾘｻ 2001/5/3 21 日本大学 東京　９位 Salvation 川越 正大 LA LA LAND 岩本 英嗣 156 映画観賞 重松 直樹

28 東京都 7級 川  畑    和  愛 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄﾓｴ 2002/1/12 20 早稲田大学 東京　12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 デイヴィッド・ウィルソン 158 6 散歩、お菓子作り 樋口 豊

シニア女子 ７枠 シード：樋口新葉　／　免除：渡辺倫果（GPカナダ）、住吉りをん（GPフランス）

＊2022年10月11日 エントリー情報を基に作成

＊年齢は2022年11月4日時点



2022東日本選手権　（11/4～6）

+

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 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 東京都 7級 田  中    蓮  音 ﾀﾅｶ ﾚｵﾝ 2007/5/11 15 東大和FSC 東京　13位 RISE 駒場 幸大 Malaguena 駒場 幸大 163 4 ピアノ バイオリン、サックス 山本 雅江

2 千葉県 6級 三  吉    慶  哉 ﾐﾖｼ ｹｲﾔ 2007/10/22 15 アクアリンクちばSC 関東　３位 Don't Stop Me Now 岩本 英嗣 葉加瀬太郎交響詩 「希望」 中西 樹希 164 8 球技、けん玉
音楽を聴くこと、

ルービックキューブ
中川 雄介

3 東京都 7級 加  藤    海  里 ｶﾄｳ ｶｲﾘ 2006/8/9 16 目黒日本大学高等学校 東京　10位 Your Song 岩本 英嗣 LA LA LAND 南雲 百恵 165 11 百人一首 スケート動画鑑賞 中庭 健介
中田 誠人/南雲 百恵

/田之上 彩/瀬尾 茜

4 東京都 6級 丹  羽    遥  珂 ﾆﾜ ﾊﾙｶ 2008/5/9 14 ＭＦアカデミー 東京　16位 ツィゴイネルワイゼン 南雲 百恵 ピアノ協奏曲第4番 宮本 賢二 153 5 短距離走 ゲーム 中庭 健介
中田 誠人/南雲 百恵

/田之上 彩/瀬尾 茜

5 宮城県 6級 小  山    蒼  斗 ｵﾔﾏ ｱｵﾄ 2009/4/13 13 仙台泉Ｆ．Ｓ．Ｃ． 東北・北海道　３位 Main Titles / End Credits 鈴木 明子
屋根の上のヴァイオリン弾き

/Fiddler On The Roof
鈴木 明子 153 8 工作 黒柴グッズ集め 田中 総司

6 東京都 7級 鈴  木    零  偉 ｽｽﾞｷ ﾚｲ 2003/7/14 19 法政大学 東京　９位 Love Runs Out 岩本 英嗣 Despacito 本郷 裕子 168 9 APEX ゲーム、音楽鑑賞 中庭 健介
中田 誠人/南雲 百恵

/田之上 彩/瀬尾 茜

7 東京都 7級 矢  島        司 ﾔｼﾞﾏ ﾂｶｻ 2006/3/16 16 駒場学園高校 東京　８位 Melancholy 日下 匡力 Forrest Gump Suite 日下 匡力 177 4 水泳 日下 匡力 浅野 敦子

8 千葉県 6級 田  口    湊  音 ﾀｸﾞﾁ ﾐﾅﾄ 2008/12/22 13 アクアリンクちばSC 関東　７位 映画「リメンバー・ミー」より 中村 和 Norte Dame De Paris 中村 和 150 6
耳コピ、スケートなぞかけ、

猫の鳴き真似

音楽の編集、

四つ葉のクローバー探し
中村 和

9 東京都 7級 北  村    凌  大 ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 2003/11/23 18 日本大学 東京　４位 Adios 宮本 賢二 信長協奏曲 岩本 英嗣 167 6 掃除 映画鑑賞、サウナ 中庭 健介 中田 誠人/南雲 百恵//田之上 彩

10 東京都 7級 池  田        立 ｲｹﾀﾞ ﾘﾂ 2008/12/22 13 ＭＦアカデミー 東京　７位 Come Fly With Me 岩本 英嗣 龍馬伝 宮本 賢二 156 5 どこでも素早く寝れる ゲーム 中庭 健介
中田 誠人/南雲 百恵

/田之上 彩/瀬尾 茜

11 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　２位 Uncontrollable Evil Extended 駒場 幸大 Charlie AND THE CHOCOLATE FACTORY 菊地 里菜 165 5 ボルダリング サウナ 駒場 幸大 菊地 里菜

