
                 例外として、個人使用目的の近親者による撮影は、許可証（当日受付）を取得の上

                 指定された場所での撮影のみ可能です。一般客席からの撮影は禁止されております。

３月 ２８日 （金）

初級男子   ８名 　　　　 初級女子小４    １９名
1 真崎　 大哉 小１ 明治神宮外苑ＦＳＣ 1 平岡  紗理 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ
2 大山　 修蔵 小２ アクアリンクちば 2 青木英里夏 小４ アクアリンクちば
3 福永   広暉 小１ さいたまＦＳＣ 3 岩本美那恵 小４ 新横浜プリンスＦＳＣ
4 真田雄太郎 小４ 青梅ＦＳＣ 4 十文字仁美 小４ 神奈川ＦＳＣ
5 大谷　 祐太 小５ シチズンクラブ 5 阿部  愛美 小４ ムサシノＦＳＣ
6 林　　　透真 小３ 前橋クラブ 6 今田  成美 小４ 前橋クラブ
7 奥村　 奎吾 小２ アクアリンクちば 7 梶原  未羽 小４ 江戸川ＳＫＣ
8 前田　 光毅 小３ アクアリンクちば 8 紅林  飛鳥 小４ ムサシノＦＳＣ

9 池田貴美香 小４ 神奈川ＦＳＣ
10 宮崎  裕奈 小４ 江戸川ＳＫＣ

初級女子幼稚園    ５名 11 田口  花子 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ
1 大道　 彩乃 幼稚園 ムサシノＦＳＣ 12 松尾  柚希 小４ 江戸川クラブ
2 永井帆南美 幼稚園 ムサシノＦＳＣ 13 名古屋瑠花 小４ 銀盤サテライト
3 井関 エレナ 幼稚園 新横浜プリンスＦＳＣ 14 ﾊｼﾞﾏﾆ路紗ｱｲﾃﾞｨｰﾝ 小４ ムサシノＦＳＣ
4 木下 あかり 幼稚園 青梅ＦＳＣ 15 平井  翔子 小４ シチズンクラブ
5 菊池　 彩子 幼稚園 明治神宮外苑ＦＳＣ 16 辻 　えりさ 小４ 神奈川ＦＳＣ

17 田中  詩織 小４ シチズンクラブ
18 飯島  百香 小４ アクアリンクちば

初級女子小１    １８名 19 杉山  詩織 小４ シチズンクラブ
1 樋口　 新葉 小１ 明治神宮外苑ＦＳＣ
2 佐藤　 伊吹 小１ 明治神宮外苑ＦＳＣ
3 望月　 咲希 小１ アクアリンクちば 初級女子小３    ２６名
4 吉田　 佳世 小１ 新横浜プリンスＦＳＣ 1 高柳瑠々菜 小３ 前橋クラブ
5 大森　 星楽 小１ 明治神宮外苑ＦＳＣ 2 矢島  榛乃 小３ アクアリンクちば
6 紀藤　 裕香 小１ ムサシノＦＳＣ 3 山口  萌南 小３ 江戸川ＳＫＣ
7 尾城　 未咲 小１ 明治神宮外苑ＦＳＣ 4 丸山  早姫 小３ 青梅ＦＳＣ
8 川岸　 雪音 小１ シチズンクラブ 5 古川  真由 小３ 青梅ＦＳＣ
9 前田久美子 小１ 明治神宮外苑ＦＳＣ 6 今林  真保 小３ 神奈川ＦＳＣ
10 細水　 小雪 小１ 明治神宮外苑ＦＳＣ 7 吉本  早貴 小３ シチズンクラブ
11 中村　 美月 小１ 明治神宮外苑ＦＳＣ 8 飯島  綾香 小３ アクアリンクちば
12 寺口　 夏花 小１ シチズンクラブ 9 外川  明莉 小３ シチズンクラブ
13 小柳音乃葉 小１ アクアリンクちば 10 小澤  玲奈 小３ アクアリンクちば
14 西尾　 帆花 小１ 明治神宮外苑ＦＳＣ 11 高村  陽和 小３ 明治神宮外苑ＦＳＣ
15 高橋　 南帆 小１ 川越ＦＳＣ 12 依田瑛実奈 小３ 甲府ＦＳＣ
16 杉本      瑛 小１ 青梅ＦＳＣ 13 久間  史絵 小３ 川越ＦＳＣ
17 樋口　 瑞保 小１ シチズンクラブ 14 田中  美咲 小３ 新横浜プリンスＦＳＣ
18 西片　 悠乃 小１ シチズンクラブ 15 越路  結菜 小３ シチズンクラブ

