
滑走順リスト 8月30日（木曜日）

2級男子／3級男子 10:00〜10:15
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ FS/FD音楽 備考

1 田村　周彦 タムラ　タカヒコ 11 西武東伏見FSC Time Messenger/葉加瀬太郎

2 長坂航太郎 ナガサカ　コウタロウ 10 ムサシノFSクラブ イナズマイレブン

3 富田　雄登 トミタ　ユウト 18 慶應義塾高校スケート部 The Mission to Complete / 葉加瀬太郎

3級女子:U-9 10:15〜11:55
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ FS/FD音楽 備考

1 中里　安寿 ナカザト　アンジュ 7 江戸川クラブ Supercalifragilisticexpialidocious

2 幸　　亜希 コウ　アキ 9 西武東伏見FSC

3 髙村　佳凛 タカムラ　カリン 9 西武東伏見FSC TOTEM

4 小暮　椛子 コグレ　カオルコ 7 明治神宮外苑FSC Over the rainbow

5 高橋　里英 タカハシ　リエ 8 シチズンクラブ 『ダンボ』ケーシー・ジュニア

6 阿部真理恵 アベ　マリエ 9 江戸川クラブ 塔の上のラプンツェル

7 塩野　日鞠 シオノ　ヒマリ 8 ムサシノFSクラブ 愛しの森

8 元榮　愛子 モトエ　アイコ 7 明治神宮外苑FSC 剣の舞

9 武田百合子 タケダ　ユリコ 7 西武東伏見FSC The Trolley Song

10 松岡あかり マツオカ　アカリ 8 江戸川クラブ サウンドオブミュージック メドレー

11 小橋　優佳 コバシ　ユウカ 8 西武東伏見FSC jazz pizzicato

12 鳥屋　花歩 トリヤ　カホ 9 ムサシノFSクラブ シクーリ・アーヤル

13 石渡　愛子 イシワタ　アイコ 9 明治神宮外苑FSC Minnies Yoo Hoo!&Supercalifragilisticsexpialidocious

14 秋山　礼奈 アキヤマ　レイナ 9 明治神宮外苑FSC 眠りの森の美女より

15 髙瀬　侑杏 タカセ　ユアン 9 明治神宮外苑FSC くるみ割り人形 ファイナル・ワルツ/チャイコフスキー

16 赤荻　多恵 アカオギ　タエ 8 ムサシノFSクラブ 剣の舞 ハンガリー舞曲

17 松浦　亜子 マツウラ　アコ 9 明治神宮外苑FSC Run Llama Run/John Debney

18 渡邉　彩乃 ワタナベ　アヤノ 9 江戸川クラブ 紅の豚

19 加藤木彩花 カトウギ　アヤカ 8 川越FSC 序曲 こうもり

3級女子:A-10 12:10〜13:15
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ FS/FD音楽 備考

1 本田　華佳 ホンダ　ハナカ 10 ムサシノFSクラブ 三毛猫ホームズの推理

2 内山由佳梨 ウチヤマ　ユカリ 10 明治神宮外苑FSC CHAMPAGNE

3 居川　三美 イカワ　ミミ 10 江戸川クラブ 魔法にかけられて

4 原　麻理奈 ハラ　マリナ 10 明治神宮外苑FSC 眠れる森の美女

5 福田　萌奈 フクダ　モエナ 10 シチズンクラブ ルスランとリュドミラ

6 鈴木凛々香 スズキ　リリカ 10 シチズンクラブ 舞踏会の美女

7 橋本　采佳 ハシモト　アヤカ 10 西武東伏見FSC Summer/久石譲

8 久保　安音 クボ　アンネ 10 青梅フィギュア 天使の誘惑より/不明

9 橋本　萌子 ハシモト　モエコ 10 シチズンクラブ 華麗なる大ワルツ/ショパン

10 鈴木　佑依 スズキ　ユイ 10 西武東伏見FSC I Will Follow Him

11 成田　有沙 ナリタ　アリサ 10 シチズンクラブ バレエ音楽「四季」より第4場：秋/グラズノフ

12 杉山　　翠 スギヤマ　ミドリ 10 明治神宮外苑FSC ラットホテル

13 田所　　海 タドコロ　ウミ 10 西武東伏見FSC 天空の城ラピュタ/久石譲

3級女子:O-11 13:30〜15:30
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 美濃　里咲 ミノ　リサ 11 江戸川クラブ 天国と地獄

2 熊井みくに クマイ　ミクニ 12 シチズンクラブ 眠れる森の美女/チャイコフスキー

3 嶋本恵美子 シマモト　エミコ 11 シチズンクラブ ペルシャの市場

4 清水　汐音 シミズ　シオネ 12 江戸川クラブ サマーウォーズ/松本晃彦

5 堀　　桃歌 ホリ　モモカ 12 シチズンクラブ シルヴィア 第3幕 ActⅢ

6 髙原　歩里 タカハラ　アユリ 11 シチズンクラブ カプリス24

7 古屋　青夏 フルヤ　ハルカ 12 西武東伏見FSC ディアブロ・ロコ

8 吉田　芽生 ヨシダ　メイ 12 ムサシノFSクラブ テンペスト

9 長坂　祐希 ナガサカ　ユキ 13 ムサシノFSクラブ 自由

10 小杉　碧海 コスギ　アオミ 11 城東FSC ダニー・エルフマン

11 井上　深由 イノウエ　ミユ 13 青梅フィギュア The Story of Peter Rabbit

12 高橋あすか タカハシ　アスカ 12 西武東伏見FSC グラナダ

13 大野　　薫 オオノ　カオル 11 明治神宮外苑FSC ショーほど素敵な商売はない

14 伊勢山あかね イセヤマ　アカネ 11 明治神宮外苑FSC Rラカトシュアンサンブルによるディベルティメント

15 渡邉　穏彩 ワタナベ　シズサ 12 江戸川クラブ クレイジー・フォー・ユー

16 河野日佳里 コウノ　ヒカリ 11 川越FSC コーラスライン

17 下崎　彩夏 シモザキ　アヤカ 11 明治神宮外苑FSC カリンカ&黒い瞳

18 樋口　帆南 ヒグチ　ハンナ 12 千葉県連 塔の上のラプンツェル

19 原　枝里佳 ハラ　エリカ 13 シチズンクラブ Malaguena

20 水野　明保 ミズノ　アキホ 12 千葉県連 The Producers

21 小林　杏珠 コバヤシ　アンジュ 11 江戸川クラブ インヴィクタ序曲

22 新井　沙菜 アライ　サナ 11 西武東伏見FSC Gypsy

23 菅井志央理 スガイ　シオリ 11 千葉県連 The Mission to Complete
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タイムスケジュールは当日会場でもご確認を必ず行ってください。

名前・カナ・所属の間違いは8月21日まで受付可能（問い合わせは
メールのみtokyoskate13shiai@yahoo.co.jp）

プログラムの曲変更は認められません。



8月30日（木曜日）滑走順リスト

4級女子:U-11 15:45〜18:05
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 松崎うずき マツザキ　ウズキ 10 シチズンクラブ Inca Dance

2 石野　紗里 イシノ　サリ 8 明治神宮外苑FSC Carol of the them

3 橋本　悠万 ハシモト　ユマ 11 西武東伏見FSC Swan Lake/チャイコフスキー

4 髙橋　侑子 タカハシ　ユウコ 11 明治神宮外苑FSC Der Zigeunerbaron" より"

5 藤田　佳世 フジタ　カヨ 11 西武東伏見FSC The Thorn Birds

6 王アシュリー ワン　アシュリー 10 シチズンクラブ アイネ・クライネ・ナハトムジーク

7 野田奈菜子 ノダ　ナナコ 9 西武東伏見FSC CATS “The Jellicle Ball”

