
   第１０回 全日本フィギュアスケートノービス選手権大会                

ノービス　Aクラス男子

No. 選手名 ふりがな 所属 滑走順 順位

1 鈴木　潤 すずき　じゅん 勝山フィギュアクラブ

2 増山　寛 ますやま　ひろし ＲＯＹＣＥ’ＦＳＣ

3 木村　真人 きむら　まさと 八戸ＧＯＬＤＦＳＣ

4 羽生　結弦 はにゅう　ゆづる 勝山フィギュアクラブ

5 磯崎 大介 いそざき　だいすけ 新横浜プリンスＦＳＣ

6 服部　瑛貴 はっとり　えいき 川越ＦＳＣ

7 和山　哲誠 わやま　てっせい 新横浜プリンスＦＳＣ

8 中島　将貴 なかじま　まさたか 新横浜プリンスＦＳＣ

9 本田　宏樹 ほんだ ひろき 神奈川ＦＳＣ

10 日野　龍樹 ひの　りゅうじゅ 明治神宮外苑ＦＳＣ

11 鈴木　拳太郎 すずき　けんたろう 明治神宮外苑ＦＳＣ

12 和田　由惟 わだ　　ゆい 明治神宮外苑ＦＳＣ

13 相澤　健 あいざわ　けん 明治神宮外苑ＦＳＣ

14 吉野　晃平 よしの　こうへい 邦和スケートクラブ

15 杉中　武知 すぎなか　たけとも 大阪スケート倶楽部

16 山本　拓海 やまもと　たくみ 大阪スケート倶楽部

17 宮本　昌樹 みやもと　まさき 臨海ＦＳＣ

18 石橋　健太 いしばし　けんた 大阪スケート倶楽部

19 田中　刑事 たなか　けいじ 倉敷ＦＳＣ

20 野本　駿介 のもと　しゅんすけ 飯塚フィギュアクラブ

21 福井　玲央那 ふくい　れおな 山口ＳＣ

22 波多野　祥英 はたの　よしひで パピオフィギュアクラブ

23 則松　亮 のりまつ　りょう パピオフィギュアクラブ



   第１０回 全日本フィギュアスケートノービス選手権大会                

ノービス　Aクラス女子

No. 選手名 ふりがな 所属 滑走順 順位

1 五戸　桃代 ごのへ　ももか 八戸ＷＡＶＥＦＳＣ

2 谷川　詩織 たにかわ　しおり 青森ＧＯＬＤＦＳＣ

3 菅野　沙耶 すげの　さや 宮城ＦＳＣ

4 後藤　麻利亜 ごとう　まりあ 美香保ＦＳＣ

5 川上　美也子 かわかみ　みやこ 釧路銀盤ＦＳＣ

6 藤澤　亮子 ふじさわ　ゆきこ アクアリンクちばクラブ

7 鈴木　美桜 すずき　みお 新横浜プリンスＦＳＣ

8 鈴木　伶奈 すずき　れな 宇都宮フィギュアＣ

9 藤枝　美鈴 ふじえだ　みすず 川越ＦＳＣ

10 高杉　紗英 たかすぎ　さえ 新横浜プリンスＦＳＣ

11 奥山　未季子 おくやま　みきこ 新横浜プリンスＦＳＣ

12 西野　友毬 にしの　ゆうき 武蔵野学院

13 押川　ロアンナ紗璃 おしかわ　ろあんなさり 明治神宮外苑ＦＳＣ

14 佐々木　美帆 ささき　みほ ムサシノＦＳクラブ

15 西村　允里 にしむら　えり 明治神宮外苑ＦＳＣ

16 神戸　佐和子 かんべ　さわこ 明治神宮外苑ＦＳＣ

17 星　可菜枝 ほし　かなえ シチズンクラブ

18 中村　愛音 なかむら　あやね 邦和スケートクラブ

19 村上　佳菜子 むらかみ　かなこ グランプリ東海クラブ

20 日置　檀 ひおき　まゆみ 名東ＦＳＣ

21 松原　彩華 まつばら　さやか グランプリ東海クラブ

22 花井　琴音 はない　ことね オリオンＦＳＣ

23 今村　紗羅 いまむら　さら 岐阜フィギュアクラブ

24 池田　直加 いけだ　なおか 邦和スケートクラブ

25 市川　結晶 いちかわ　きらら 中日スケートクラブ

26 渡邊　真子 わたなべ　まこ 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ

27 細田　采花 ほそだ　あやか 大阪スケート倶楽部