16 根間  詩音 小３ 東京Sys・C
17 駒形  菜穂 小３ シチズンクラブ

初級女子小２    ２０名 18 鈴木  杏奈 小３ 神奈川ＦＳＣ
1 千葉　 寧々 小２ ムサシノＦＳＣ 19 野村  はる 小３ 明治神宮外苑ＦＳＣ
2 小川　 美咲 小２ アクアリンクちば 20 西山  美咲 小３ 江戸川クラブ
3 上田      葵 小２ シチズンクラブ 21 伊藤 みのり 小３ ムサシノＦＳＣ
4 廣瀬　 夏波 小２ 甲府ＦＳＣ 22 阿部芙弓奈 小３ シチズンクラブ
5 長谷川 もも 小２ 新横浜プリンスＦＳＣ 23 町田明日香 小３ シチズンクラブ
6 加藤なつ美 小２ シチズンクラブ 24 桜井  梨花 小３ ムサシノＦＳＣ
7 上代　 星来 小２ 青梅ＦＳＣ 25 小野  恵里 小３ 青梅ＦＳＣ
8 松本　 紅絹 小２ シチズンクラブ 26 笠原  瑞月 小３ 神奈川ＦＳＣ
9 曽根莉美香 小２ 神奈川ＦＳＣ
10 小川 　彩花 小２ アクアリンクちば
11 小簱　 后紗 小２ ムサシノＦＳＣ 初級女子小５以上    １５名
12 橋本　 華那 小２ 神奈川ＦＳＣ 1 五十嵐絵美 中２ 青梅ＦＳＣ
13 小野　 舞奈 小２ シチズンクラブ 2 高田  実咲 小６ 神奈川ＦＳＣ
14 茶山　 芽依 小２ シチズンクラブ 3 谷本  明希 小５ 江戸川クラブ
15 竹中      瞳 小２ シチズンクラブ 4 高橋優基美 小５ ムサシノＦＳＣ
16 高橋明日香 小２ 神奈川ＦＳＣ 5 矢島  里楓 小５ アクアリンクちば
17 清水　 幸奈 小２ シチズンクラブ 6 井上  麻衣 小６ 新横浜プリンスＦＳＣ
18 枝村　 優花 小２ アクアリンクちば 7 高橋  瑠理 小６ ムサシノＦＳＣ
19 河合のぞみ 小２ シチズンクラブ 8 植木  綾香 小５ 神奈川ＦＳＣ
20 中村      暦 小２ シチズンクラブ 9 小野  真里 中２ 青梅ＦＳＣ

10 石橋  美貴 小６ 新横浜プリンスＦＳＣ
11 山田  詩編 小５ 甲府ＦＳＣ
12 小林  史織 小６ 神奈川ＦＳＣ
13 椎葉  雪心 中１ ムサシノＦＳＣ
14 佐野  友香 中２ 青梅ＦＳＣ
15 田中樹里亜 小５ シチズンクラブ

2008　スプリングトロフィー・フィギュアスケート競技大会 滑走順

★注意 ： 競技会でのカメラ付携帯を含む写真・ＶＴＲ撮影は禁止されております（連盟承認の業者による販売あり）



３月 ２８日 （金）

１級女子小２以下   １３名 １級男子    ２名   
1 日原明日香 小２ 甲府ＦＳＣ 1 石川    　瞬 小３ 宇都宮フィギュアＣ
2 石川　 星南 小２ 江戸川クラブ 2 加納  大雅 小３ ムサシノＦＳＣ
3 遠藤菜々子 小２ 江戸川クラブ
4 酒寄      遥 小２ ムサシノＦＳＣ ２級男子   ７名 　  
5 丹羽耶沙梨 小２ 新横浜プリンスＦＳＣ 1 粂川龍之介 小６ 宇都宮フィギュアＣ
6 依田茉里紗 幼稚園 シチズンクラブ 2 五木田英暉 小４ 江戸川クラブ
7 小室　 笑凛 小１ 宇都宮フィギュアＣ 3 石川   篤心 小６ 宇都宮フィギュアＣ
8 三井莉奈子 小２ 明治神宮外苑ＦＳＣ 4 八木   啓輔 小３ 川越ＦＳＣ
9 佐々木風珠 小２ 明治神宮外苑ＦＳＣ 5 鈴木  元気 小５ 川越ＦＳＣ
10 亀井   琴乃 小２ 神奈川ＦＳＣ 6 石塚   玲雄 小２ シチズンクラブ
11 国富　 優希 小２ シチズンクラブ 7 小林  建斗 小３ 川越ＦＳＣ
12 桃澤   佳乃 小２ 神奈川ＦＳＣ
13 小林 ひばり 小１ 甲府ＦＳＣ