8 加藤木優花 カトウギ　ユウカ 11 川越FSC バヤデール

9 平金　　桐 ヒラカネ　キリ 10 ムサシノFSクラブ ドン・キホーテオリジナル

10 佐藤　美来 サトウ　ミク 11 ムサシノFSクラブ 人生のメリーゴーランド

11 財津菜々美 ザイツ　ナナミ 11 シチズンクラブ ノーノーナネット

12 山口　紗椰 ヤマグチ　サヤ 8 シチズンクラブ イルマラデュース

13 伴　　美里 バン　ミサト 11 ムサシノFSクラブ ティーフォーツー

14 松浦　天音 マツウラ　アマネ 11 西武東伏見FSC ミッキーマウス・マーチ

15 水野　花音 ミズノ　カノン 10 シチズンクラブ Paquita

16 大川まりあ オオカワ　マリア 10 江戸川クラブ Gold und Silber/Franz Lehar

17 山田穂垂瑠 ヤマダ　ホタル 8 シチズンクラブ コッペリア

18 山下　紗慧 ヤマシタ　サエ 9 西武東伏見FSC Moonlight Serenade （Wizard of OZ）

19 澤井　　葉 サワイ　ヨウ 10 明治神宮外苑FSC BELLE OF THE BALL/Leroy Anderson

20 舘　　史海 タチ　フミ 9 神奈川FSC 花のワルツ / チャイコフスキー

21 長屋　香凛 ナガヤ　カリン 11 シチズンクラブ マイフェアレディー

22 山崎　歩花 ヤマザキ　アユカ 9 千葉県連 Tomorrow

23 佐藤有里紗 サトウ　アリサ 10 西武東伏見FSC COPPELIA

24 野中理紗子 ノナカ　リサコ 10 江戸川クラブ Oklahoma Crude

25 古川　夏湖 フルカワ　ナツミ 9 ムサシノFSクラブ Cats

26 坪井　華乃 ツボイ　カノ 10 西武東伏見FSC パリのアメリカ人

27 柳　　澄美 ヤナギ　スミ 11 西武東伏見FSC Hugo

4級女子:O-12 18:20〜20:00
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 武井すみれ タケイ　スミレ 12 ムサシノFSクラブ オペラ座の怪人

2 坪井稚津子 ツボイ　チヅコ 13 西武東伏見FSC エル・フラメンコ

3 神谷　沙瑛 カミヤ　サエ 15 銀盤サテライト Swedish Rhapsody

4 樋上　瑠南 ヒガミ　ルナ 12 アクアリンクちばクラブ 江〜姫たちの戦国〜（メインテーマ）

5 中川　　心 ナカガワ　ココロ 13 江戸川クラブ リフレクションズ オブ アース

6 鹿島ひかり カシマ　ヒカリ 12 銀盤サテライト We are playing our song

7 仲澤　美佑 ナカザワ　ミユ 13 江戸川クラブ 〜マリーアントワネットの首飾り〜王宮の花火の音楽

8 笠井今日香 カサイ　キョウカ 12 シチズンクラブ Victory/Bond

9 小島　朱理 コジマ　アカリ 17 明治神宮外苑FSC TRIBAL GATHERING/VANESSA-MAE

10 池田貴美香 イケダ　キミカ 14 新横浜プリンスFSC ドン・キホーテ

11 松原　礼奈 マツバラ　レイナ 13 シチズンクラブ tico tico no fuba

12 村田　直美 ムラタ　ナオミ 12 ムサシノFSクラブ レッドクリフ

13 前田　梨沙 マエダ　リサ 13 シチズンクラブ ウィリアムテル序曲/ロッシーニ

14 森山　真羽 モリヤマ　マハ 13 ムサシノFSクラブ 江

15 棟尾　観月 ムネオ　ミヅキ 16 シチズンクラブ The Butterfly Lovers/何占豪・陳剛

16 佐竹　栞奈 サタケ　カンナ 13 西武東伏見FSC La campanella

17 山本小菜実 ヤマモト　コナミ 17 日本橋女学館 ロミオとジュリエット

18 山田　莉子 ヤマダ　リコ 12 淑徳SC中等部 Swan Lake

19 中林万穂子 ナカバヤシ　マホコ 14 シチズンクラブ スペイン奇想曲/リムスキー・コルサコフ

4級男子／5級男子 20:00〜20:25
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 池田　喜充 イケダ　ヨシミツ 12 新横浜プリンスFSC
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タイムスケジュールは当日会場でもご確認を必ず行ってください。

名前・カナ・所属の間違いは8月21日まで受付可能（問い合わせは
メールのみtokyoskate13shiai@yahoo.co.jp）

プログラムの曲変更は認められません。



滑走順リスト 8月31日（金曜日）

1級女子:A-9 9:25〜10:15
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 緒方　　栞 オガタ　シオリ 9 西武東伏見FSC Bellet

2 目黒　未杏 メグロ　ミアン 9 江戸川クラブ viva

3 白石　百香 シライシ　モモカ 9 シチズンクラブ フライングゲット

4 中島　奏美 ナカジマ　カナミ 9 西武東伏見FSC Gigi 

5 廣田日茉莉 ヒロタ　ヒマリ 9 シチズンクラブ 時の踊り

6 吉野　量子 ヨシノ　リョウコ 9 シチズンクラブ 組曲「動物の謝肉祭」より/サン=サーンス

7 大坪里緒菜 オオツボ　リオナ 9 明治神宮外苑FSC 躍る人形/ポルティーニ

8 久野つづ莉 ヒサノ　ツヅリ 9 明治神宮外苑FSC コッペリア

9 松本　真湖 マツモト　マコ 9 東京やどかりクラブ エリーゼのために

10 熊川　采奈 クマカワ　コトナ 9 シチズンクラブ ビビディ・バビディ・ブー

11 増田　七海 マスダ　ナナミ 9 新横浜プリンスFSC メリーポピンズ

12 田中　理子 タナカ　リコ 9 西武東伏見FSC イッツアスモールワールド

13 菅野ひなの カンノ　ヒナノ 9 明治神宮外苑FSC Chitty Chitty Bang Bang 

14 毛利　美結 モウリ　ミユ 9 西武東伏見FSC メリーポピンズ

15 江原　愛実 エハラ　マナミ 9 川越FSC クラップフェンの森で

16 高橋日向樹 タカハシ　ヒナキ 9 明治神宮外苑FSC アイネ・クライネ・ナハトムジーク

初級男子 8:00〜8:15
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 菊地　俊瑛 キクチ　シュンエイ 8 西武東伏見FSC TRUTH

2 星野　壮太 ホシノ　ソウタ 12 シチズンクラブ ハンガリー舞曲第1番

3 南雲　　響 ナグモ　ヒビキ 9 ムサシノFSクラブ ミスター・インクレディブル

4 鈴木未来駿 スズキ　ミクト 11 西武東伏見FSC Back to the Future

5 桃井　　光 モモイ　ヒカル 9 ムサシノFSクラブ ロシア民謡 一週間

1級女子:U-8 8:15〜9:25
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 荒巻　　桃 アラマキ　モモ 8 明治神宮外苑FSC コードギアス

