
2022西日本選手権　（10/28～30）

+

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 岡山県 7級 鈴  木        空 ｽｽﾞｷ ｿﾗ 2003/7/20 19 就実大学 中四国九州　４位 ALWAYS 三丁目の夕日
宮﨑 勇人

/延原 友梨奈
Heart Upon My Sleeve ～ Hey Brother 阿部 奈々美 172.5 9 秦 安曇

仲行 恵美/吉川 絵美/坪田 佳子

/延原 友梨奈/竹﨑 睦

2 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 近畿　９位 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

3 福岡県 7級 古  家    龍  磨 ﾌﾙﾔ ﾀﾂﾏ 2001/8/19 21 九州工業大学 中四国九州　３位 Missing Persons 1and 2 横谷 花絵 KINGDOM 横谷 花絵 161 7 プログラミング アプリ開発 河野 由美
岡﨑 央/津留 泰/岡﨑 真

/市丸 美々/筒井 晴香

4 岡山県 7級 杉  山    匠  海 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾐ 2002/11/8 19 岡山大学 中四国九州　２位 The Piano 阿部 奈々美 The Mission 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

5 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 近畿　13位 MISSION IMPOSSIBLE II , Nyah 荒屋 真理 I Will Be Your Love 荒屋 真理 182 8 なし 読書 瀧石 陽子

6 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 近畿　11位 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

7 大阪府 7級 須  本    光  希 ｽﾓﾄ ﾐﾂｷ 2001/2/4 21 関西大学 近畿　６位 The Feeling Begins 阿部 奈々美 I 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

8 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 近畿　３位 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

9 愛知県 7級 岩  野    颯  太 ｲﾜﾉ ｿｳﾀ 2002/7/11 20 邦和SC 中部　２位 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 川梅 みほ

10 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 近畿　10位 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 小林 瑠奈

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 近畿　４位 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 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 近畿　８位 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

13 岡山県 7級 櫛  田    一  樹 ｸｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 1999/6/9 23 倉敷FSC 中四国九州　優勝 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 174 11 寝ること ゲーム 有川 梨絵 長光 歌子

14 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 近畿　12位 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

15 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 近畿　５位 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

16 愛知県 7級 和  田    龍  京 ﾜﾀﾞ ｷﾐﾁｶ 2000/11/24 21 中京大学 中部　３位 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

17 大阪府 7級 木  科    雄  登 ｷｼﾅ ﾕｳﾄ 2001/10/15 21 関西大学 近畿　７位 Bad キャシー・リード Primavera 樋口 美穂子 170 5 口笛 ドライブ、サウナ 濱田 美栄 村元 小月/佐藤 洸彬

シード：宇野昌磨　／　免除：三宅星南（GPアメリカ・GPフランス）、友野一希（GPフランス）、山本草太（GPフランス）シニア男子 10枠
＊2022年10月11日 エントリー情報を基に作成

＊年齢は2022年10月28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 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 中部　４位 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

2 兵庫県 7級 三  原    舞  依 ﾐﾊﾗ ﾏｲ 1999/8/22 23 シスメックス 近畿　優勝 Merry Christmas Mr. Lawrence David Wilson El Amor Brujo David Wilson 157 9 けん玉
音楽鑑賞、ダイヤモンドアート、

パーカー探し
中野 園子 グレアム 充子/川原 星

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 近畿　７位 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 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 中部　10位 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

5 愛知県 7級 磯  村    彩  姫 ｲｿﾑﾗ ｻｷ 2002/12/23 19 中京大学 中部　８位 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

6 大阪府 7級 鈴  木    な  つ ｽｽﾞｷ ﾅﾂ 2003/4/18 19 関西大学 近畿　３位 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

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 近畿　４位 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 大阪府 7級 久  保    舞  和 ｸﾎﾞ ﾏｲｶ 2000/10/27 22 関西大学 近畿　５位 黄昏のワルツ 太田 由希奈 宿命 吉野 晃平 157 5 靴洗い
ドライブ、映画鑑賞、

音楽鑑賞
本田 武史 山井 真美子

9 愛知県 7級 浦  松    千  聖 ｳﾗﾏﾂ ﾁｻﾄ 2002/8/6 20 中京大学 中部　13位 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

10 大阪府 7級 木  下    咲  良 ｷﾉｼﾀ ｻｸﾗ 2003/11/30 18 関西大学 近畿　８位 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

/山井 真美子

11 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 近畿　２位 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

12 愛知県 7級 渡  辺    真  央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 1996/3/17 26 中京大学 中部　14位 Oblivion 太田 由希奈 Moulin Rouge 荒屋 真理 映画鑑賞 長光 歌子

13 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 中部　11位 Symphony 佐藤 操 I Dreamed A Dream 若松 詩子 156 5 お菓子作り 小塚 幸子