12 群馬県 6級 佐々木    陽  人 ｻｻｷ ﾊﾙﾄ 2009/6/19 13 伊勢崎クラブ 関東　４位 INDEPENDENCE DAY 日下 匡力 ショパン　ワルツ第七番 日下 匡力 140 6 倒立 歌唱、ゲーム 日下 匡力 浅野 敬子

13 新潟県 7級 金  子    陽  哉 ｶﾈｺ ﾊﾙﾔ 2005/6/13 17 新潟FCKZ 東北・北海道　６位 グランドタランテラ 天野 真 Romeo And Juliet 渡部 幸裕 171 9 ピアノ、スキー、陸上競技 読書、映画鑑賞、音楽鑑賞 松澤 光代 皆川 晃子/柾木 太貴

14 栃木県 6級 丸  山    英  希 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 2005/5/8 17 栃木県スケート連盟 関東　５位 You Raise Me Up 川越 正大 Sherlock Holmes 中村 和 164 ゲーム 温泉 大島 淳

15 宮城県 7級 本  田    大  翔 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ 2006/8/23 16 東北高校 東北・北海道　優勝 四季　冬 鈴木 明子 ロードオブザリング 鈴木 明子 161 7 ものまね 音楽鑑賞 阿部 奈々美 菊地 妃奈子/坂本 惠梨

16 神奈川県 6級 牧  島    瑠  依 ﾏｷｼﾏ ﾙｲ 2007/12/21 14 KOSE新横浜ﾌﾟﾘﾝｽFSC 関東　６位 ドン・キホーテ 武田 奈也 Writlng’ On The Wall 服部 瑛貴 166.5 9 掃除 生物飼育 松村 成

17 東京都 6級 浜  中    玲  旺 ﾊﾏﾅｶ ﾚｵ 2008/8/29 14 明治神宮外苑FSC 東京　15位 Dancing On My Own 服部 瑛貴 オペラ座の怪人 岩本 英嗣 158 7 マリンバ 読書 岡島 功治 佐藤 弥桜

18 新潟県 6級 金  子    ヒ  ロ ｶﾈｺ ﾋﾛ 2008/8/2 14 新潟FCKZ 東北・北海道　４位 I Don't Want To Miss A Thing 川越 正大
「It's A Beautiful Day」

「We Are The Champion」
宮本 賢二 170 5 ラップ 卵焼き作り 松澤 光代

19 東京都 7級 周  藤        集 ｽﾄｳ ﾂﾄﾞｲ 2007/1/18 15 ＭＦアカデミー 東京　優勝 Per Te 宮本 賢二 Se 岩本 英嗣 163 8
英語、韓国語、

インド国歌斉唱

サウナ、NBA観戦、

ルービックキューブ
中庭 健介

中田 誠人/南雲 百恵

/田之上 彩/瀬尾 茜

20 東京都 7級 松  岡    隼  矢 ﾏﾂｵｶ ｼｭﾝﾔ 2004/3/10 18 法政大学 東京　６位 トスカ 宮本 賢二 BRAVE HEART 宮本 賢二 167 9 暗記 パソコン 石原 美和 松永 幸恵/本郷 理華

21 東京都 7級 小田垣        櫻 ｵﾀﾞｶﾞｷ ｻｸﾗ 2004/12/16 17 目黒日本大学高等学校 東京　11位 Luv Letter 岩本 英嗣 El Tango De Roxanne 宮本 賢二 172 8 サウナ 重松 直樹

22 東京都 7級 藤  城    柊  治 ﾌｼﾞｼﾛ ｼｭｳｼﾞ 2005/1/4 17 ＩＤ学園高等学校 東京　12位 She 川越 正大 モルダウ(我が祖国)より 服部 瑛貴 170 8 岡島 功治

23 東京都 7級 吉  岡        希 ﾖｼｵｶ ﾉｿﾞﾑ 2003/12/15 18 法政大学 シード マラゲーニャ 宮本 賢二 パイレーツオブカリビアン 吉野 晃平 168 7 スニーカー集め、音楽鑑賞 淀 粧也香 長光 歌子/田中 刑事

24 埼玉県 7級 山  田    琉  伸 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｼﾝ 2005/1/2 17 埼玉栄高校 関東　優勝 She Was Sitting Under The Osmanthus Tree 川越 正大 Arachnoverture 川越 正大 178 7 音楽鑑賞 大島 淳