2 井口　日利 イグチ　ヒヨリ 7 東京やどかりクラブ The Sound of Music

3 延命祐喜子 エンメイ　ユキコ 8 西武東伏見FSC シャーロックホームズ&ドクターワトソン

4 中村　京乃 ナカムラ　コトノ 8 西武東伏見FSC きらきら星変奏曲

5 金田セリナ カネダ　セリナ 7 江戸川クラブ Its a smallWorld

6 宮坂　　蘭 ミヤサカ　ラン 8 西武東伏見FSC 不思議の国のアリス

7 大島優里彩 オオシマ　ユリア 8 西武東伏見FSC Die Csardasfurstin

8 佐藤さつき サトウ　サツキ 8 西武東伏見FSC ホスピタルチェイス

9 並木　和奏 ナミキ　ワカナ 8 西武東伏見FSC Be Witched

10 高岳　未実 タカオカ　ミミ 8 シチズンクラブ パキータ

11 中田　有香 ナカタ　ユウカ 6 シチズンクラブ メリーポピンズ 「踊ろう、調子よく」

12 中西　伶菜 ナカニシ　レナ 8 ムサシノFSクラブ シスタープリンセス

13 村上　姫菜 ムラカミ　ヒナ 8 シチズンクラブ シェンツァーの花祭り

14 太田みのり オオタ　ミノリ 8 シチズンクラブ マーメイド・ラグーン・エントランス

15 鈴木彩依香 スズキ　アイカ 8 明治神宮外苑FSC END OF ETERNITY

16 和田菜々子 ワダ　ナナコ 8 千葉県連 The Naughty Frog Prince

17 西山　　愛 ニシヤマ　アイ 7 明治神宮外苑FSC sing a song/Carpenters

18 吉田　結実 ヨシダ　ユミ 8 明治神宮外苑FSC ドリーコの花祭り

19 尾崎　真子 オザキ　マコ 8 西武東伏見FSC くるみ割り人形

20 松岡向日葵 マツオカ　ヒマリ 8 ムサシノFSクラブ 魔女の宅急便

21 武市満里奈 タケイチ　マリナ 7 江戸川クラブ 口笛を吹いて歩こう

22 久保田美佳 クボタ　ミカ 8 シチズンクラブ Supercalifragilisticexpialidocious
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タイムスケジュールは当日会場でもご確認を必ず行ってください。

名前・カナ・所属の間違いは8月21日まで受付可能（問い合わせは
メールのみtokyoskate13shiai@yahoo.co.jp）

プログラムの曲変更は認められません。



滑走順リスト 8月31日（金曜日）

1級女子:O-10 10:30〜11:35
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 木本　彩賀 キモト　アヤカ 12 青梅フィギュア タイガーラブ

2 望月　麻央 モチヅキ　マオ 11 ムサシノFSクラブ バンビ

3 渡邉　彩水 ワタナベ　アミ 12 ムサシノFSクラブ 美女と野獣

4 藤曲　　彩 フジマガリ　アヤ 12 シチズンクラブ Oh Lady! Lady!!

5 清水　莉奈 シミズ　リナ 15 シチズンクラブ ジゼル

6 廣瀬　美和 ヒロセ　ミワ 10 明治神宮外苑FSC Good Luck

7 中澤しおり ナカザワ　シオリ 10 明治神宮外苑FSC

8 髙橋　柚花 タカハシ　ユズハ 10 西武東伏見FSC かりん

9 清水　朋美 シミズ　トモミ 12 ムサシノFSクラブ となりのトトロ

10 森田マリヤ モリタ　マリヤ 10 西武東伏見FSC 眠れる森の美女/チャイコフスキー

11 沢田ひなの サワダ　ヒナノ 11 新横浜プリンスFSC ムーラン

12 向出　美咲 ムコウデ　ミサキ 10 シチズンクラブ Theme From“Superman”

13 西村和佳奈 ニシムラ　ワカナ 10 江戸川クラブ SCOTLAND THE BRAVE

14 髙井　結衣 タカイ　ユイ 11 ムサシノFSクラブ Zip-A-Dee-Doo-Dah

15 二瓶さくら ニヘイ　サクラ 10 シチズンクラブ 千と千尋の神隠し いつも何度でも/木村 弓

16 桂川祐希奈 カツラガワ　ユキナ 10 ムサシノFSクラブ ふしぎ星のふたご姫

17 田中菜々恵 タナカ　ナナエ 12 明治神宮外苑FSC パリの喜び/オッフェンバック

18 水谷　由紀 ミズタニ　ユキ 13 ムサシノFSクラブ パキータより「ヴァリアシオン」

19 Han Gloria ハン　グロリア 12 千葉県連 Home Ward Bound

20 笹川　　環 ササガワ　タマキ 10 青梅クラブ

21 河野　陽波 コウノ　ヒナ 10 明治神宮外苑FSC チリビリビーン

22 斎藤　円莉 サイトウ　ツブラ 10 シチズンクラブ 白鳥の湖より ハンガリーの踊り/チャイコフスキー

1級男子 11:35〜11:50
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 三浦　佳生 ミウラ　カオ 7 東京やどかりクラブ ルパン三世のテーマ

2 竹中　　豪 タケナカ　ツヨシ 9 西武東伏見FSC

3 田村　篤彦 タムラ　アツヒコ 8 西武東伏見FSC そりすべり 

4 鷹取　慶太 タカトリ　ケイタ 8 東京やどかりクラブ 海賊

5 阪本　哲平 サカモト　テッペイ 13 シチズンクラブ カルメン/ビゼー

ノービスB男子 11:50〜12:25
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 梅山　凌央 ウメヤマ　リョウ 9 江戸川クラブ アイス・エイジ

2 堀　　義正 ホリ　ヨシマサ 10 明治神宮外苑FSC メガクエイク

3 西山　真瑚 ニシヤマ　シンゴ 10 シチズンクラブ Jailhouse Rock

4 深瀬　憲人 フカセ　ケント 10 川越FSC ウエストサイドスト−リ−

5 秀野　弘明 シュウノ　ヒロアキ 10 明治神宮外苑FSC 相棒

6 大島　光翔 オオシマ　コウショウ 9 シチズンクラブ 荒野の七人

ノービスB女子 12:40〜15:00
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 山田　美羽 ヤマダ　ミウ 10 神奈川FSC English FolkSong Suite

2 松㟢由美子 マツザキ　ユミコ 10 明治神宮外苑FSC cotton eye joe

3 三宅　萌湖 ミヤケ　モコ 10 アクアリンクちばクラブ coppelia

4 岩渕　有里 イワブチ　ユリ 10 神奈川FSC 観光列車ポルカ

5 尾形　真白 オガタ　マシロ 10 明治神宮外苑FSC 魔法にかけられて

6 渡辺　倫果 ワタナベ　リンカ 9 西武東伏見FSC ツィゴイネルワイゼン/サラサーテ

7 杉本　夏実 スギモト　ナツミ 10 神奈川FSC 山の魔王の宮殿にて/グリーグ

8 中野　花南 ナカノ　カナ 10 明治神宮外苑FSC come fly with me

9 小林　友仁 コバヤシ　ユニ 10 神奈川FSC シェヘラザード

10 石塚　理子 イシヅカ　リコ 9 西武東伏見FSC パリの喜び

11 髙橋　沙英 タカハシ　サエ 10 明治神宮外苑FSC Hejre Kati

12 鈴木　日菜 スズキ　ヒナ 10 シチズンクラブ Bayadere

13 横谷　杏林 ヨコヤ　アンズ 9 明治神宮外苑FSC Heart break Hotel,Rock around the clock

14 川畑　和愛 カワバタ　トモエ 10 シチズンクラブ ピアノ協奏曲第2番

15 岡部　季枝 オカベ　キエ 10 明治神宮外苑FSC Swan Lake

16 小梁　玲奈 コハリ　レイナ 9 明治神宮外苑FSC Liber tango

17 清水　愛望 シミズ　アイミ 10 神奈川FSC ボロネーズ第6番 「英雄」

18 小暮　桜子 コグレ　サクラコ 9 明治神宮外苑FSC 南風のマーチ

19 吉野　汐香 ヨシノ　シオカ 8 神奈川FSC パガニーニの主題による狂詩曲

20 鈴木　華奈 スズキ　ハンナ 10 江戸川クラブ きみもとべるよ

21 川越あかり カワゴエ　アカリ 10 シチズンクラブ Die Fledermaus/J.シュトラウス2世

22 永井帆南美 ナガイ　ホナミ 10 西武東伏見FSC 皇帝

23 細川暖乃南 ホソカワ　ノノナ 10 シチズンクラブ James Bond Theme

24 青木　祐奈 アオキ　ユナ 10 神奈川FSC 屋根の上のヴァイオリン弾き

25 須藤　怜紗 ストウ　レイサ 10 神奈川FSC Promenade

26 三原　桜子 ミハラ　サクラコ 9 西武東伏見FSC Just Around the Riverbend
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タイムスケジュールは当日会場でもご確認を必ず行ってください。