28 武井　美由季 たけい　みゆき 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ

29 松下　未瑠紅 まつした　みるく 京都醍醐ＦＳＣ

30 並河　彩夏 みなかわ　あやか 立命館宇治中学校

31 森脇　里奈 もりわき　りな 大阪スケート倶楽部



32 友滝　祐佳 ともたき　ゆか 倉敷ＦＳＣ

33 熊川　涼奏 くまかわ　すずね パピオフィギュアクラブ

34 豊田　眞奈美 とよた　まなみ 倉敷ＦＳＣ

35 友滝　佳奈 ともたき　かな 倉敷ＦＳＣ

36 木下　佳苗 きのした　かなえ パピオフィギュアクラブ



   第１０回 全日本フィギュアスケートノービス選手権大会                

ノービス　Bクラス男子

No. 選手名 ふりがな 所属 滑走順 順位

1 佐藤　洸彬 さとう　ひろあき 盛岡ＦＳＣ

2 吉田　鷹介 よしだ　ようすけ 宮城ＦＳＣ

3 貝森　悠祐 かいもり　ゆうすけ 勝山フィギュアクラブ

4 小俣　智弥 おまた　ともや 伊勢崎クラブ

5 馬渕　祐大 まぶち　ゆうだい 新横浜プリンスＦＳＣ

6 片田　龍太 かただ　りゅうた 明治神宮外苑ＦＳＣ

7 松岡　将太郎 まつおか　しょうたろう 明治神宮外苑ＦＳＣ

8 加藤　一輝 かとう　かずき シチズンクラブ

9 宇野　昌磨 うの　しょうま グランプリ東海クラブ

10 木村　勇大 きむら　ゆうだい グランプリ東海クラブ

11 君澤　恭平 きみさわ　きょうへい 一宮中日スケートクラブ

12 萩尾　和輝 はぎお　かずてる 邦和スケートクラブ

13 湯浅　諒一 ゆあさ　りょういち 大阪スケート倶楽部

14 門田　尚大 かどた　なおひろ 大阪スケート倶楽部

15 中谷　淳司 なかたに　あつし 神戸ＦＳＣ

16 久保　光司 　くぼ　こうじ 飯塚フィギュアクラブ

17 宮田　大地 みやた　だいち パピオフィギュアクラブ



   第１０回 全日本フィギュアスケートノービス選手権大会                

ノービス　Bクラス女子

No. 選手名 ふりがな 所属 滑走順 順位

1 高橋　美葉 たかはし　うるは 月寒ＦＳＣ

2 伊藤　高菜 いとう　たかな 月寒ＦＳＣ

3 平井　千尋 ひらい　ちひろ 釧路銀盤ＦＳＣ

4 遠山　由華 とおやま　ゆうか 甲府ＦＳＣ

5 河西　歩果 かわにし　ほのか 甲府ＦＳＣ

6 加藤　玲海 かとう　れみ 川越ＦＳＣ

7 鈴木　春奈 すずき　はるな 新横浜プリンスＦＳＣ

8 毛間内　かれん けまない　かれん 明治神宮外苑ＦＳＣ

9 阿久澤　恵深 あくざわ　さとみ シチズンクラブ

10 荻野　恵里沙 おぎの　えりさ 明治神宮外苑ＦＳＣ

11 庄司　理紗 しょうじ　りさ 明治神宮外苑ＦＳＣ

12 苅田　梨菜 かりた　りな 明治神宮外苑ＦＳＣ

13 梅田　莉奈 うめだ　りな シチズンクラブ

14 渡辺　真央 わたなべ　まお グランプリ東海クラブ

15 近藤　里奈 こんどう　りな グランプリ東海クラブ

16 志水　里会 しみず　りえ グランプリ東海クラブ

17 田中　莉乃 たなか　りの オリオンＦＳＣ

18 服部　優子 はっとり　ゆうこ 京都醍醐ＦＳＣ

19 安原　綾菜 やすはら　あやな 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅＣ

20 山根　七星 やまね　ななせ 臨海ＦＳＣ

21 友滝　佳子 ともたき　かこ 倉敷ＦＳＣ

22 齋藤　舞 さいとう　まい 米子クラブ

23 岡本　万柚子 おかもと　まゆこ 倉敷ＦＳＣ

24 北野　千鶴 きたの　ちづる 飯塚フィギュアクラブ