25 東京都 6級 神  田    龍之介 ｶﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 2009/6/23 13 明治神宮外苑FSC 東京　14位 Footloose 川越 正大 Queen 川越 正大 150 4 陶芸 読書 杉本 ゆかり

26 東京都 7級 蛯  原    大  弥 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀﾞｲﾔ 2008/8/27 14 明治神宮外苑FSC 東京　５位 I'm A' Doun For Lack O' Johnnie 佐藤 紀子 Mission: Impossibleより 岩本 英嗣 160 8 長距離走 推理小説 岡島 功治 佐藤 紀子

27 新潟県 7級 武  田    結  仁 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾝ 2009/4/6 13 新潟県連 東北・北海道　５位 Lose Yourself 佐藤 操 Way Down We Go 佐藤 操 158 4 ラップ お菓子作り 渡部 幸裕

28 宮城県 7級 尾  形    広  由 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛﾖｼ 2006/5/16 16 東北高校 東北・北海道　２位 スムース・クリミナル 鈴木 明子 ラスト・サムライ 鈴木 明子 165 8 テニス 田中 総司

29 長野県 7級 大久保    政  宗 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾑﾈ 2006/1/23 16 長野日大高校 関東　２位 Henry V 佐藤 操 The Land RACE 駒場 幸大 168 6 村田 光弘

30 東京都 7級 木  村    智  貴 ｷﾑﾗ ﾄﾓｷ 2007/5/28 15 西武東伏見ＦＳＣ 東京　３位 Maria 服部 瑛貴 Go The Distance (Disney Hercules) 服部 瑛貴 163 7 なし 読書 宮崎 郁

31 東京都 7級 中  田    璃  士 ﾅｶﾀ ﾘｵ 2008/9/8 14 ＭＦアカデミー 東京免除 Believer 服部 瑛貴 映画「007」より 岩本 英嗣 157 3 サッカー、英語 ゲーム、サウナ 中田 誠人 中庭 健介

ジュニア男子 ９枠 シード：吉岡希

＊2022年10月11日 エントリー情報を基に作成

＊年齢は2022年11月4日時点
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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 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 神奈川県 7級 髙  橋        舞 ﾀｶﾊｼ ﾏｲ 2005/3/24 17 横浜創英スケート部 関東　10位
Cirque du Soleil キュリオスより

GRAVITY LEVITAS
佐藤 操 THE MISSION 佐藤 紀子 155 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 伊藤 順子 鍵山 正和

2 東京都 7級 日  比    優  花 ﾋﾋﾞ ﾕｳｶ 2007/5/16 15 西武東伏見ＦＳＣ 東京　９位 Dog Days Are Over 服部 瑛貴 Emerald Tiger 川越 正大 156 4 けん玉
バランスボールに

乗りながらのテレビ観賞
川越 正大

3 埼玉県 7級 石  田    真  綾 ｲｼﾀﾞ ﾏｱﾔ 2005/3/8 17 埼玉アイスアリーナFC 関東　３位 CANON ROCK 川越 正大 Cinderella 福田 真理恵 149 5 柔道 映画鑑賞 岡田 節子

4 東京都 7級 今  関    友梨香 ｲﾏｾﾞｷ ﾕﾘｶ 2008/4/14 14 ＭＦアカデミー 東京　７位 Incantation 鈴木 明子 Rhapsody In Blue 岩本 英嗣 150 5 ものづくり 中庭 健介
中田 誠人/南雲 百惠

/田之上 彩/瀬尾 茜

5 東京都 7級 中  井    亜  美 ﾅｶｲ ｱﾐ 2008/4/27 14 ＭＦアカデミー 東京免除 I Got Rhythm 鈴木 明子 Miss Saigon 宮本 賢二 145 5 立ち幅跳び 音楽鑑賞、ダンス 中庭 健介
中田 誠人/南雲 百惠

/田之上 彩/瀬尾 茜

6 東京都 7級 牛  山    胡  香 ｳｼﾔﾏ ｺｺ 2008/7/3 14 ＭＦアカデミー 東京　８位 Never Enough 宮本 賢二 Die Fledermaus 南雲 百恵 148 7 動物と遊ぶ事 料理 中庭 健介
中田 誠人/南雲 百惠

/田之上 彩/瀬尾 茜

7 北海道 7級 岩  本    愛  子 ｲﾜﾓﾄ ｱｲｺ 2008/12/26 13 白鳥ＦＳＣ 東北・北海道　２位 Appassionato 小田嶋 隼 The Yellow River Concert 横谷 花絵 147 6 おしゃべり ウィンドショッピング 髙木 尚美