名前・カナ・所属の間違いは8月21日まで受付可能（問い合わせは
メールのみtokyoskate13shiai@yahoo.co.jp）

プログラムの曲変更は認められません。



滑走順リスト 8月31日（金曜日）

5級女子:A-13 18:15〜19:45
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 久保田美伶 クボタ　ミレイ 13 明治神宮外苑FSC こうもり

2 小澤　怜奈 オザワ　レナ 13 ムサシノFSクラブ パイレーツ・オブ・カリビアン

3 梅原　茉子 ウメハラ　マコ 13 ムサシノFSクラブ ベートベン・ウィルス

4 石川奈々乃 イシカワ　ナナノ 13 明治神宮外苑FSC ライモンダ

5 小野　舞奈 オノ　マイナ 13 シチズンクラブ Time Messenger/葉加瀬太郎

6 赤荻　瑠水 アカオギ　ルミ 13 ムサシノFSクラブ 冬

7 関口　薫子 セキグチ　カオルコ 13 日本橋女学館 キスメット

8 伊藤みのり イトウ　ミノリ 13 ムサシノFSクラブ パガニーニの主題による狂詩曲〜ピアノ協奏曲第3番/ラフマニノフ

9 高橋　果楠 タカハシ　カナン 13 アクアリンクちばクラブ Murder on the Orient Express

10 澤潟　美侑 オモダカ　ミユ 13 シチズンクラブ

11 北島　亜夢 キタジマ　アユミ 13 ムサシノFSクラブ ポカホンタス

12 栗山芽衣子 クリヤマ　メイコ 13 シチズンクラブ スワンレイク/チャイコフスキー

13 吉川　真由 ヨシカワ　マユ 13 明治神宮外苑FSC MACK&MABEL

14 伊藤　桃花 イトウ　モモカ 13 神奈川FSC CRAZY FOR YOU

15 小新ななみ コシン　ナナミ 13 神奈川FSC エスピオナージ

5級女子:O-14 20:00〜21:30
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 阿部　素子 アベ　モトコ 15 シチズンクラブ THE SWAN LAKE

2 栄田菜々花 サカエダ　ナナカ 14 ムサシノFSクラブ 奇跡 自由 女子十二学坊

3 兼岡　愛果 カネオカ　アイカ 14 宇都宮フィギュアC 赤いケシの花

4 高田　実咲 タカタ　ミサキ 16 神奈川FSC Overture

5 金子　百葉 カネコ　モモハ 14 明治神宮外苑FSC movin’up

6 松井奈津美 マツイ　ナツミ 15 神奈川FSC バッカナール/サン＝サーンス

7 西山　美咲 ニシヤマ　ミサキ 14 江戸川クラブ マイフェアレディー

8 佐藤　真夏 サトウ　マナツ 14 シチズンクラブ インザムード

9 南方　未来 ミナカタ　ミキ 14 新横浜プリンスFSC On Golden a Pond

10 萩原彩里紗 ハギワラ　アリサ 14 宇都宮フィギュアC 白鳥/チャイコフスキー

11 中村　桃子 ナカムラ　モモコ 16 神奈川FSC Hooked on Classics

12 中島　美貴 ナカシマ　ミキ 14 明治神宮外苑FSC 仁

13 森　　華香 モリ　カコ 16 神奈川FSC Jealousy

14 ツィーリス舞 ツィーリス　マイ 14 シチズンクラブ カルメン

5級女子:U-12 15:15〜17:20
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 細水　小雪 ホソミズ　コユキ 12 明治神宮外苑FSC 眠れる森の美女/チャイコフスキー

2 原田　乃衣 ハラダ　ノイ 11 明治神宮外苑FSC 2つのギター

3 川畑　明穂 カワバタ　アキホ 12 シチズンクラブ 恋は魔術師

4 仲谷梨理愛 ナカヤ　リリア 12 ムサシノFSクラブ 新参者

5 本間來瑠美 ホンマ　クルミ 11 西武東伏見FSC くるみ割り人形 

6 浅沼　恭佳 アサヌマ　キョウカ 11 宇都宮フィギュアC 美しきエレーヌ／ジャック・オッフェンバック

7 野々村苑香 ノノムラ　ソノカ 12 明治神宮外苑FSC River Dance

8 荒井　佑香 アライ　ユウカ 12 ムサシノFSクラブ フォッシー、シングシング

9 小川紗也加 オガワ　サヤカ 11 神奈川FSC チャップリン

10 入澤　千華 イリザワ　チハナ 11 西武東伏見FSC アラジン

11 小暮　桃子 コグレ　モモコ 11 明治神宮外苑FSC Thawing

12 伊藤　麻結 イトウ　マユ 12 宇都宮フィギュアC RailwayChildway

13 木村　理沙 キムラ　リサ 11 西武東伏見FSC Lord・of・the・Dance

14 鈴木菜奈香 スズキ　ナナコ 11 ムサシノFSクラブ オリエント急行殺人事件

15 馬場はるあ バンバ　ハルア 11 明治神宮外苑FSC Trumpet Blues&Cantabile

16 椛本　沙良 カバモト　サラ 12 シチズンクラブ パコと魔法の絵本

17 大森　星楽 オオモリ　セイラ 11 明治神宮外苑FSC eye/coba

18 星野日菜子 ホシノ　ヒナコ 11 シチズンクラブ 眠れる森の美女/ワルツ&コーダ

19 岩木まりな イワキ　マリナ 11 西武東伏見FSC カルメン

20 遠藤菜々子 エンドウ　ナナコ 12 江戸川クラブ For Kids

21 安蒜絵里紗 アンビル　エリサ 11 シチズンクラブ

ノービスA男子 17:35〜18:15
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 奥村　奎吾 オクムラ　ケイゴ 12 アクアリンクちばクラブ Cello Concerto in Bminor

2 石塚　玲雄 イシヅカ　レオ 12 西武東伏見FSC ゲティスバーグ

3 松本　健汰 マツモト　ケンタ 12 千葉県連 STAR WARDS

4 真崎　大哉 マサキ　ダイヤ 11 明治神宮外苑FSC パイレーツ オブ カリビアン

5 遠藤　龍盛 エンドウ　リュウセイ 11 シチズンクラブ 仁義なき戦い

6 大森　優馬 オオモリ　ユウマ 11 シチズンクラブ

５
級
女
子
：
Ａ
━
13

５
級
女
子
：
Ｏ
━
14

５
級
女
子
：
Ｕ
━
12

ノ
ー
ビ
ス
Ａ
男
子

タイムスケジュールは当日会場でもご確認を必ず行ってください。

名前・カナ・所属の間違いは8月21日まで受付可能（問い合わせは
メールのみtokyoskate13shiai@yahoo.co.jp）

プログラムの曲変更は認められません。



滑走順リスト 9月1日（土曜日）

初級女子:U-7 8:00〜8:50
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 三好茉央里 ミヨシ　マオリ 7 シチズンクラブ ダンボ

