
連番ｸﾗｽ 氏　名 ふりがな 所属クラブ

1 1 大上　偉才 おおがみたけもち 倉敷ＦＳＣ
2 2 中庭　弘二 なかにわこうじ 第一福祉大学スケート部
3 3 南里　康晴 なんりやすはる 中村学園大学

4 1 国崎　美里 くにさきみさと 久留米大学
5 2 熊川　真生 くまかわまき パピオＦＳＣ
6 3 野添　洵子 のぞえじゅんこ 鹿児島あゆみＦＳＣ

7 1 小手川　雅樹 こてがわまさき 飯塚アイスパレスＦＳＣ
8 2 佐野　隼規 さのじゅんき 広島SC
9 3 坪井　遥司 つぼいようじ 岡山国際ＦＳＣ
10 4 野添　紘介 のぞえこうすけ 鹿児島あゆみＦＳＣ
11 5 町田　樹 まちだたつき 広島SC
12 6 山田　耕新 やまだこうしん パピオＦＳＣ

13 1 浅田　弥子 あさだみこ パピオFSC
14 2 岩川　菜摘未 いわかわなつみ 倉敷FSC
15 3 大熊　奈生子 おおぐまなおこ 倉敷FSC
16 4 大西　絢奈 おおにしあやな 岡山国際FSC
17 5 加野　藍 かのあい パピオＦＳＣ
18 6 河野　有香 こうのゆか 広島ＳＣ
19 7 小松原　美里 こまつばらみさと 倉敷ＦＳＣ
20 8 近藤　瑛理 こんどうえり 福岡女学院大学
21 9 迫田　梨花子 さこたりかこ 広島ＳＣ
22 10 佐藤　志保 さとうしほ 飯塚アイスパレスＦＳＣ
23 11 塩田　祥子 しおたさちこ 岡山国際ＦＳＣ
24 12 田中　槙 たなかまき 沖学園スケート部
25 13 田村　恵 たむらめぐみ 山口ＳＣ
26 14 坪田　佳子 つぼたよしこ イヨテツＳＣ
27 15 豊田　沙央理 とよたさおり 倉敷ＦＳＣ
28 16 中田　望 なかたのぞみ 倉敷翠松高校
29 17 南里　美羅 なんりみら 沖学園ＳＣ
30 18 延原　友梨奈 のぶはらゆりな 岡山国際ＦＳＣ
31 19 福安　美和 ふくやすみわ 鳥取ＦＳＣ
32 20 船戸　相華 ふなとあすか エンジェルＦＳＣ
33 21 眞木　香菜子 まきかなこ パピオＦＳＣ
34 22 松永　博子 まつながひろこ パピオＦＳＣ
35 23 壬生川　真優 みぶかわまゆ 倉敷ＦＳＣ

36 1 今村　光良 いまむらみつよし パピオＦＳＣ
37 2 田中　刑事 たなかけいじ 倉敷ＦＳＣ
38 3 野本　駿介 のもとしゅんすけ 飯塚アイスパレスＦＳＣ
39 4 則松　亮 のりまつりょう パピオＦＳＣ
40 5 波多野　祥英 はたのよしひで パピオＦＳＣ
41 6 福井　玲央那 ふくいれおな 山口ＳＣ

選　手　一　覧

ノービスA男子 ６名

ジュニア男子 ６名

ジュニア女子 ２３名

シニア男子 ３名

シニア女子 ３名



連番ｸﾗｽ 氏名 ふりがな 所属クラブ

42 1 池田　実央 いけだみお 岡山国際ＦＳＣ
43 2 一ノ瀬　里咲 いちのせりさ パピオＦＳＣ
44 3 川口　実華 かわぐちみか 松江ＳＣ
45 4 木下　佳苗 きのしたかなえ パピオＦＳＣ
46 5 久保　黛子 くぼまゆこ 飯塚アイスパレスＦＳＣ
47 6 熊川　涼奏 くまかわすずね パピオＦＳＣ
48 7 坂手　希 さかてのぞみ 岡山国際ＦＳＣ
49 8 友滝　佳奈 ともたきかな 倉敷ＦＳＣ
50 9 友滝　祐佳 ともたきゆか 倉敷ＦＳＣ
51 10 豊田　眞奈美 とよたまなみ 倉敷ＦＳＣ
52 11 那須　美奈子 なすみなこ 倉敷ＦＳＣ
53 12 波多野　真優 はたのまゆ パピオＦＳＣ
54 13 壬生川　奏美 みぶかわかなみ 倉敷ＦＳＣ
55 14 山口　綾乃 やまぐちあやの 倉敷ＦＳＣ
56 15 吉村　葵 よしむらあおい 北九州プリンスＳＣ

57 1 久保　光司 くぼこうじ 飯塚アイスパレスＦＳＣ
58 2 宮田　大地 みやただいち パピオＦＳＣ

59 1 池田　菜那 いけだなな 山口ＳＣ
60 2 石原　知美 いしはらともみ パピオＦＳＣ
61 3 伊藤　紗綾 いとうさや 山口ＳＣ
62 4 岡本　万柚子 おかもとまゆこ 倉敷ＦＳＣ
63 5 鎌田　菜央 かまたなお パピオＦＳＣ
64 6 北野　千鶴 きたのちづる 飯塚アイスパレスＦＳＣ
65 7 齋藤　舞 さいとうまい 米子クラブ
66 8 佐藤　亜杜美 さとうあずみ パピオＦＳＣ
67 9 高場　啓子 たかばけいこ 岡山ＦＳＣ
68 10 友滝　佳子 ともたきかこ 倉敷ＦＳＣ
69 11 中塩　美悠 なかしおみゆ 広島ＳＣ
70 12 林　理和子 はやしりかこ 飯塚アイスパレスＦＳＣ
71 13 平田　奈々美 ひらたななみ パピオＦＳＣ
72 14 福田　栞里 ふくだしおり 倉敷ＦＳＣ
73 15 前田　百音 まえだもね 倉敷ＦＳＣ
74 16 吉田　芽以 よしだめい 倉敷ＦＳＣ

ノービスB男子 １２名

ノービスB女子 １６名

ノービスA女子 １５名