１級女子小３     １３名 ２級女子小３    １５名　　　
1 平川 ｴﾘｺﾒｲ 小３ シチズンクラブ 1 小山田莉子 小３ 甲府ＦＳＣ
2 宮脇   理彩 小３ 神奈川ＦＳＣ 2 北村和蘭奈 小３ ムサシノＦＳＣ
3 遠山　 莉央 小３ 甲府ＦＳＣ 3 青木   瑠伽 小３ 神奈川ＦＳＣ
4 尾上　 澄見 小３ 明治神宮外苑ＦＳＣ 4 西村茉莉亜 小３ 明治神宮外苑ＦＳＣ
5 住吉千穂子 小３ ムサシノＦＳＣ 5 上甲  妃南 小３ シチズンクラブ
6 新井 　南海 小３ アクアリンクちば 6 新田陽奈子 小３ シチズンクラブ
7 鈴木　 穂波 小３ 江戸川クラブ 7 岸野  千夏 小３ ムサシノＦＳＣ
8 坂本　 汐里 小３ 明治神宮外苑ＦＳＣ 8 山本   佳奈 小３ 明治神宮外苑ＦＳＣ
9 齊藤　 未來 小３ 明治神宮外苑ＦＳＣ 9 神谷  朱海 小３ 甲府ＦＳＣ
10 柏木　 沙耶 小３ シチズンクラブ 10 二井  れな 小３ 宇都宮フィギュアＣ
11 大田　 真愛 小３ ムサシノＦＳＣ 11 市川  裕梨 小３ 川越ＦＳＣ
12 ツｨーリス舞 小３ シチズンクラブ 12 渡部 　  萌 小３ 神奈川ＦＳＣ
13 丸   菜々子 小３ 江戸川クラブ 13 笛木  千裕 小３ 明治神宮外苑ＦＳＣ

14 梅崎      宙 小３ 明治神宮外苑ＦＳＣ
１級女子小４     ８名 15 吉田  玖香 小３ 明治神宮外苑ＦＳＣ
1 ロハスかれん 小４ 江戸川クラブ
2 野中　 彩子 小４ アクアリンクちば
3 矢羽田優菜 小４ 神奈川ＦＳＣ
4 萩原　 史奈 小４ さいたまＦＳＣ ２級女子小４    ２０名　　　
5 松浦妃奈子 小４ ムサシノＦＳＣ 1 遠藤和佳奈 小４ 江戸川クラブ
6 堀　　  絢香 小４ 甲府ＦＳＣ 2 湯原  亜希 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ
7 小松百合子 小４ シチズンクラブ 3 梅舘  真凛 小４ 川越ＦＳＣ
8 飯沼　　  栞 小４ シチズンクラブ 4 武藤  結香 小４ 宇都宮フィギュアＣ

5 関口  真生 小４ 川越ＦＳＣ
１級女子小５   ７名 6 中山 カンナ 小４ シチズンクラブ
1 石田   瑞生 小５ 神奈川ＦＳＣ 7 喜多優美香 小４ 神奈川ＦＳＣ
2 金子      結 小５ アクアリンクちば 8 星野  優夢 小４ 江戸川クラブ
3 五十嵐有冴 小５ 明治神宮外苑ＦＳＣ 9 中島  美貴 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ
4 川崎   郁己 小５ さいたまＦＳＣ 10 黒岩  更紗 小４ 神奈川ＦＳＣ
5 三田   愛子 小５ ムサシノＦＳＣ 11 水上  裕貴 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ
6 星野      愛 小５ 甲府ＦＳＣ 12 大倉  理子 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ
7 田中   莉子 小５ ムサシノＦＳＣ 13 片桐  優帆 小４ 神奈川ＦＳＣ

