
＜出場選手　合計１１６名＞
クラス 氏名 ふりがな 所属

選手権男子 1 1 神﨑　範之 かんざき　のりゆき 京都大学Ｆ

　 2 2 北垣　達矢 きたがき　たつや 同志社大学フィギュアスケート部

3 3 梅谷　英生 うめたに　ひでお 大阪大学ＦＳＣ

4 4 田村　拓 たむら　たく 立命館大学体育会スケート部

5 5 織田　信成 おだ　のぶなり 関西大学

選手権女子 6 1 太田　由希奈 おおた　ゆきな 同志社大学フィギュアスケート部

　 7 2 平井　絵己 ひらい　えみ 関西大学

8 3 馬田　幸奈 まだ　ゆきな 甲南大学体育会フィギュアスケート部

9 4 梅谷　友紀 うめたに　ゆうき 関西学院大学

10 5 三木　遥 みき　はるか 関西大学

11 6 小林　亜美 こばやし　あみ 同志社大学フィギュアスケート部

12 7 澤田　亜紀 さわだ　あき 京都外大西高等学校スケート部

13 8 藤澤　絵理香 ふじさわ　えりか 京都外大西高等学校スケート部

14 9 佐々木　みなみ ささき　みなみ 同志社大学フィギュアスケート部

15 10 廣田　万裕美 ひろた　まゆみ 立命館大学体育会スケート部

16 11 淀　　 粧也香 よど　さやか 関西学院大学

17 12 竹久　友梨 たけひさ　ゆり 甲南女子大学

ジュニア選手権男子 18 1 西上　順三　 にしがみ　じゅんぞう 上野芝ＳＣ

19 2 宮﨑　勇人 みやざき　はやと 京都外大西高等学校スケート部

20 3 永野　皓基 ながの　てるき 京都醍醐ＦＳＣ

21 4 森光　孝太 もりみつ　こうた 神戸ポートアイランドＦＳＣ

22 5 吉田　行宏 よしだ　ゆきひろ 神戸ポートアイランドＦＳＣ

23 6 石井　達也 いしい　たつや 大阪スケート倶楽部

24 7 吉川　拓志 よしかわ　たくじ 大阪スケート倶楽部

25 8 峰　　 将也 みね　まさや 大阪スケート倶楽部

ジュニア選手権女子 26 1 中西　亜里 なかにし　あり 京都醍醐ＦＳＣ

　 27 2 東堂　杏 とうどう　あんず 大阪スケート倶楽部

28 3 北村　明子 きたむら　あきこ 京都醍醐ＦＳＣ

29 4 青木　有葵 あおき　ゆき 上野芝ＳＣ

30 5 奥村　福子 おくむら　ふくこ 華頂女子高校

31 6 村元　小月 むらもと　さつき 神戸ポートアイランドＦＳＣ

32 7 村元　哉中 むらもと　かな 神戸ポートアイランドＦＳＣ

33 8 谷口　里奈 たにぐち　りな 京都醍醐ＦＳＣ

34 9 中村　詩夢 なかむら　ぽえむ 桜宮ＳＣ

35 10 松岡　悠 まつおか　はるか 神戸ポートアイランドＦＳＣ

36 11 瀬藤　愛里 せとう　えり 大阪スケート倶楽部

37 12 瀬藤　志穂 せとう　しほ 大阪スケート倶楽部

38 13 金谷　菜菜穂 かなや　ななほ 神戸ＦＳＣ

39 14 久保　麻実 くぼ　まみ 臨海ＦＳＣ

40 15 岡　　 愛恵 おか　まなえ 大阪スケート倶楽部

41 16 芝田　弥生 しばた　やよい 京都醍醐ＦＳＣ

42 17 井上　はるか いのうえ　はるか 京都外大西高等学校スケート部

43 18 長谷　愛海 はせ　あいみ 大阪スケート倶楽部

44 19 熊澤　良子 くまざわ　よしこ 大阪スケート倶楽部

45 20 淀　　 亜紗子 よど　あさこ 神戸ポートアイランドＦＳＣ

46 21 堀内　絵美香 ほりうち　えみか 大阪スケート倶楽部

47 22 山根　千加子 やまね　ちかこ 滋賀県立アイスアリーナクラブ

48 23 近持　絵理奈 ちかもち　えりな 京都醍醐ＦＳＣ

49 24 大西　志歩 おおにし　しほ 臨海ＦＳＣ

50 25 大西　佐英 おおにし　さえ 臨海ＦＳＣ

51 26 菅　　 絵里子 かん　えりこ 大阪スケート倶楽部
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ノービスＡ男子 52 1 杉中　武知 すぎなか　たけとも 大阪スケート倶楽部
53 2 宮本　昌樹 みやもと　まさき 臨海ＦＳＣ
54 3 山本　拓海 やまもと　たくみ 大阪スケート倶楽部
55 4 石橋　健太 いしばし　けんた 大阪スケート倶楽部

