
2022全日本ジュニアフィギュアスケート選手権　（11/25～27）

都道府県 テスト級 氏名 生年月日 年齢 所属 西日本／東日本 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 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 西日本　優勝 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

2 京都府 7級 磯  和    大  智 ｲｿﾜ ﾀｲﾁ 2006/5/2 16 京都宇治FSC 西日本　11位 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

3 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 東日本　４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 パン作り（予定） 岡島 功治 佐藤 紀子

4 岡山県 6級 大  村    健  太 ｵｵﾑﾗ ｹﾝﾀ 2009/6/10 13 岡山FSC 西日本　13位 ベートーヴェン交響曲　第九番 宮﨑 勇人 Puttin On The Ritz 森川 絢奈 166 5 マラソン 将棋 綱井 みちる
森川 絢奈/村尾 涼

/河野 有香

5 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 東日本　８位 Luv Letter 岩本 英嗣 El Tango de Roxanne 宮本 賢二 172 8 サウナ 重松 直樹

6 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 西日本　２位 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

7 大阪府 7級 片伊勢　武　アミン ｶﾀｲｾ　ﾀｹﾙ　ｱﾐﾝ 2004/2/8 18 関西大学 西日本　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 序奏とロンド・カプリチオーソ 宮本 賢二 168 7 英会話 旅行、映画鑑賞 長光 歌子 山井 真美子/吉野 晃平

8 東京都 7級 菊  地    竜  生 ｷｸﾁ ﾘｭｳｾｲ 2004/11/18 18 目黒日本大学高等学校 東日本　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、音楽鑑賞 駒場 幸大 菊地 里菜

9 東京都 7級 北  村    凌  大 ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 2003/11/23 19 日本大学 東日本　６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 木  村    智  貴 ｷﾑﾗ ﾄﾓｷ 2007/5/28 15 西武東伏見ＦＳＣ 東日本　５位 Maria 服部 瑛貴 Go The Distance (Disney Hercules) 服部 瑛貴 165 7 なし 読書 宮崎 郁

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 西日本　10位 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 京都府 7級 佐々木    晴  也 ｻｻｷ ﾊﾙﾔ 2003/9/17 19 京都大学 西日本　３位 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 かっつー 睡眠 濱田 美栄 村元 小月/佐藤 洸彬

13 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 西日本　14位 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

14 東京都 7級 鈴  木    零  偉 ｽｽﾞｷ ﾚｲ 2003/7/14 19 法政大学 東日本　９位 Love Runs Out 岩本 英嗣 Despacito 本郷 裕子 168 9 スティッチの声真似 ゲーム、動画鑑賞 中庭 健介
中田 誠人/南雲 百恵

/田之上 彩/瀬尾 茜

15 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 東日本　３位 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

16 愛知県 7級 田  内    誠  悟 ﾀｳﾁ ｾｲｺﾞ 2008/5/7 14 名東FSC 西日本　９位 Je me souviens de nous 宮本 賢二 映画『Moulin Rouge』より 宮本 賢二 171 7 短距離走 ビデオ鑑賞 門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

17 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 推薦　全日本Nv.優勝 Tucker キャシー・リード Tchaikovsky Violin Concerto キャシー・リード 146 4 Tik Tokダンス
編集、折り紙、ピアノ、

プロセカ、料理
濱田 美栄

村元 小月/佐藤 洸彬

/キャシー・リード/岡本 治子

18 福岡県 7級 垂  水    爽  空 ﾀﾙﾐ ｿﾗ 2005/9/23 17 ﾊﾟﾋﾟｵﾌｨｷﾞｭｱｸﾗﾌﾞ 西日本　16位 Poeta 宮本 賢二 もののけ姫 宮本 賢二 161 5 ドラム、イラスト 音楽鑑賞 石原 美和 本郷 理華/松永 幸恵

19 東京都 7級 中  田    璃  士 ﾅｶﾀ ﾘｵ 2008/9/8 14 ＭＦアカデミー 東日本　優勝 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/南雲 百恵

/田之上 彩/瀬尾 茜

20 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 西日本　８位 EL Conquistador キャシー・リード Sheik トム・ディクソン 169 5 書道、短距離走 音楽鑑賞、温泉 濱田 美栄 佐藤 洸彬

21 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 西日本　６位 ラ・カンパネラ 小野 愛 Sherlock Holmes 延原 友梨奈 159 8 水泳、暗記 QuizKnock 本田 武史 吉野 晃平/佐々木 理紗

22 神奈川県 7級 西  野    太  翔 ﾆｼﾉ ﾀｲｶﾞ 2009/10/16 13 神奈川FSC 推薦　全日本Nv.２位 Stampede 佐藤 操 Believer 佐藤 操 145 5 回転練習、マット運動 ゲーム、YouTube鑑賞 佐藤 操

23 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 推薦　全日本Nv.３位 Carmen Fantasy with パコ・ペーニャ 吉野 晃平 Tuckerより 吉野 晃平 145 7 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