14 高間  日菜 小４ さいたまＦＳＣ
１級女子小６以上   ７名 15 石塚ゆりか 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ
1 楜澤   みな 小６ ムサシノＦＳＣ 16 田邊  彩伽 小４ 甲府ＦＳＣ
2 加賀　 満有 小６ 新横浜プリンスＦＳＣ 17 遠藤   美稀 小４ シチズンクラブ
3 鈴木　 美羽 中１ ムサシノＦＳＣ 18 深澤   望那 小４ 甲府ＦＳＣ
4 黒木　 美帆 小６ 明治神宮外苑ＦＳＣ 19 梁川  舞乃 小４ シチズンクラブ
5 河埜香寿美 中１ 甲府ＦＳＣ 20 草刈  和代 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ
6 堤　 明日香 小６ ムサシノＦＳＣ
7 田中　　  結 中１ 川越ＦＳＣ

２級女子小２以下    １６名　　　 ２級女子小５以上    １６名　　　
1 川島　 未夢 小２ 川越ＦＳＣ 1 森冨  紗帆 小６ アクアリンクちば
2 代田   舞衣 小２ 江戸川クラブ 2 葉山  優花 小５ 川越ＦＳＣ
3 松浦永里子 小２ 新横浜プリンスＦＳＣ 3 ﾏｸﾅｰﾗﾝ晶子 中１ シチズンクラブ
4 田宮　 沙季 小２ ムサシノＦＳＣ 4 稲垣あすか 中１ シチズンクラブ
5 松原    　星 小１ 川越ＦＳＣ 5 上村沙也夏 小５ 江戸川クラブ
6 栗原　 清華 小１ 江戸川クラブ 6 中田  麻優 小５ アクアリンクちば
7 塩野   凪彩 小１ ムサシノＦＳＣ 7 浦西  美帆 小５ 江戸川クラブ
8 山下奈沙莉 小２ 明治神宮外苑ＦＳＣ 8 新田  友香 中１ 新横浜プリンスＦＳＣ
9 手塚季史子 小２ シチズンクラブ 9 土屋  真凛 小６ シチズンクラブ
10 鎺　　　美月 小２ シチズンクラブ 10 浦上  美月 小６ ムサシノＦＳＣ
11 中村　 優月 小２ 神奈川ＦＳＣ 11 笠間  美紅 小５ ムサシノＦＳＣ
12 多根日向子 小２ シチズンクラブ 12 森 　  華香 小６ 神奈川ＦＳＣ
13 佐竹   雪乃 小２ シチズンクラブ 13 伊藤  菜月 小６ 神奈川ＦＳＣ
14 田中　　  琴 小２ 明治神宮外苑ＦＳＣ 14 千葉優梨華 中２ ムサシノＦＳＣ
15 吉田　    碧 小２ シチズンクラブ 15 齋藤  毬子 小６ シチズンクラブ
16 黒岩　 玲菜 小２ 神奈川ＦＳＣ 16 織部柚貴野 小５ シチズンクラブ



３月 ２９日 （土）

ノービスB男子　６名  ノービスB女子小４    ４１名
1 佐上      凌 小５ 明治神宮外苑ＦＳＣ 1 車﨑   芽生 小４ 伊勢崎クラブ
2 栗野   優治 中１ 川越ＦＳＣ 2 新見  彩花 小４ ムサシノＦＳＣ
3 萩原   涼介 小６ さいたまＦＳＣ 3 水越恵理花 小４ ムサシノＦＳＣ
4 立野      在 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ 4 佐潟   幹花 小４ 川越ＦＳＣ
5 千葉   龍一 小６ ムサシノＦＳＣ 5 小池沙也花 小４ 宇都宮フィギュアＣ
6 鎌田   英嗣 小５ シチズンクラブ 6 小泉  真祐 小４ ムサシノＦＳＣ
7 礎　  　良輔 中１ シチズンクラブ 7 武田菜々子 小４ 新横浜プリンスＦＳＣ