ノービスＡ女子 56 1 土橋　美菜海 どばし　みなみ 神戸ポートアイランドＦＳＣ
57 2 玉井　友理 たまい　ゆり 神戸ＦＳＣ
58 3 武井　美由季 たけい　みゆき 神戸ポートアイランドＦＳＣ
59 4 山口　美恵子 やまぐち　みえこ 京都醍醐ＦＳＣ
60 5 中田　まりな なかた　まりな 神戸ポートアイランドＦＳＣ
61 6 渡邉　真子 わたなべ　まこ 神戸ポートアイランドＦＳＣ
62 7 太田　愛美 おおた　めぐみ 神戸ポートアイランドＦＳＣ
63 8 池田　沙椰菜 いけだ　さやな 大阪スケート倶楽部
64 9 古藤　さや香 ことう　さやか 神戸ポートアイランドＦＳＣ
65 10 北村　彩乃 きたむら　あやの 京都醍醐ＦＳＣ
66 11 辻本　沙綾 つじもと　さあや 臨海ＦＳＣ
67 12 大脇　永愛 おおわき　のあ 滋賀県立アイスアリーナクラブ
68 13 菅野　青空 すがの　あおぞら 神戸ポートアイランドＦＳＣ
69 14 並河　彩夏 なみかわ　あやか 立命館宇治中学校
70 15 森脇　里奈 もりわき　りな 大阪スケート倶楽部
71 16 安原　茉優 やすはら　まゆ 滋賀県立アイスアリーナクラブ
72 17 仲西　加奈 なかにし　かな 臨海ＦＳＣ
73 18 松下　未瑠紅 まつした　みるく 京都醍醐ＦＳＣ
74 19 後藤　杏奈 ごとう　あんな 大阪スケート倶楽部
75 20 細田　采花 ほそだ　あやか 大阪スケート倶楽部
76 21 竹原　由菜 たけはら　ゆうな 大阪スケート倶楽部
77 22 樋口　ひかり ひぐち　ひかり 大阪スケート倶楽部
78 23 池田　愛 いけだ　あい 滋賀県立アイスアリーナクラブ
79 24 西谷　弘美 にしたに　ひろみ 臨海ＦＳＣ
80 25 岡林　えりか おかばやし　えりか 京都醍醐ＦＳＣ
81 26 橋本　恵弥 はしもと　めぐみ 滋賀県立アイスアリーナクラブ
82 27 山田　純嘉 やまだ　すみか 大阪スケート倶楽部
83 28 山田　英津子 やまだ　えつこ 京都醍醐ＦＳＣ
84 29 木田　明里 きだ　あかり 立命館宇治中学校

ノービスＢ男子 85 1 中谷　淳司 なかたに　あつし 神戸ＦＳＣ
86 2 杉中　建人 すぎなか　けんと 大阪スケート倶楽部
87 3 中山　裕之進 なかやま　ひろのしん 大阪スケート倶楽部
88 4 門田　尚大 かどた　なおひろ 大阪スケート倶楽部
89 5 湯浅　諒一 ゆあさ　りょういち 大阪スケート倶楽部
90 6 笹原　景一朗 ささはら　けいいちろう京都醍醐ＦＳＣ
91 7 原田　大輔 はらだ　だいすけ 京都醍醐ＦＳＣ
92 8 田中　佑司 たなか　ゆうじ 臨海ＦＳＣ

ノービスＢ女子 93 1 鈴木　沙耶 すずき　さや 京都醍醐ＦＳＣ
94 2 服部　優子 はっとり　ゆうこ 京都醍醐ＦＳＣ
95 3 山根　七星 やまね　ななせ 臨海ＦＳＣ
96 4 平田　萌夕 ひらた　もゆ 神戸ＦＳＣ
97 5 平尾　朋乃加 ひらお　ほのか 京都醍醐ＦＳＣ
98 6 澤井　梨紗 さわい　りさ 神戸ＦＳＣ
99 7 北畠　絵莉奈 きたばたけ　えりな 関西ＳＣ

100 8 賀谷　福音 かや　ふくね 神戸ＦＳＣ
101 9 髙林　史奈 たかばやし　ふみな 臨海ＦＳＣ
102 10 水口　采実 みずぐち　あやみ 滋賀県立アイスアリーナクラブ
103 11 西村　怜奈 にしむら　れいな 大阪スケート倶楽部
104 12 上市　葉菜子 かみいち　はなこ 大阪スケート倶楽部
105 13 安原　綾菜 やすはら　あやな 滋賀県立アイスアリーナクラブ
106 14 上村　奈那 うえむら　なな 大阪スケート倶楽部
107 15 久保田　真侑 くぼた　まゆ 京都醍醐ＦＳＣ
108 16 蓮沼　彩果 はすぬま　あやか 神戸ＦＳＣ
109 17 加藤　杏佳 かとう　きょうか 京都醍醐ＦＳＣ
110 18 前田　陽美 まえだ　みなみ 滋賀県立アイスアリーナクラブ
111 19 波多野　麻由 はたの　まゆ 京都醍醐ＦＳＣ
112 20 佐野　萌里乃 さの　もりの 大阪スケート倶楽部
113 21 坂田　渚沙 さかた　なぎさ 京都醍醐ＦＳＣ
114 22 石田　雛乃 いしだ　ひなの 京都醍醐ＦＳＣ
115 23 山田　杏嘉 やまだ　きょうか 大阪スケート倶楽部
116 24 結城　りつ子 ゆうき　りつこ 姫路ＦＳＣ