24 宮城県 7級 本  田    大  翔 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ 2006/8/23 16 東北高校 東日本　７位 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

25 愛知県 7級 三  島    舞  明 ﾐｼﾏ ﾏｻﾔ 2007/5/8 15 名古屋FSC 西日本　７位 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

26 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 西日本　15位 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

27 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 西日本　５位 Nemesis キャシー・リード Man Of La Mancha キャシー・リード 167 3 野球解説
サウナ、スポーツ観戦、

古着屋巡り
濱田 美栄 村元 小月/佐藤 洸彬

28 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

29 愛知県 6級 芳  岡    優  希 ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ 2008/7/21 14 LYS 西日本　12位 Go Big Or Go Home 樋口 美穂子
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

河野 由美/岡崎 央

/樋口 将太

＊2022年11月11日 エントリー情報を基に作成
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都道府県 テスト級 氏名 生年月日 年齢 所属 西日本／東日本 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 今  関    友梨香 ｲﾏｾﾞｷ ﾕﾘｶ 2008/4/14 14 ＭＦアカデミー 東日本　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

2 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 東日本　11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

3 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 西日本　８位 LA LA LAND 宮本 賢二 シンデレラ 宮本 賢二 160 6 淀 粧也香 長光 歌子/田中 刑事

4 愛知県 7級 上  薗    恋  奈 ｳｴｿﾞﾉ ﾚﾅ 2010/6/7 12 LYS 推薦　全日本Nv.優勝 New Moon,Disclosure Latch 樋口 美穂子 Backstage Romance 樋口 美穂子 153 7 ピアノ 樋口 美穂子
河野 由美/岡崎 央

/樋口 将太

5 北海道 6級 岡        万佑子 ｵｶ ﾏﾕｺ 2009/9/13 13 ROYCE' F･S･C 推薦　全日本Nv.２位 Pina Lilies Of The Valley 伊藤 高菜/山田 真実 シェヘラザード 伊藤 高菜/山田 真実 142 6 マット運動 料理 山田 真実

6 岡山県 7級 岡  本    真  綸 ｵｶﾓﾄ ﾏﾘﾝ 2004/10/21 18 岡山理大附高校 西日本　９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 読書、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

7 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 東日本　２位 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

8 福岡県 7級 鴨  井    彬莉彩 ｶﾓｲ ｱﾘｻ 2005/3/8 17 ﾊﾟﾋﾟｵﾌｨｷﾞｭｱｸﾗﾌﾞ 西日本　13位 天国への階段 宮本 賢二 007 Skyfall 宮本 賢二 156 4 数学、物理 石原 美和 本郷 理華

9 京都府 7級 櫛  田    育  良 ｸｼﾀﾞ ｲｸﾗ 2007/10/29 15 木下アカデミー 西日本　５位
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 163.5 5 創作ダンス 空想すること 濱田 美栄

村元 小月/佐藤 洸彬

/金 彩華

10 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 推薦　全日本Nv.４位 La Strada キャシー・リード The Firebird Suite キャシー・リード 133 4 折り紙、ダンス、バドミントン クマさん集め 濱田 美栄
村元 小月/佐藤 洸彬

/キャシー・リード/岡本 治子

11 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 西日本　２位 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

12 京都府 7級 島  田    麻  央 ｼﾏﾀﾞ ﾏｵ 2008/10/30 14 木下アカデミー 西日本　優勝／シード Lion King キャシー・リード Passepied Lori Nichol 148 5 縄跳び 料理、食器集め 濱田 美栄 村元 小月/佐藤 洸彬

13 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 西日本　７位 Dark Eyes キャシー・リード Un Sospiro キャシー・リード 155 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/金 彩華

14 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 西日本　11位 ロシュフォールの恋人たち 荒屋 真理 愛しみの夜会 荒屋 真理 158 6 濱田 美栄
村元 小月/佐藤 洸彬

/金 彩華

15 宮城県 7級 瀬  川    穂  乃 ｾｶﾞﾜ ﾎﾉ 2006/11/7 16 仙台FSC 東日本　９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

16 東京都 7級 髙  木        謠 ﾀｶｷﾞ ﾖｳ 2007/12/15 14 ＭＦアカデミー 東日本　３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

17 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 東日本　６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

18 宮城県 7級 千  葉    百  音 ﾁﾊﾞ ﾓﾈ 2005/5/1 17 東北高校 東日本　４位／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

19 東京都 7級 中  井    亜  美 ﾅｶｲ ｱﾐ 2008/4/27 14 ＭＦアカデミー 東日本　優勝 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

20 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 東日本　８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

21 北海道 7級 長  岡    柚  奈 ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾅ 2005/7/13 17 藤女子 東日本　10位 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

22 栃木県 7級 花  田    実  優 ﾊﾅﾀﾞ ﾐﾕｳ 2007/11/25 15 宇都宮フィギュアC 東日本　13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