2 後藤那奈子 ゴトウ　ナナコ 5 東京やどかりクラブ ミッキーマウスマーチ

3 德永　理歩 トクナガ　リホ 7 明治神宮外苑FSC 小作品より/ベートーヴェン

4 中嶋　優良 ナカジマ　ユラ 6 ムサシノFSクラブ ちょうちょう

5 山本　百花 ヤマモト　モモカ 7 西武東伏見FSC くまのプーさん

6 鴨井彬莉彩 カモイ　アリサ 7 ムサシノFSクラブ カーニバル

7 杉本　桃花 スギモト　モモカ 7 西武東伏見FSC キューピーの観兵式

8 大内　朱音 オオウチ　アカネ 7 江戸川クラブ アメリカン・パトロール

9 正村亜紗子 マサムラ　アサコ 7 東京やどかりクラブ ガイーヌ

10 大岡　海香 オオオカ　ウミカ 7 シチズンクラブ 狼なんかこわくない

11 山下　美隆 ヤマシタ　ミリュウ 7 ムサシノFSクラブ そり滑り

12 朝比奈彩衣 アサヒナ　サエ 5 アクアリンクちばクラブ Pictures at on exhibition

13 和田陽菜音 ワダ　ヒナネ 6 シチズンクラブ 美女と野獣 ひとりぼっちの晩餐会/ディズニー

14 吉田　美菜 ヨシダ　ミナ 7 ムサシノFSクラブ 海と真珠の踊り

15 安齋　璃桜 アンザイ　リオ 7 西武東伏見FSC Heigh Ho

16 高橋　愛良 タカハシ　アイラ 7 ムサシノFSクラブ 学園天国

初級女子:A-8 8:50〜9:40
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 苔縄　　桃 コケナワ　モモ 8 千葉県連 アロハ・エ・コモ・マイ

2 長屋　柚香 ナガヤ　ユカ 8 シチズンクラブ ピノキオ

3 原　夕理奈 ハラ　ユリナ 8 東京やどかりクラブ ベートーベン 小品

4 伊與田真裕 イヨダ　マユ 8 青梅フィギュア A Whole New World

5 沢野井奈央 サワノイ　ナオ 8 西武東伏見FSC シンデレラ

6 林　　美咲 ハヤシ　ミサキ 8 青梅フィギュア パリの喜び

7 佐々木夏海 ササキ　ナツミ 8 西武東伏見FSC ブギー・バック・トゥ・ヨコスカ

8 伊勢谷愛花 イセヤ　マナカ 8 青梅フィギュア

9 朝比奈　零 アサヒナ　レイ 8 アクアリンクちばクラブ The Entertainer

10 鈴木　彩心 スズキ　アヤミ 8 青梅フィギュア ファウスト グノー作曲

11 松村　美桜 マツムラ　ミオウ 8 東京やどかりクラブ Hooked on a song

12 大嶋　美羽 オオシマ　ミワ 8 シチズンクラブ UNDER THE SEA （THE LITTLE MERMAID）

13 秋山　仁美 アキヤマ　ヒトミ 8 西武東伏見FSC

14 菊地　愛海 キクチ　マナミ 8 シチズンクラブ Loving Life

15 下条美沙季 シモジョウ　ミサキ 8 ムサシノFSクラブ リトル・マーメイド

16 森　まゆこ モリ　マユコ 8 明治神宮外苑FSC 魔女の宅急便

初級女子:A-9 9:40〜10:20
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 山藤　里奈 サンドウ　リナ 9 明治神宮外苑FSC ドン・キホーテ キトリのバリエーション

2 高田梨々花 タカダ　リリカ 9 シチズンクラブ ミッキーマウスマーチ

3 田中万祐子 タナカ　マユコ 9 ムサシノFSクラブ 初めてのダンス

4 ホワイト桂 ホワイト　ケイ 9 江戸川クラブ Wizard of Oz Medley

5 長谷川遥奏 ハセガワ　ハルカ 9 シチズンクラブ アンダー ザ シー

6 豊福　美月 トヨフク　ミツキ 9 神奈川FSC ヘスシータ・エン・チワワ

7 藤井　ノア フジイ　ノア 9 シチズンクラブ ドン・キホーテ

8 北村優美花 キタムラ　ユミカ 9 ムサシノFSクラブ ドンキホーテ

9 樋口　紗夜 ヒグチ　サヤ 9 ムサシノFSクラブ チムチムチェリー

10 藤原ミチル フジワラ　ミチル 9 シチズンクラブ 江のテーマより

11 佐々木美悠 ササキ　ミユウ 9 シチズンクラブ 12番街のラグ

12 山中　　萌 ヤマナカ　モエ 9 シチズンクラブ クルミ割り人形

13 長澤莉李花 ナガサワ　リリカ 9 川越FSC 自由

14 永田　梨子 ナガタ　リコ 9 千葉県連 The Scare Floor

初級女子:O-10 10:35〜11:25
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 荒　　美結 アラ　ミユウ 10 西武東伏見FSC

2 大塚　綾乃 オオツカ　アヤノ 10 シチズンクラブ チチバンバン

3 松尾伊万里 マツオ　イマリ 11 ムサシノFSクラブ マイ・フェア・レディ

4 鈴木奈緒実 スズキ　ナオミ 10 青梅フィギュア 仮面舞踏会

5 小川　美咲 オガワ　ミサキ 10 青梅フィギュア マイ・フェイバリット・シングス

6 山口　明里 ヤマグチ　アカリ 10 シチズンクラブ くるみ割り人形（行進曲）

7 畠山　海奈 ハタケヤマ　ミナ 10 青梅フィギュア 花のワルツ

8 小路　　葵 ショウジ　アオイ 10 シチズンクラブ Gigi

9 山勢　結香 ヤマセ　ユカ 11 ムサシノFSクラブ マリンズ・ヒム

10 財前　　雅 ザイゼン　ミヤビ 11 ムサシノFSクラブ エーデルワイス

11 千葉絵理香 チバ　エリカ 13 青梅フィギュア My Favorite Things

12 寺田　一葉 テラダ　カズハ 10 シチズンクラブ もののけ姫

13 清信　巴菜 キヨノブ　ハナ 12 シチズンクラブ ドン・キホーテ エスパーダ

14 足立　帆香 アダチ　ホノカ 11 西武東伏見FSC

15 石原　　杏 イシハラ　アン 14 シチズンクラブ オペラ座の怪人

16 杉田海羽南 スギタ　ミウナ 11 シチズンクラブ STRIP GRIND
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タイムスケジュールは当日会場でもご確認を必ず行ってください。

名前・カナ・所属の間違いは8月21日まで受付可能（問い合わせは
メールのみtokyoskate13shiai@yahoo.co.jp）

プログラムの曲変更は認められません。



滑走順リスト 9月1日（土曜日）

2級女子:U-8 11:25〜12:30
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 猪股早哉子 イノマタ　サヤコ 8 明治神宮外苑FSC 白雪姫