8 宮川  倫瑠 小４ 甲府ＦＳＣ
ノービスB女子小２以下     ５名 9 野崎  瑠璃 小４ ムサシノＦＳＣ
1 小林　 里奈 小２ シチズンクラブ 10 村上  愛香 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ
2 中田   楓香 小２ 明治神宮外苑ＦＳＣ 11 松永   青葉 小４ シチズンクラブ
3 金子　 雪乃 小２ ムサシノＦＳＣ 12 深瀬理香子 小４ 川越ＦＳＣ
4 平川　 香織 小１ シチズンクラブ 13 丹宗   実優 小４ 神奈川ＦＳＣ
5 新倉　 早苗 小２ シチズンクラブ 14 佐々木花音 小４ 神奈川ＦＳＣ

15 澤野   華澄 小４ シチズンクラブ
ノービスA男子  ７名　 16 小澤   春日 小４ 新横浜プリンスＦＳＣ
1 梶田   健登 小５ シチズンクラブ 17 堀     茶衣 小４ シチズンクラブ
2 大野希士郎 中１ 明治神宮外苑ＦＳＣ 18 湯沢史緒音 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ
3 片田   龍太 小６ 明治神宮外苑ＦＳＣ 19 近藤百合花 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ
4 加藤　 一輝 小５ 川越ＦＳＣ 20 川島  優子 小４ 宇都宮フィギュアＣ
5 松岡将太郎 小６ 明治神宮外苑ＦＳＣ 21 水上  菜奈 小４ シチズンクラブ
6 加藤　 誠理 中３ 明治神宮外苑ＦＳＣ 22 松原      茜 小４ 川越ＦＳＣ
7 和田   由惟 中１ 明治神宮外苑ＦＳＣ 23 両角  真子 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ

24 八百板  瞳 小４ ムサシノＦＳＣ
ノービスB女子小３   ２３名 25 中根 　芽意 小４ 甲府ＦＳＣ
1 片平 　陽冬 小３ 甲府ＦＳＣ 26 三澤   優衣 小４ 神奈川ＦＳＣ
2 田尻   麻友 小３ 新横浜プリンスＦＳＣ 27 大木   遥菜 小４ 甲府ＦＳＣ
3 桑原かのん 小３ 明治神宮外苑ＦＳＣ 28 齋藤   里佐 小４ 新横浜プリンスＦＳＣ
4 斉藤　 三紗 小３ 明治神宮外苑ＦＳＣ 29 木全   奈々 小４ ムサシノＦＳＣ
5 亀和田珠衣里 小３ 明治神宮外苑ＦＳＣ 30 福地   桃奈 小４ ムサシノＦＳＣ
6 齊藤　 聖果 小３ 明治神宮外苑ＦＳＣ 31 堀之口   葵 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ
7 塚本梨穂乃 小３ アクアリンクちば 32 坂内  美桜 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ
8 望月   美玖 小３ 新横浜プリンスＦＳＣ 33 加藤  美樹 小４ ムサシノＦＳＣ
9 古藤田温子 小３ 明治神宮外苑ＦＳＣ 34 ｸﾛｲｻﾞｰｼﾞｮｰﾝｽﾞ優真 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ
10 宮崎   愛美 小３ 川越ＦＳＣ 35 山口  凛華 小４ 新横浜プリンスＦＳＣ
11 河西　 萌音 小３ 甲府ＦＳＣ 36 塩野谷雪菜 小４ 神奈川ＦＳＣ
12 早川　 あゆ 小３ 神奈川ＦＳＣ 37 中田   茉穂 小４ 神奈川ＦＳＣ
13 今成      奏 小３ 神奈川ＦＳＣ 38 山口萌々奈 小４ シチズンクラブ
14 松野真矢子 小３ 明治神宮外苑ＦＳＣ 39 崔     明華 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ
15 山本 　真実 小３ 神奈川ＦＳＣ 40 宮岡   りき 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ
16 石上　 葵子 小３ 明治神宮外苑ＦＳＣ 41 真崎かれん 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ
17 畑中　    結 小３ 明治神宮外苑ＦＳＣ
18 栗原優理子 小３ 江戸川クラブ
19 荒井   架穂 小３ ムサシノＦＳＣ
20 萩原   渚佐 小３ 明治神宮外苑ＦＳＣ
21 石川　 琉衣 小３ 江戸川クラブ
22 山下   祐佳 小３ 明治神宮外苑ＦＳＣ
23 永井　 優香 小３ ムサシノＦＳＣ