8 千葉県 6級 海老根    紗  彩 ｴﾋﾞﾈ ｻｱﾔ 2006/10/6 16 千葉県連 関東　11位 Winter 柄澤 久美子 Into The Unknown 柄澤 久美子 160 8 三重とび 料理 柄澤 久美子 吉澤 昭

9 栃木県 7級 北  條        楓 ﾎｳｼﾞｮｳ ｶｴﾃﾞ 2004/11/10 17 栃木県スケート連盟 関東　９位 エデンの東 竹内 理恵 Moulin Rouge 佐藤 操 168.8 6 絵を描くこと 映画鑑賞 大島 淳

10 新潟県 6級 小  田    佳名美 ｵﾀﾞ ｶﾅﾐ 2008/9/10 14 アイビスSC 東北・北海道　６位 パリは燃えているか 渡部 幸裕 コード・ブルー 〜ドクターヘリ〜 服部 瑛貴 152 7 縄跳び 読書 渡部 幸裕 渡部 泉/岩下 真生

11 宮城県 7級 園  田    真  央 ｿﾉﾀﾞ ﾏｵ 2007/6/6 15 仙台FSC 東北・北海道　３位 The Firebird 岩本 英嗣 Scissorhands 岩本 英嗣 160 7 浪岡 秀 武者 愛

12 埼玉県 7級 藤  沼    聖  空 ﾌｼﾞﾇﾏ ｾｲﾗ 2008/12/15 13 埼玉アイスアリーナFC 関東　６位 水百景 川越 正大 アラビアのロレンス 川越 正大 155 7 ダンス 手芸 藤沼 幸子

13 神奈川県 7級 田  邊    桜  香 ﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾗｺ 2005/1/28 17 星槎国際横浜 関東　５位 映画「シェルブールの雨傘」より 佐藤 紀子
映画「Victor/Victoria」 より

 “Le Jazz Hot”
宮本 賢二 154 8 ものまね 映画、音楽鑑賞 佐藤 紀子 福井 信子

14 神奈川県 7級 永  田    桂  都 ﾅｶﾞﾀ ｹｲﾄ 2007/4/4 15 神奈川FSC 関東　８位 チャルダッシュ 佐藤 操 韃靼人の踊り 佐藤 操 148 5 アニメ鑑賞 佐藤 操

15 東京都 7級 穂  積    乃  愛 ﾎﾂﾞﾐ ﾉｱ 2005/10/27 17 駒場学園高校 東京　３位 You Raise Me Up 佐藤 紀子 Cinderella 佐藤 弥桜 157 7 バレエ 音楽鑑賞、料理 岡島 功治 佐藤 紀子

16 東京都 7級 反  町    苺  夏 ｿﾘﾏﾁ ﾏｲｶ 2008/8/27 14 明治神宮外苑FSC 東京　10位
Fantaisie

 - Impromptu In C Sharp Minor, Op. 66
杉浦 幸江 I Dreamed A Dream 杉浦 幸江 150 5 ジャグリング

バイオリン演奏、

音楽鑑賞、ドラマ鑑賞
小山 督司

17 東京都 7級 井  瀧    梨  杏 ｲﾀｷ ﾘｱﾝ 2007/10/10 15 西武東伏見ＦＳＣ 東京　５位 FIREDANCE 杉浦 幸江 Fight Song 杉浦 幸江 148 7 逆立ち、卵焼き作り スイーツを食べる事 大石 行康 杉浦 幸江

18 東京都 7級 鳥  居    琴  子 ﾄﾘｲ ｺﾄｺ 2008/10/7 14 明治神宮外苑FSC 東京　４位 Sundown, Once Upon A Heart 岩本 英嗣 Romeo And Juliet 佐藤 紀子 155 6 逆立ち 魚釣り 岡島 功治 佐藤 紀子/佐藤 弥桜

19 山梨県 7級 入  江    美  友 ｲﾘｴ ﾐﾕ 2009/1/20 13 Mエイトクラブ 関東　４位 ”O” by Cirque du Soleil 岩本 英嗣 ちはやふる 岩本 英嗣 165 8
愛犬と遊ぶこと、