23 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 東日本　12位 水百景 川越 正大 アラビアのロレンス 川越 正大 156 7 ダンス 手芸 藤沼 幸子

24 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 東日本　５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

25 北海道 6級 宮  本    琉  花 ﾐﾔﾓﾄ ﾙｶ 2010/4/15 12 白鳥Ｔ・ＦＳＣ 推薦　全日本Nv.３位 Jumpin' Jack Rock 武田 奈也 Fosse 武田 奈也 145 3 英語.、縄跳び 料理.、3Dペンアート 武田 奈也

26 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 西日本　３位 Just Wave Hello 樋口 美穂子 Australia キャシー・リード 156 5 勘が鋭い！ メイク、食べ歩き 濱田 美栄
佐藤 洸彬/村元 小月

/金 彩華

27 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 西日本　６位 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 156 5 側転 神社、お寺参り 濱田 美栄 村元 小月/佐藤 洸彬

28 京都府 6級 柚  木    心  春 ﾕﾉｷ ｺﾊﾙ 2009/3/8 13 京都宇治FSC 西日本　12位 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/キャシー・リード

29 兵庫県 7級 吉  本        玲 ﾖｼﾓﾄ ﾚｲ 2004/5/11 18 神戸クラブ 西日本　10位 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 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 西日本　４位 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
139 5 食べること 映画鑑賞、読書 本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

＊2022年11月11日 エントリー情報を基に作成

＊年齢は2022年11月25日時点ジュニア女子



2022全日本ジュニアフィギュアスケート選手権　（11/25～27）

都道府県 テスト級 氏名 生年月日 年齢 所属 予選会 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

東京都 プレシルバー 岸  本    彩  良 ｷｼﾓﾄ ｻﾗ 2007/7/23 15 西武東伏見ＦＳＣ 154 7 柔軟体操
ショッピング、

ペンギングッズ集め
Romain Haguenauer Pascal Denis/樋口 豊/砂山 朱

東京都 シルバー 田  村    篤  彦 ﾀﾑﾗ ｱﾂﾋｺ 2004/1/3 18 西武東伏見ＦＳＣ 166 7 push up
スイーツ作り、

ちいかわ鑑賞
Romain Haguenauer Pascal Denis/樋口 豊/砂山 朱

京都府 シルバー 來  田    奈  央 ｷﾀﾞ ﾅｵ 2007/3/11 15 木下アカデミー 159 6 水泳 料理 キャシー・リード Chad Westgate

京都府 シルバー 森  田    真沙也 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾔ 2003/11/16 19 木下アカデミー 165 10 hip hop dance バレーボール キャシー・リード Chad Westgate

神奈川県 プレブロンズ 原  澤    七  愛 ﾊﾗｻﾜ ﾅﾅﾐ 2007/3/18 15 神奈川FSC 158 6 土鍋でごはんを炊くこと 読書、御朱印集め 樋口 豊 砂山 朱/伊藤 順子

東京都 プレシルバー 熊  野    英  輔 ｸﾏﾉ ｴｲｽｹ 2005/8/7 17 多摩大学目黒高等学校 173 6 プラモデル作り スキー 樋口 豊 砂山 朱

岡山県 シルバー 山  下    珂  歩 ﾔﾏｼﾀ ｶﾎ 2004/12/10 17 倉敷FSC 165 9 ドラマ・映画鑑賞 有川 梨絵 立野 在

岡山県 シルバー 永  田    裕  人 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾄ 2004/10/27 18 倉敷FSC 165 7 ゲーム 有川 梨絵 立野 在

2022全日本ジュニアフィギュアスケート選手権　（11/25～27）

都道府県 テスト級 氏名 生年月日 年齢 所属 予選会 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 156 5 勘が鋭い！ メイク、食べ歩き 濱田 美栄
佐藤 洸彬/村元 小月

/金 彩華

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

Beatles Medley キャシー・リード

＊2022年11月11日 エントリー情報を基に作成

＊年齢は2022年11月25日時点

西日本　３位

ジュニアペア

1 東日本　優勝 Le Corsaire キャシー・リード

4 Epoca / Mario Takes A Walk
有川 梨絵

/立野 在
Moulin Rouge

有川 梨絵

/立野 在

1

Volevo un  gotto nero

/Malaguena
鈴木 健太郎

The Rise Of Skywalker

/ 王女レイアのテーマ

/ Dual Of The Fates

鈴木 健太郎

2 Sentimientos / Toca Tango キャシー・リード Red Notice キャシー・リード

3

Invieruno

/ Codigo de barra

/ Dichas Que Vivi

Romain 

Haguenauer

/Ginette

Cournoyer

Pulp Fiction

Romain 

Haguenauer

/Samuel Chouinard

＊2022年11月11日 エントリー情報を基に作成

＊年齢は2022年11月25日時点ジュニア アイスダンス

西日本　４位

西日本　優勝

西日本　２位