ノービスB女子小５   ２２名
1 宮田美理菜 小５ シチズンクラブ
2 大藪　 裕音 小５ 明治神宮外苑ＦＳＣ
3 井上   七星 小５ 江戸川SKC
4 村上　 采花 小５ アクアリンクちば
5 佐藤　 美沙 小５ ムサシノＦＳＣ
6 原村　 茉里 小５ 神奈川ＦＳＣ
7 原田梨々子 小５ ムサシノＦＳＣ
8 内門紗矢香 小５ 伊勢崎クラブ
9 横山　 由実 小５ 江戸川クラブ
10 松井奈津美 小５ 神奈川ＦＳＣ
11 石﨑里緒奈 小５ シチズンクラブ
12 奥崎満梨絵 小５ シチズンクラブ
13 冨樫梨里佳 小５ 明治神宮外苑ＦＳＣ
14 川合　 千秋 小５ 宇都宮フィギュアＣ
15 宮川　 彩乃 小５ 甲府ＦＳＣ
16 苅田　 梨菜 小５ 明治神宮外苑ＦＳＣ
17 宮尾　 梨紗 小５ ムサシノＦＳＣ
18 佐藤江玲奈 小５ 明治神宮外苑ＦＳＣ
19 畑中　    絹 小５ 明治神宮外苑ＦＳＣ
20 佐藤   弥桜 小５ ムサシノＦＳＣ
21 山口   晴楽 小５ 新横浜プリンスＦＳＣ
22 鈴木　 千智 小５ 明治神宮外苑ＦＳＣ



３月 ３０日 （日）

ノービスB女子小６以上   ２１名 ノービスA女子中学以上    １７名
1 梶村　 朋希 小６ ムサシノＦＳＣ 1 塚原   華住 中１ 明治神宮外苑ＦＳＣ
2 車﨑   優香 小６ 伊勢崎クラブ 2 北村  優佳 中１ さいたまＦＳＣ
3 古橋　 遥南 小６ シチズンクラブ 3 根岸      楓 中１ 川越ＦＳＣ
4 石橋   春萌 小６ 神奈川ＦＳＣ 4 塩田茉莉香 中２ 新横浜プリンスＦＳＣ
5 河合　 美沙 小６ 伊勢崎クラブ 5 梶原彩也花 中１ シチズンクラブ
6 田子　 香織 小６ 神奈川ＦＳＣ 6 丹羽芽莉紗 中１ 新横浜プリンスＦＳＣ
7 宮鍋　 真美 小６ ムサシノＦＳＣ 7 森      菜緒 中２ 新横浜プリンスＦＳＣ
8 佐久間まどか 小６ 神奈川ＦＳＣ 8 町田   真美 中２ シチズンクラブ
9 中村　 成美 中２ 新横浜プリンスＦＳＣ 9 滑川      絢 中１ 神奈川ＦＳＣ
10 秋山　 洋美 小６ 明治神宮外苑ＦＳＣ 10 浅見      和 中１ 川越ＦＳＣ
11 横田　 智子 中３ シチズンクラブ 11 小澤  櫻子 中１ 新横浜プリンスＦＳＣ
12 秋和　 千愛 中１ ムサシノＦＳＣ 12 小嶋   翔子 中２ シチズンクラブ
13 渡辺はる菜 小６ ムサシノＦＳＣ 13 原田  知実 高１ 福岡高校
14 浅田梨々香 小６ 明治神宮外苑ＦＳＣ 14 牛場明日香 中２ シチズンクラブ
15 斉木　 実結 中２ 明治神宮外苑ＦＳＣ 15 柳原  瑠璃 中３ 伊勢崎クラブ
16 横山　 瑛未 中１ 江戸川クラブ 16 柳 　あかり 中２ 前橋クラブ
17 櫻井　 梨恵 中１ 甲府ＦＳＣ 17 志賀 かおり 中３ 新横浜プリンスＦＳＣ
18 原　　  聡美 中１ 新横浜プリンスＦＳＣ
19 小松　 人美 中１ シチズンクラブ
20 花本　　  悠 中２ 明治神宮外苑ＦＳＣ
21 北村美紗樹 小６ ムサシノＦＳＣ