お菓子作り
岩本 英嗣 岩本 知亜姫

20 東京都 7級 奥  野    友莉菜 ｵｸﾉ ﾕﾘﾅ 2007/2/18 15 駒場学園高校 東京　優勝 Beethoven’s 5 Secrets 佐藤 紀子 Riverdance 宮本 賢二 157 5 柔軟体操 お菓子作り 岡島 功治 佐藤 紀子/佐藤 弥桜

21 埼玉県 7級 千  葉    美乃花 ﾁﾊﾞ ﾐﾉｶ 2007/10/22 15 埼玉アイスアリーナFC 関東　優勝 英雄ポロネーズ 浅野 敬子 眠りの森の美女 浅野 敬子 143 5 手芸 読書 浅野 敬子 日下 匡力

22 東京都 6級 杉  原    舞  香 ｽｷﾞﾊﾗ ﾏｲｶ 2003/10/17 19 日本大学 東京　11位 ムーラン・ルージュ 〜 ボレロ 鈴木 明子 SAYURI 鈴木 明子 164 5 身体が柔らかいこと 食べること 中庭 健介
中田 誠人/南雲 百惠

/田之上 彩/瀬尾 茜

23 宮城県 7級 千  葉    百  音 ﾁﾊﾞ ﾓﾈ 2005/5/1 17 東北高校 シード シンドラーのリスト 鈴木 明子 ヴァイオリン協奏曲 バタフライラバーズ 宮本 賢二 155 4 読書、ダンス 田中 総司

24 青森県 7級 聖  前    埜乃華 ｼｮｳｾﾞﾝ ﾉﾉｶ 2005/9/22 17 八戸工大一高 東北・北海道　５位 Legends Of The Fall 岩本 英嗣 Sweet Dream 本郷 裕子/本郷 理華 153 6 映画鑑賞 佐々木 正徳 坂本 まゆみ

25 栃木県 7級 花  田    実  優 ﾊﾅﾀﾞ ﾐﾕｳ 2007/11/25 14 宇都宮フィギュアC 関東　７位 Cotton Eye Joe ショーン・ラビット
St. James. Ballroom（Alice Francis）

Cool Cat In Town（Tape Five）
中村 和 151 7 テニス 読書 山川 圭美

26 北海道 7級 長  岡    柚  奈 ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾅ 2005/7/13 17 藤女子 東北・北海道　優勝 Madame Butterfly 佐藤 操 Winter Symphony 佐藤 操 154 7 うさぎを可愛く撮ること 美味しい食べ物探し 髙木 尚美

27 東京都 6級 中  野    真  桜 ﾅｶﾉ ﾏｵ 2006/4/22 16 西武東伏見ＦＳＣ 東京　６位 On The Ground 川越 正大 美しき青きドナウ 川越 正大 155 7 ピアノ 読書 川越 正大

28 青森県 7級 藤  原    愛  菜 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｲﾅ 2008/10/11 14 八戸FSC 東北・北海道　７位 コンフィデンスマンJP 本郷 裕子/本郷 理華 魔法にかけられて 本郷 裕子/本郷 理華 154 8 ブレードボード 佐々木 正徳 坂本 まゆみ/屋敷 いずみ

29 宮城県 7級 瀬  川    穂  乃 ｾｶﾞﾜ ﾎﾉ 2006/11/7 15 仙台FSC 東北・北海道　４位 Emerald Tiger 岩本 英嗣 Samson Et Dalila 岩本 英嗣 147 5 猫と遊ぶこと 浪岡 秀 武者 愛

30 埼玉県 7級 中  尾        歩 ﾅｶｵ ｱﾕﾐ 2008/4/22 14 埼玉アイスアリーナFC 関東　２位 It Don't Mean A Thing 川越 正大 映画「WEST SIDE STORY」より 佐藤 操 154 6 大島 淳

31 東京都 7級 髙  木        謠 ﾀｶｷﾞ ﾖｳ 2007/12/15 14 ＭＦアカデミー 東京　２位 パリの空の下 鈴木 明子 THE MASK OF ZORRO 宮本 賢二 154 5 マラソン 神社巡り 中庭 健介
中田 誠人/南雲 百惠

/田之上 彩/瀬尾 茜

ジュニア女子 12枠 シード：千葉百音
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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 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

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 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！
Bruno Marcotte

Brian Shales

/高橋 成美/濱田 美栄

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 174 9 日焼け サウナ、音楽鑑賞（洋楽） Bruno Marcotte
Brian Shales

/高橋 成美/濱田 美栄

ジュニアペア

キャシー・リード キャシー・リードLe Corsaire Beatles Medley1
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