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 近畿免除 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 愛知県 7級 竹  内    す  い ﾀｹｳﾁ ｽｲ 2001/11/19 20 大同大学 中部　９位 私だけに 小塚 幸子 Romeo ＆ Juliet 木原 万莉子 155 8 小塚 幸子

16 愛知県 7級 山  下    真  瑚 ﾔﾏｼﾀ ﾏｺ 2002/12/31 19 中京大学 中部　５位 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

17 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 近畿　６位 Fight Song 荒屋 真理 Hallelujah 荒屋 真理 154 7 英会話 パズル 大西 勝敬

18 福岡県 7級 竹  野    比  奈 ﾀｹﾉ ﾋﾅ 1997/7/10 25 福岡大学 中四国九州　４位 SAYURI 鈴木 明子 Titanic 宮本 賢二 151 8 ネイル スキンケア収集 石原 美和 本郷 理華/松永 幸恵

19 鳥取県 7級 永  見    千代乃 ﾅｶﾞﾐ ﾁﾖﾉ 2002/6/15 20 ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清心女子大学 中四国九州　２位 Quidam 津内 胡菜 BLACK SWAN 津内 胡菜 159 8 カロリー計算 料理 無良 隆志 無良 千絵/津内 胡菜

20 広島県 7級 伊  勢    桃  菜 ｲｾ ﾓﾓﾅ 2002/6/15 20 広島スケートクラブ 中四国九州　６位 SAYURI 大西 志歩 A Thousand Years 石塚 玲雄 150 6 大西 勝敬
青木 有葵/山田 さくら

/石塚 玲雄

21 広島県 7級 田  村    綾  音 ﾀﾑﾗ ｱﾔﾈ 2002/12/6 19 広島文化学園大学 中四国九州　５位 God Blees You 宮﨑 勇人 Cinderella 宮﨑 勇人 150 7 秦 安曇
仲行 恵美/吉川 絵美/坪田 佳子

/延原 友梨奈/竹﨑 睦

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

23 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 近畿　９位 007 Skyfall 笹原 景一朗 江 荒屋 真理 156 9 森 美穂

24 福岡県 7級 西  坂    美  柚 ﾆｼｻﾞｶ ﾐﾕ 1999/9/18 23 九州大学 中四国九州　７位 So Deep Is The Night 宮本 賢二 El Tango De Roxanne 宮本 賢二 160 5
美味しい

コーヒー屋さん巡り
石原 美和 本郷 理華/松永 幸恵

25 岡山県 7級 三  宅    咲  綺 ﾐﾔｹ ｻｷ 2002/11/23 19 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、音楽鑑賞、釣り 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

26 福岡県 7級 竹  野    仁  奈 ﾀｹﾉ ﾆｲﾅ 2001/3/13 21 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 Quidam 宮本 賢二 163 6 韓国語会話 パン屋巡り 石原 美和 本郷 理華/松永 幸恵

27 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 中部　７位 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

シード：坂本花織、河辺愛菜　／　免除：松生理乃（GPアメリカ・GPフランス）、横井ゆは菜（GPカナダ）、紀平梨花（GPカナダ）シニア女子 ７枠
＊2022年10月11日 エントリー情報を基に作成

＊年齢は2022年10月28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 岡山県 6級 植  村        駿 ｳｴﾑﾗ ｼｭﾝ 2009/6/26 13 ユニバースFSC 中四国九州　優勝 Saraband Suite 宮﨑 勇人 GETTYSBURG 宮﨑 勇人 /松浦 功 157 6 けん玉 映画鑑賞 無良 隆志 無良 千絵

2 岡山県 6級 大  村    健  太 ｵｵﾑﾗ ｹﾝﾀ 2009/6/10 13 岡山FSC 中四国九州　６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

3 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 近畿　４位 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 吉野 晃平/佐々木 理紗

4 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 近畿免除
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

5 岡山県 7級 小河原    泉  颯 ｵｶﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 2009/3/22 13 倉敷FSC 中四国九州　３位 マイケルジャクソンメドレー キャシー・リード ハンガリアンラプソディ キャシー・リード 155 7 なんでも楽しく出来ること いろいろおもしろくする 平井 絵己
キャシー・リード

（アイスダンス）

6 広島県 7級 末  国    太  樹 ｽｴｸﾆ ﾀｲｷ 2007/5/4 15 広島スケートクラブ 中四国九州　４位 Romeo And Juliet 吉川 絵美 SP 宮﨑 勇人 170 6 短距離走 ゲーム、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

7 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 中四国九州　２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 松永 幸恵/本郷 理華

8 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 中部　４位 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