2 西山野乃子 ニシヤマ　ノノコ 7 西武東伏見FSC 眠りの森の美女

3 板倉芽梨衣 イタクラ　メリイ 8 西武東伏見FSC アイネ・クライネ・ナハトムジ−ク

4 坂上　朝香 サカウエ　アサカ 8 明治神宮外苑FSC くるみ割り人形〜メールジゴーニュとポリシネル

5 石野　未里 イシノ　ミリ 6 明治神宮外苑FSC 崖の上のポニョ

6 堀　日菜多 ホリ　ヒナタ 8 シチズンクラブ 白雪姫

7 住吉りをん スミヨシ　リヲン 8 明治神宮外苑FSC マンボ

8 井川　　粋 イガワ　スイ 8 西武東伏見FSC BeOurGuest/美女と野獣

9 小川日菜子 オガワ　ヒナコ 8 明治神宮外苑FSC ラ・ペリ

10 武重花菜子 タケシゲ　カナコ 8 シチズンクラブ ポルカ シャネル

11 木村　美里 キムラ　ミリ 8 明治神宮外苑FSC くるみ割り人形/チャイコフスキー

12 大橋　絆奈 オオハシ　ハンナ 7 西武東伏見FSC ジャンピングジャック

13 長谷川　聖 ハセガワ　アキラ 8 明治神宮外苑FSC サンダーバード Century 21 March/Barry Gray

14 吉川日菜子 ヨシカワ　ヒナコ 8 西武東伏見FSC 眠りの森の美女

15 大岡　美空 オオオカ　ミソラ 8 シチズンクラブ ザッツ・エンターテイメント

16 樋口　夏海 ヒグチ　ナツミ 8 西武東伏見FSC くるみ割り人形

2級女子:A-9 12:45〜13:45
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 門田　日向 モンデン　ヒナタ 9 明治神宮外苑FSC 王様のレストラン/不明

2 久保田理日 クボタ　リカ 9 西武東伏見FSC Under The Sea

3 金子　邦香 カネコ　クニカ 9 シチズンクラブ 自由/梁剣峰 

4 坂本　美音 サカモト　ミオ 9 千葉県連 Theme of SMG2

5 千葉　紫織 チバ　シオリ 9 シチズンクラブ Gigi

6 永島　碧依 ナガシマ　アオイ 9 城東FSC トゥルーロマンス

7 小貫　美咲 オヌキ　ミサキ 9 明治神宮外苑FSC Whistle While You Work

8 髙橋　　蘭 タカハシ　ラン 9 明治神宮外苑FSC フローレンティーナ行進曲

9 下條　夏未 シモジョウ　ナツミ 9 神奈川FSC ベルの歌／ルロイアンダーソン

10 武重叶和子 タケシゲ　トワコ 9 シチズンクラブ 魔女の宅急便

11 水上　彩弥 ミズカミ　サヤ 9 明治神宮外苑FSC エレメンタル ジェレイド

12 久本七菜子 ヒサモト　ナナコ 9 千葉県連 over the rainbow

13 高津　稀奈 タカツ　キナ 9 シチズンクラブ チャルダッシュ

14 友田里都子 トモダ　リツコ 9 江戸川クラブ お人形の夢と目覚め/オースティン

15 竹本　好花 タケモト　コノカ 9 ムサシノFSクラブ 塔の上のラプンツェル

2級女子:O-12 13:45〜15:05
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 緒方　彩乃 オガタ　アヤノ 13 ムサシノFSクラブ 花嫁のパパ

2 辺見　花琳 ヘンミ　カリン 12 西武東伏見FSC ショウほど素敵な商売はない

3 野澤　聡子 ノザワ　サトコ 12 ムサシノFSクラブ 憂いもなく/ウェーバー

4 若松　奈由 ワカマツ　ナユ 12 ムサシノFSクラブ Vision of Salome

5 西澤真理如 ニシザワ　マリジョ 12 江戸川クラブ ソルト・レイク・シティー

6 渡辺　優奈 ワタナベ　ユウナ 12 シチズンクラブ 荒野の七人

7 徳久はるか トクヒサ　ハルカ 12 ムサシノFSクラブ GM踊れドクター

8 植村　郁美 ウエムラ　イクミ 13 江戸川クラブ おひさま

9 山藤　綾華 サンドウ　アヤカ 12 明治神宮外苑FSC 動物の謝肉祭

10 糟谷　恵美 カスヤ　エミ 13 神奈川FSC ウォレスとグルミット

11 西澤なずな ニシザワ　ナズナ 14 江戸川クラブ インカダンス

12 田中　美優 タナカ　ミユ 13 ムサシノFSクラブ シェルブール〜ショウほど素敵な商売はない

13 半田　真由 ハンダ　マユ 15 明治神宮外苑FSC

14 守谷　美里 モリヤ　ミサト 12 西武東伏見FSC アルマンドのルンバ

15 吉川　美希 ヨシカワ　ミキ 12 青梅フィギュア 剣の舞/ハチャトゥリアン

16 河内　理紗 コウチ　リサ 12 青梅フィギュア シンデレラ〜ワルツ/プロコフィエフ

17 榎戸　　葵 エノキド　アオイ 12 千葉県連 Nutcracker 行進曲/ チャイコフスキー 

18 村上佳菜子 ムラカミ　カナコ 12 青梅フィギュア 死の舞踏/サン・サーンス

19 劉　ウテイ リュウ　ウテイ 13 新横浜プリンスFSC 四季:冬
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タイムスケジュールは当日会場でもご確認を必ず行ってください。

名前・カナ・所属の間違いは8月21日まで受付可能（問い合わせは
メールのみtokyoskate13shiai@yahoo.co.jp）

プログラムの曲変更は認められません。



滑走順リスト 9月1日（土曜日）

2級女子:A-10・11 15:20〜16:55
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 瀧澤　梨湖 タキザワ　リコ 11 西武東伏見FSC ハックルベリー・フィン ミシシッピ組曲/ファーディ・グローフェ

2 三浦　萌笑 ミウラ　モエ 10 ムサシノFSクラブ THE 有頂天ホテル

3 秩父なつ美 チチブ　ナツミ 10 明治神宮外苑FSC 夢の行進曲

4 若林　麗奈 ワカバヤシ　レナ 10 明治神宮外苑FSC 自由/女子十二楽坊

5 三吉　菜花 ミヨシ　ナノハ 10 ｱｸｱﾘﾝｸちばクラブ 魔法にかけられて〜組曲

6 前　由莉乃 マエ　ユリノ 10 明治神宮外苑FSC コッペリア/ドリーブ

7 戸出　菊理 トイデ　ククリ 10 千葉県連 ショウほど素敵な商売はない

8 細井　友貴 ホソイ　ユキ 11 神奈川FSC おしゃべりの可愛い口

9 田村　桃花 タムラ　モモカ 11 西武東伏見FSC サーカスサーカス

10 照井　優名 テルイ　ユウナ 11 西武東伏見FSC Thats entertainment

11 田中　帆南 タナカ　ハンナ 10 川越FSC トランプマーチ

12 林　　宏葉 ハヤシ　ヒロハ 10 明治神宮外苑FSC 子犬のワルツ ショパン

13 多田莉果子 タダ　リカコ 10 明治神宮外苑FSC 葡萄畑は見渡す限り青々と

14 井口　実紀 イグチ　ミノリ 11 明治神宮外苑FSC The Sword of Love 愛の剣

15 西浦　穂香 ニシウラ　ホノカ 10 江戸川クラブ フィンランディア/シベリウス

16 佐藤かいら サトウ　カイラ 10 江戸川クラブ インザムード

17 阿南　美咲 アナン　ミサキ 10 西武東伏見FSC パイナップルポル

18 郭　　智暎 カク　ジヨン 11 明治神宮外苑FSC Espana シャブリエ

19 荒井　渚沙 アライ　ナギサ 10 シチズンクラブ 突進ポルカ

20 髙橋　愛実 タカハシ　メグミ 10 西武東伏見FSC ハウルの動く城

21 小野　育実 オノ　イクミ 10 シチズンクラブ ハウルの動く城より人生のメリーゴーランド/ThaoryPandemic

22 種田　れな タネダ　レナ 10 新横浜プリンスFSC 悪魔と四人

23 出塚　由貴 デヅカ　ユキ 11 江戸川クラブ カルメン/ビゼー

24 松浦　侑加 マツウラ　ユウカ 11 シチズンクラブ モンスターズ・インク

ノービスA女子:U-11 17:10〜19:00
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 鈴木　彩夏 スズキ　アヤカ 11 神奈川FSC ピアノ協奏曲第1番作品23／チャイコフスキー