ジュニア男子   １名
1 小沼   祐太 中３ サンスクエアＦＳＣ

ノービスA女子小５以下    ２０名 ジュニア女子中１以下    １１名　　　
1 高瀬恵里香 小５ 宇都宮フィギュアＣ 1 櫛田  麻佑 小６ ムサシノＦＳＣ
2 鈴木    　瞳 小４ 甲府ＦＳＣ 2 藏  佐衣子 中１ 明治神宮外苑ＦＳＣ
3 高田　 友歌 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ 3 松丸佳内子 中１ 明治神宮外苑ＦＳＣ
4 松丸　 夏未 小４ 明治神宮外苑ＦＳＣ 4 中澤  千夏 中１ 日本橋女学館
5 栗本　 愛梨 小４ シチズンクラブ 5 風祭あゆみ 中１ 明治神宮外苑ＦＳＣ
6 真柴　 咲季 小４ シチズンクラブ 6 柳原  瑠偉 中１ 伊勢崎クラブ
7 鈴木   春奈 小４ 新横浜プリンスＦＳＣ 7 箕輪   のい 中１ シチズンクラブ
8 山本   佳奈 小５ 宇都宮フィギュアＣ 8 山口香奈梨 中１ 新横浜プリンスＦＳＣ
9 梶      希月 小５ 明治神宮外苑ＦＳＣ 9 佐藤    　南 中１ ムサシノＦＳＣ
10 佐藤   夏那 小５ 甲府ＦＳＣ 10 押川ﾛｱﾝﾅ紗璃 中１ 武蔵野学院
11 藏      雅子 小５ 明治神宮外苑ＦＳＣ 11 牧村   果歩 小６ 明治神宮外苑ＦＳＣ
12 猪川乃絵瑠 小５ 新横浜プリンスＦＳＣ
13 勝又   美咲 小５ 江戸川クラブ
14 河西   歩果 小５ 甲府ＦＳＣ
15 甘露寺絢子 小５ 明治神宮外苑ＦＳＣ
16 漆原　 優香 小５ サンスクエアＦＳＣ ジュニア女子中２以上    １６名　　　
17 小島   美優 小５ シチズンクラブ 1 神戸佐和子 中２ 明治神宮外苑ＦＳＣ
18 高山   眞冬 小５ シチズンクラブ 2 千田  玲奈 中２ ムサシノＦＳＣ
19 森　 未菜樹 小５ 明治神宮外苑ＦＳＣ 3 星   可菜枝 中２ シチズンクラブ
20 浜谷   佐理 小５ 明治神宮外苑ＦＳＣ 4 清水 麻由 中３ 新横浜プリンスＦＳＣ

5 今井      遥 中２ ムサシノＦＳＣ
6 片沼麻里加 中２ ムサシノＦＳＣ
7 ﾊｲﾝﾊﾞｯｸ眞里子 中３ ムサシノＦＳＣ
8 長谷川   奏 中３ 川越ＦＳＣ

ノービスA女子小６   １６名 9 古川  千鶴 中２ アクアリンクちば
1 河西   佳弥 小６ 甲府ＦＳＣ 10 樋口真莉奈 中２ 新横浜プリンスＦＳＣ
2 井上   華凛 小６ 神奈川ＦＳＣ 11 木内千彩子 中２ 明治神宮外苑ＦＳＣ
3 三世川恭子 小６ 伊勢崎クラブ 12 浅見  千尋 中３ 川越ＦＳＣ
4 稲﨑　 実穂 小６ ムサシノＦＳＣ 13 久本    まな 高３ ムサシノＦＳＣ
5 高橋　 璃子 小６ 神奈川ＦＳＣ 14 仲澤  友奈 中２ 明治神宮外苑ＦＳＣ
6 土屋　 里紗 小６ 甲府ＦＳＣ 15 川口 しおり 高２ 大東文化大第一高校
7 伊藤　 美紗 小６ ムサシノＦＳＣ 16 長尾  麻央 高１ 武蔵野学院
8 矢村眞里愛 小６ ムサシノＦＳＣ
9 十時　 沙織 小６ アクアリンクちば
10 五木田媛花 小６ 江戸川クラブ
11 山本   優美 小６ 甲府ＦＳＣ
12 阿久澤恵深 小６ シチズンクラブ
13 毛間内かれん 小６ 明治神宮外苑ＦＳＣ
14 梅田　 莉奈 小６ シチズンクラブ
15 荻野恵里沙 小６ 明治神宮外苑ＦＳＣ
16 小野　 亜珠 小６ 明治神宮外苑ＦＳＣ