9 岡山県 7級 樋  口    温  之 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾕｷ 2006/5/31 16 山陽学園 中四国九州　５位 See You Again 宮﨑 勇人 West Side Story 本郷 裕子 173 7 ボルダリング 映画鑑賞 秦 安曇
仲行 恵美/吉川 絵美/延原友梨奈

坪田 佳子/竹﨑 睦

10 福岡県 6級 吉  岡    祐  誠 ﾖｼｵｶ ﾕｳｾｲ 2009/2/2 13 沖学園 中四国九州　８位 Beat It 郡山 智之 City Lights 郡山 智之 170 6 スポーツ観戦 河野 由美
岡﨑 央/岡﨑 真/津留 泰

/後藤 順子/筒井 晴香

11 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 近畿免除 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

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 近畿　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 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 近畿　11位 Tango De Los Exilados 山田 さくら 座頭市 大西 志歩 168 8 大西 勝敬

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

15 岡山県 6級 中  山        岳 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹﾙ 2007/1/21 15 倉敷FSC 中四国九州　７位 Reel Around The Sun 坪田 佳子 Rain, In Your Black Eyes 延原 友梨奈 165 10 ニャンちゅうのまね サッカー観戦 秦 安曇
仲行 恵美/吉川 絵美/延原友梨奈

坪田 佳子/竹﨑 睦

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

17 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 中部　５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

18 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 近畿　優勝 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

19 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 近畿　５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

20 愛知県 6級 芳  岡    優  希 ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ 2008/7/21 14 LYS 中部　３位 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 樋口 将太

21 愛知県 7級 三  島    舞  明 ﾐｼﾏ ﾏｻﾔ 2007/5/8 15 名古屋FSC 中部　２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

22 愛知県 7級 田  内    誠  悟 ﾀｳﾁ ｾｲｺﾞ 2008/5/7 14 名東FSC 中部　優勝 Je me souviens de nous 宮本 賢二 映画『Moulin Rouge』より 宮本 賢二 170 7 短距離走 ビデオ鑑賞 門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

23 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 近畿　８位 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

24 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 近畿免除 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

25 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 近畿　10位 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

26 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 近畿　９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 160 10 囲碁、ダンス ゲーム 平池 大人

27 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 中部　６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

28 福岡県 7級 戸  田    晴  登 ﾄﾀﾞ ﾊﾙﾄ 2006/3/17 16 北九州FSC 中四国九州　９位 Leyenda 郡山 智之 ROMEO ＋ JULIET 郡山 智之 172 9 SNS鑑賞 河野 由美 岡﨑 央/岡﨑 真/津留 泰

29 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 近畿　２位 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

30 愛知県 6級 中  野    瑠  伽 ﾅｶﾉ ﾙｶ 2008/2/22 14 名東FSC 中部　７位 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

ジュニア男子 16枠
＊2022年10月11日 エントリー情報を基に作成

＊年齢は2022年10月28日時点



2022西日本選手権　（10/28～30）

+

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 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 中四国九州　２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

2 京都府 6級 柚  木    心  春 ﾕﾉｷ ｺﾊﾙ 2009/3/8 13 京都宇治FSC 近畿　15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

3 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 近畿　７位 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

4 兵庫県 7級 高  橋    萌  音 ﾀｶﾊｼ ﾓﾈ 2007/7/16 15 神戸クラブ 近畿　５位 真実の愛のキス 川越 正大 /川原 星 ラ・バヤデール 川原 星 151 7 英語 睡眠 中野 園子 グレアム 充子/川原 星

5 愛知県 6級 門  田    桃  愛 ｶﾄﾞﾀ ﾓﾓｱ 2007/12/1 14 名東FSC 中部　６位 A Moment To Remember / Daydream 安藤 美姫 Riverdance / Reel Around The Sun 安藤 美姫 164 9 短距離走、側転 読書、猫と遊ぶ 門奈 裕子 堀江 里奈/大島 悠

6 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 近畿　11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

7 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 近畿　12位 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

8 愛知県 7級 山  根    有加里 ﾔﾏﾈ ﾕｶﾘ 2007/8/4 15 名東FSC 中部　５位 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

9 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 近畿　３位 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

10 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 近畿　10位 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

11 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 中部　４位 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

12 大分県 7級 加  生    捺  乃 ｶｼｮｳ ﾅﾂﾉ 2007/8/15 15 大分ゴールドFSC 中四国九州　５位 Happy Valley 門奈 裕子 Les Miserables 門奈 裕子 155 8 書道、縄跳び 書道、お菓子作り 門奈 裕子

13 岡山県 7級 村  岡    那  菜 ﾑﾗｵｶ ﾅﾅ 2005/10/7 17 就実学園 中四国九州　６位 Out Here On My Own / Irene Cara 有川 梨絵 Tree Of Life / Roberto Cacciapaglia 有川 梨絵 5