2 樋口　新葉 ヒグチ　ワカバ 11 明治神宮外苑FSC Don Quixote

3 平川　香織 ヒラカワ　カオリ 11 シチズンクラブ 愛

4 伊庭　結晶 イバ　ユウキ 11 ムサシノFSクラブ RIVER DANCE

5 髙倉　来未 タカクラ　クルミ 11 西武東伏見FSC Arrivee des camioneurs

6 佐藤　伊吹 サトウ　イブキ 11 明治神宮外苑FSC Murder on the Orient Express

7 平尾羽茄奈 ヒラオ　ワカナ 11 西武東伏見FSC ラ・セーラ

8 大住　仁愛 オオスミ　ニナ 11 シチズンクラブ sound of music

9 菊池　彩子 キクチ　サイコ 11 明治神宮外苑FSC ボリビドール

10 松原　　星 マツバラ　アカリ 11 西武東伏見FSC 四季より秋/グラズノフ

11 加来日菜乃 カク　ヒナノ 11 アクアリンクちばクラブ Miss Saigon

12 西片　悠乃 ニシカタ　ユノ 11 神奈川FSC ワルソーコンチェルト

13 小室　笑凜 コムロ　エミリ 11 シチズンクラブ Toccata and Fugue in D minor

14 塩野　凪彩 シオノ　ナギサ 11 ムサシノFSクラブ ビーノブランコ♪

15 松下　紗千 マツシタ　サチ 11 明治神宮外苑FSC シンデレラ

16 前田久美子 マエダ　クミコ 11 明治神宮外苑FSC ラベンダーの咲く庭で

17 依田茉里紗 ヨダ　マリサ 11 シチズンクラブ ジプシープリンセス
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タイムスケジュールは当日会場でもご確認を必ず行ってください。

名前・カナ・所属の間違いは8月21日まで受付可能（問い合わせは
メールのみtokyoskate13shiai@yahoo.co.jp）

プログラムの曲変更は認められません。



9月2日（日曜日）滑走順リスト

ノービスA女子:O-12 19:15〜21:30
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 上代　星来 カジロ　セイラ 12 明治神宮外苑FSC 真夏のカルメン

2 加藤　真尋 カトウ　マヒロ 12 シチズンクラブ Any dream will do

3 向井　まの ムカイ　マノ 12 西武東伏見FSC August Rush（奇跡のシンフォニー）

4 千葉　寧々 チバ　ネネ 12 日本橋女学館 アルメニアン・ラプソディ

5 紀藤　裕香 キトウ　ユカ 12 西武東伏見FSC ゾルバ

6 佐上　　黎 サガミ　レイ 12 武蔵野学院 ニューヨークの恋人

7 松本　紅絹 マツモト　モミ 12 シチズンクラブ 紅の豚

8 酒寄　　遥 サカヨリ　ハルカ 12 ムサシノFSクラブ Magical Battle

9 吉倉　伶優 ヨシクラ　レユ 12 神奈川FSC カプリス第24番/パガニーニ

10 佐々木風珠 ササキ　フウジュ 12 明治神宮外苑FSC Elchoclo

11 山本笑里奈 ヤマモト　エリナ 12 川越FSC SingSingSing

12 尾城　未咲 オジロ　ミサキ 12 明治神宮外苑FSC GYPSY

13 八巻絵梨花 ヤマキ　エリカ 12 宇都宮フィギュアC ムーラン

14 田宮　沙季 タミヤ　サキ 12 西武東伏見FSC こうもり序曲/ヨハン・シュトラウス

15 綾部　花音 アヤベ　カノン 12 川越FSC 組曲「魔法にかけられて」

16 鎺　　美月 ハバキ　ミツキ 12 日本橋女学館 トゥーランドット

17 枝村　優花 エダムラ　ユウカ 12 アクアリンクちばクラブ wonderland

18 木下　まり キノシタ　マリ 12 シチズンクラブ パリのアメリカ人

19 榊原　　恵 サカキバラ　メグミ 12 神奈川FSC 塔の

20 平良ひなハーン タイラ　ヒナハーン 12 シチズンクラブ さくらさくら

21 樋口　瑞保 ヒグチ　ミズホ 12 シチズンクラブ 海賊

ジュニア女子:U-13 10:00〜12:20
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 田㟢　　遥 タサキ　ハルカ 13 西武伏見FSC もののけ姫

2 小荒井あさな コアライ　アサナ 13 日本橋女学館 Hungarian Dance

3 岸野　千夏 キシノ　チナツ 13 西武東伏見FSC Jupiter

4 北村和蘭奈 キタムラ　ワカナ 13 ムサシノFSクラブ フィガロの結婚

5 星野　杏子 ホシノ　キョウコ 13 シチズンクラブ ウエストサイドストーリー

6 住吉千穂子 スミヨシ　チホコ 13 ムサシノFSクラブ インスティンクトラプソディー

7 永井　優香 ナガイ　ユウカ 13 西武東伏見FSC ダッタン人の踊り

8 阿部芙弓奈 アベ　フユナ 13 シチズンクラブ

9 関口　佳乃 セキグチ　ヨシノ 13 神奈川FSC Faust

10 松村　侑奈 マツムラ　ユウナ 13 ムサシノFSクラブ sing sing sing

11 松野真矢子 マツノ　マヤコ 13 西武東伏見FSC 人生のメリーゴーランド

12 神谷　朱海 カミヤ　アミ 13 日本橋女学館 new cinema paradiso 

13 萩原　渚佐 ハギワラ　ナギサ 13 明治神宮外苑FSC ポルウナ・カベーサ

14 渡辺　小春 ワタナベ　コハル 13 ムサシノFSクラブ サラバンド

15 吉備　智慧 キビ　チエ 13 新横浜プリンスFSC くるまば草

16 木田　栞奈 キダ　カンナ 13 川越FSC ポル・ウナ・カベーサ

17 小林　里奈 コバヤシ　リナ 13 日本橋女学館 LEYENDA

18 奥山　彩夏 オクヤマ　サヤカ 13 神奈川FSC Piano breaker
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タイムスケジュールは当日会場でもご確認を必ず行ってください。

名前・カナ・所属の間違いは8月21日まで受付可能（問い合わせは
メールのみtokyoskate13shiai@yahoo.co.jp）

プログラムの曲変更は認められません。



滑走順リスト 9月2日（日曜日）

ジュニア女子:A-14 12:35〜14:55
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 三澤日向子 ミサワ　ヒナコ 14 神奈川FSC SUMMER WARS