14 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 中部　２位 MISSION IMPOSSIBLE 鈴木 明子 Born This Way 鈴木 明子 149 5 側宙 ダンス 恩田 美栄

15 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 中部　優勝 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

16 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　６位 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

17 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 近畿免除 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

18 京都府 7級 島  田    麻  央 ｼﾏﾀﾞ ﾏｵ 2008/10/30 13 木下アカデミー 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

19 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 近畿　13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

20 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 近畿　14位 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

21 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
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

22 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 中四国九州　優勝 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

23 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 近畿　４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

24 香川県 7級 武  田    沙  弓 ﾀｹﾀﾞ ｻｷ 2009/1/30 13 香川フィギュアC 中四国九州　３位 Evil Like Me 森川 絢奈 CATS 森川 絢奈 146 7 テニス お菓子作り、手芸 綱井 みちる
森川 絢奈/村尾 涼

/河野 有香

25 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 近畿　２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 155 5 側転 神社、お寺参り 濱田 美栄

26 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 中部　７位 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

27 兵庫県 7級 吉  本        玲 ﾖｼﾓﾄ ﾚｲ 2004/5/11 18 神戸クラブ 近畿　８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

28 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 中部　３位 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 本郷 裕子 山田 満知子/村上 友季子

29 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 近畿　９位 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

30 愛知県 7級 森        実  愛 ﾓﾘ ﾐｱｲ 2004/4/16 18 名古屋FSC 中部　８位 Somewhere In Time 神野 汐里 Chicago 神野 汐里 159 9 荻野 正子 神野 汐里

31 香川県 7級 横  田    胡  幸 ﾖｺﾀ ｺﾕｷ 2006/4/30 16 香川フィギュアC 中四国九州　４位 キャラバンの到着 森川 絢奈 リバーダンス 森川 絢奈 151 8 なわとび 動画鑑賞 綱井 みちる
森川 絢奈/村尾 涼

/河野 有香

シード：島田麻央ジュニア女子 12枠
＊2022年10月11日 エントリー情報を基に作成

＊年齢は2022年10月28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

東京都 シルバー 木  下    あかり ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ 2001/4/30 21 慶應義塾大学 152 5 ピアノの耳コピ 音楽編集 樋口 豊 砂山 朱

東京都 シルバー 田  村    周  彦 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾋｺ 2000/10/25 22 慶應義塾大学 165 樋口 豊 砂山 朱

東京都 高  橋    ニコル ﾀｶﾊｼ ﾆｺﾙ 1997/6/20 25 Dream FC 162 8 収納 Alexei Kiliakov Elena Novak/砂山 朱

シャイロー ジャド ｼｬｲﾛｰ ｼﾞｬﾄﾞ 1995/6/15 27 USA 178 13 音楽鑑賞 Elena Novak Alexei Kiliakov/砂山 朱

東京都 矢  島    榛  乃 ﾔｼﾞﾏ ﾊﾙﾉ 1998/12/27 23 西武東伏見ＦＳＣ 154 深眠り 映画鑑賞、山登り 砂山 朱 樋口 豊

東京都 松  井    努  夢 ﾏﾂｲ ﾂﾄﾑ 2002/1/1 20 明治大学 177.5 8 樋口 豊 砂山 朱

東京都 プレシルバー 菊  池    彩  子 ｷｸﾁ ｻｲｺ 2001/5/6 21 法政大学 161 4 書道 映画鑑賞 樋口 豊/砂山 朱 大石 行康

東京都 プレシルバー 池  田    喜  充 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾐﾂ 2000/1/7 22 西武東伏見ＦＳＣ 169 7 コミニュケーション 運動 砂山 朱
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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 158 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 18 木下アカデミー 165 10 ヒップホップダンス バレーボール、読書 キャシー・リード Chad Westgate

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

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 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

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 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

アイスダンス

ジュニア アイスダンス

Sentimientos / Toca Tango

1

4

3

2

1

Mi Gente, La Fama

Cheap Thrills, Chandelier, Samba do Brasil

Let’s Get Loud / Gogobebe

2

3

Volevo un  gotto nero

/Malaguena

Epoca-Mario Takes A Walk

Invieruno / Codigo de barra

/ Dichas Que Vivi

4

キャシー・リード

Romain 

Haguenauer

/Ginette 

Cournoyer

有川 梨絵

/立野 在

鈴木 健太郎

有川 梨絵

/立野 在

鈴木 健太郎

キャシー・リード

Romain 

Haguenauer

/Samuel Chouinard

Love Fool/I'm Kissing You

/O Verona

Red Notice

Pulp Fiction

Moulin Rouge

宮本 賢二

Aaron LoweSecrets

Like A Virgin, Like A Prayer, Vogue 宮本 賢二

Hans Zimmer, FKA Twigs

Neil BrownLes Misérables
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