2 遠藤　美稀 エンドウ　ミキ 14 武蔵野学院 Carmen

3 小松百合子 コマツ　ユリコ 14 シチズンクラブ ロミオ&ジュリエット/チャイコフスキー

4 梅崎　　宙 ウメザキ　ソラ 14 明治神宮外苑FSC ガイーヌ/アラム・イリイチ・ハチャトゥリアン

5 メイズ　雪 メイズ　ユキ 14 西武東伏見FSC KIDS RETURN

6 深瀬理香子 フカセ　リカコ 14 川越FSC タイタニック

7 村上　愛香 ムラカミ　アイカ 14 明治神宮外苑FSC スペイン奇想曲/リムスキー・コルサコフ

8 梁川　舞乃 ヤナガワ　マイノ 14 青梅フィギュア ラプソディー・イン・ブルー（George Gershwin）

9 加藤　美樹 カトウ　ミキ 14 ムサシノFSクラブ ドクトル・ジバコ

10 福地　桃奈 フクチ　モモナ 14 日本橋女学館 アストゥーリアス〜火祭りの踊り

11 石川　琉衣 イシカワ　ルイ 14 西武東伏見FSC ムーラン

12 八百板　瞳 ヤオイタ　ヒトミ 14 ムサシノFSクラブ スパルタカス

13 望月　美玖 モチヅキ　ミク 14 日出中学・高等学校 RAINBOW

14 水上　菜奈 ミズカミ　ナナ 14 シチズンクラブ マジックアワー

15 山口萌々奈 ヤマグチ　モモナ 14 武蔵野学院 SAYURI

16 松原　　茜 マツバラ　アカネ 14 川越FSC レッドクリフ/岩代太郎

17 駒形　菜穂 コマガタ　ナオ 14 日本橋女学館 Rainbow

18 三浦　怜奈 ミウラ　レイナ 14 明治神宮外苑FSC Ice symphony 

ジュニア女子:O-15 15:10〜18:00
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 稲㟢　実穂 イナザキ　ミホ 16 ムサシノFSクラブ ツィゴイネルワイゼン/サラサーテ

2 西澤　瑞葉 ニシザワ　ミズハ 15 シチズンクラブ エリザベス

3 梅田　莉奈 ウメダ　リナ 16 日出中学・高等学校 Heart 

4 伊藤　　芽 イトウ　メイ 15 日本橋女学館 カルメン/ビゼー

5 庄司　理紗 ショウジ　リサ 15 駒場学園高校 The Notebook 

6 佐藤　弥桜 サトウ　ミオ 15 日本橋女学館 ヴァイオリン協奏曲

7 高橋ニコル タカハシ　ニコル 15 銀盤サテライト コンドルは飛んで行く

8 小島　美優 コジマ　ミユ 15 西武東伏見FSC TAKE ME ALONG

9 真柴　咲季 マシバ　サキ 15 日本橋女学館 On Your Toes

10 松村　怜奈 マツムラ　レイナ 15 ムサシノFSクラブ Red Hot

11 松永　青葉 マツナガ　アオバ 15 シチズンクラブ BLACK SWAN

12 阿久澤恵深 アクザワ　サトミ 16 日本橋女学館 GHIBLI Medley

13 石㟢里緒奈 イシザキ　リオナ 16 駒場学園高校 Riverdance

14 濱谷　佐理 ハマヤ　サリ 16 明治神宮外苑FSC Salome

15 長谷川彩也花 ハセガワ　サヤカ 17 シチズンクラブ 火の鳥

16 松丸佳内子 マツマル　カナコ 17 日本橋女学館 Samson et Dalila

17 檜山　智美 ヒヤマ　トモミ 17 シチズンクラブ The Piano

18 佐藤　江玲奈 サトウ　エレナ 15 西武東伏見FSC My Fair Lady

19 原村　茉里 ハラムラ　マリ 15 アクアリンクちばクラブ Mission Cleopatre

20 滑川　　絢 ナメカワ　アヤ 17 日本橋女学館 The chronicles of Narnia

21 中島　萌絵 ナカジマ　モエ 16 神奈川FSC WINNING

22 松丸　夏未 マツマル　ナツミ 15 日本橋女学館 TANGHESTA

23 笠間　美紅 カサマ　ミク 16 武蔵野学院 ブエノスアイレスの夏

ジュニア男子 18:15〜18:55
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1 梶田　健登 カジタ　ケント 15 明治大学付属中野高等学校 Legend of the Fall

2 鎌田　英嗣 カマタ　ヒデツグ 15 シチズンクラブ アダムスファミリー

3 小曽根孝浩 オゾネ　タカヒロ 18 慶應義塾高校スケート部 pianoprojectより

4 森　　　望 モリ　カナタ 16 シチズンクラブ ラブソディインブルー

5 寺中　天哉 テラナカ　ソラヤ 15 神奈川FSC プリンス・オブ・ペルシャ/ハリー・グレッグソン＝ウィリアムズ
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タイムスケジュールは当日会場でもご確認を必ず行ってください。

名前・カナ・所属の間違いは8月21日まで受付可能（問い合わせは
メールのみtokyoskate13shiai@yahoo.co.jp）

プログラムの曲変更は認められません。



滑走順リスト

ノービス フリーダンス 18:55〜19:20
滑走
順 氏名 氏名フリガナ スケー

ト年齢 所属クラブ 曲名 備考

1
佐藤　未菜 サトウ　ミナ 13 臨界クラブ

渡辺　純也 ワタナベ　ジュンヤ 14 神戸クラブ

2
平山姫里有 ヒラヤマ　キリア 13 倉敷FSC

Tango De Los Exilados
唐川　常人 カラカワ　ツネヒト 13 広島スケートクラブ

3
土井　琴琳 ドイ　コトリ 12 岡山SC

セレソ・ローサ／ジャンボ・マンボ
時國　隼輔 トキクニ　ジュンスケ 14 岡山SC

ジュベナイル シンクロ 19:20〜19:25
滑走順 チーム名 所属 備考

1 神宮Ice Faires 9名

音楽 “魔法にかけられて” サウンドトラック〜

村松　里紗(9才)
ムラマツ　リサ

高瀬　侑杏(9才)
タカセ　ユアン

猪俣早哉子(8才)
イノマタ　サヤコ

鈴木彩依香(8才)
スズキ　アイカ

鈴木穂乃香(8才)
スズキ　ホノカ

森　まゆこ(8才)
モリ　マユコ

徳永　理歩(7才)
トクナガ　リホ

大橋きくの(8才)
オオハシ　キクノ

山藤　里奈(9才)
サントウ　リナ

ジュニア シンクロ 19:25〜19:40
滑走順 チーム名 所属 備考

1 神宮Ice Messengers Junior 7名

音楽 BRAVE（sound track〜）

笠田　侑希（14才）
カサダ　ユキ

安田さくら（13才）
ヤスダ　サクラ

高山　理帆（13才）
タカヤマ　リホ

森　ななこ（11才）
モリ　ナナコ

栗原斐紗子（11才）
クリハラ　ヒサコ

小貫　美咲（9才）
オヌキ　ミサキ

白川　果歩（12才)
シラカワ　カホ

滑走順 チーム名 所属 備考

2 The wheel of isc 12名

音楽 Defying Gravity

大森　彩美（9才）
オオモリ　アヤミ

豊泉　風花（14才）
トヨイズミ　フウカ

深澤　仁視（15才）
フカサワ　ヒトミ

鈴木　花織（15才）
スズキ　カオリ

森　　真琴（14才）
モリ　マコト

高橋　麻依（17才）
タカハシ　アサエ

脇本　真帆（18才）
ワキモト　マホ

黒沢明日香（   才）
クロサワ　アスカ

会田　　彩（   才）
アイダ　アヤ

菅原穂乃香（15才）
スガワラ　ホノカ

谷　　百香（15才）
タニ　モモカ

牛場明日香（18才）
ウシバ　アスカ
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タイムスケジュールは当日会場でもご確認を必ず行ってください。

名前・カナ・所属の間違いは8月21日まで受付可能（問い合わせは
メールのみtokyoskate13shiai@yahoo.co.jp）

プログラムの曲変更は認められません。

特別出場


