
▼８・７級ジュニア選手権男子 １名 　
滑走順 連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 大阪 友野　一希 ともの　かずき 上野芝ＳＣ 中２

▽８・７級ジュニア選手権女子 １２名 　
滑走順 連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 愛知 大矢　里佳 おおや　りか ポラリス中部ＦＳＣ 中２
2 兵庫 宇佐美　彩 うさみ　あや ＰＳＫフィギュアスケートクラブ 中２
3 大阪 木下　栞里 きのした　 しおり 関西ＳＣ 中３
4 愛知 松田　悠良 まつだ　ゆら 邦和ＳＣ 中２
5 京都 十倉　日和 とくら　ひより 京都醍醐ＦＳＣ 中２
6 大阪 北埜　萌 きたの　もえ 臨海ＦＳＣ 中２
7 大阪 加藤　利緒菜 かとう　りおな 関西ＳＣ 中３
8 京都 木原　万莉子 きはら　まりこ 京都醍醐ＦＳＣ 中３
9 大阪 山田　さくら やまだ　さくら アクアピアＳＣ 中３
10 岐阜 藤原　未幸 ふじわら　みさち ＮＦＳクラブ 中３
11 大阪 宮原　知子 みやはら　さとこ 関西大学中高スケート部 中３
12 岡山 津内　胡菜 つうち　こうな 倉敷ＦＳＣ 中３

▼６級ジュニア選手権男子 ３名 　
滑走順 連盟 氏  名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 岡山 櫛田　一樹 くしだ　かずき 倉敷ＦＳＣ 中１
2 兵庫 山田　晋一 やまだ　しんいち 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ 中２
3 兵庫 村井　理史 むらい　まさふみ 神戸ＦＳＣ 中２

▽６級ジュニア選手権女子 ２５名 　
滑走順 連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 大阪 伊藤　彩由 いとう　さゆ 関西ＳＣ 中３
2 大阪 足立　芽衣 あだち　めい 臨海ＦＳＣ 中３
3 静岡 溝垣　若奈 みぞがき　わかな 静岡西ＦＳＣ 中２
4 大阪 池田　菜都乃 いけだ　なつの 臨海ＦＳＣ 中３
5 大阪 服部　桜 はっとり　さくら 大阪スケート倶楽部 中２
6 京都 藤岡　理恵 ふじおか　りえ 京都醍醐ＦＳＣ 中２
7 大阪 嘉祥　美佑 かしょう　みゆ 臨海ＦＳＣ 中２
8 大阪 榎並　志世子 えなみ　しょうこ 関西ＳＣ 中３
9 愛知 中川　真佑 なかがわ　まゆ 邦和ＳＣ 中３
10 大阪 川上　千尋 かわかみ　ちひろ 上野芝ＳＣ 中２
11 愛知 中村　冴花 なかむら　さえか 豊橋フィギュアクラブ 中２
12 愛知 伊藤　有里 いとう　ゆり ポラリス中部ＦＳＣ 中３
13 愛知 森　千夏 もり　ちなつ 名経大市邨 中２
14 愛知 松岡　保乃夏 まつおか　ほのか ポラリス中部ＦＳＣ 中３
15 大阪 大木　遥菜 おおき　はるな 大阪スケート倶楽部 中３
16 兵庫 小濱　梨眞子 こはま　りさこ 神戸ＦＳＣ 中１
17 愛知 山元　美穂 やまもと　みほ スぺリオール愛知ＦＳＣ 中３
18 大阪 朝賀　しお莉 あさが　しおり 関西ＳＣ 中１
19 大阪 河村　そら かわむら　そら 関西ＳＣ 中３
20 愛知 新宅　璃子 しんたく　りこ 名東ＦＳＣ 中２
21 大阪 タン　ディオン たん　でぃおん 大阪スケート倶楽部 中３
22 大阪 蜂谷　朝咲 はちや　ともえ 関西ＳＣ 中３
23 滋賀 萩山　采季 はぎやま　さき 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 中２
24 大阪 中村　野々花 なかむら　ののか 大阪スケート倶楽部 中３
25 愛知 横井　絢音 よこい　あやね 邦和ＳＣ 中２

▼ノービスＡ男子 ５名
滑走順 連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 兵庫 嶺本　樹 みねもと　いつき 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ 小６
2 大阪 宮本　佳樹 みやもと　よしき 大阪スケート倶楽部 中１
3 大阪 須本　光希 すもと　みつき 上野芝ＳＣ 小６
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4 大阪 山本　草太 やまもと　そうた 臨海ＦＳＣ 中１
5 兵庫 山隈　太一朗 やまくま　たいちろう 神戸ＦＳＣ 小６

▽ノービスＡ女子 　５１名
滑走順 連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 大阪 占部　亜由美 うらべ　あゆみ 臨海ＦＳＣ 小６
2 愛知 高畑　香里 たかはた　かおり ポラリス中部ＦＳＣ 中１
3 京都 野口　望乃花 のぐち　ののか 京都アクアリーナＳＣ 中１
4 愛知 松岡　さら沙 まつおか　さらさ ポラリス中部ＦＳＣ 小６
5 岡山 那須　夏海 なす　なつみ 倉敷ＦＳＣ 小５
6 大阪 田中　梨奈 たなか　りな 臨海ＦＳＣ 中１
7 大阪 寺本　南咲 てらもと　みさき 関西ＳＣ 中１
8 愛知 永田　絵美莉 ながた　えみり 名東ＦＳＣ 中１
9 大阪 東野　衣里 ひがしの　えり 大阪スケート倶楽部 中１
10 大阪 角　茉都里 すみ　まつり 関西ＳＣ 小６
11 愛知 松尾　燎 まつお　かがり ポラリス中部ＦＳＣ 小５
12 大阪 川﨑　梨加 かわさき　りか なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 中１
13 愛知 大橋　優希 おおはし　ゆうき 邦和ＳＣ 小６
14 大阪 森下　実咲 もりした　みさき アクアピアＳＣ 中１
15 大阪 入船　詩穂 いりふね　しほ 大阪スケート倶楽部 中１
16 岡山 森本　真梨菜 もりもと　まりな 岡山ＦＳＣ 中１
17 兵庫 山隈　恵里子 やまくま　えりこ 神戸ＦＳＣ 小６
18 愛知 花井　美月 はない　みつき 邦和ＳＣ 小６
19 京都 ダフ　アリスン だふ　ありすん 京都醍醐ＦＳＣ 小６
20 兵庫 籠谷　歩未 かごたに　あゆみ 神戸ＦＳＣ 小６
21 兵庫 坂本　花織 さかもと　かおり 神戸ＦＳＣ 小６
22 大阪 杉田　明花里 すぎた　あかり 臨海ＦＳＣ 中１
23 愛知 二村　まこと にむら　まこと 邦和ＳＣ 中１
24 兵庫 三原　舞依 みはら　まい 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ 中１
25 愛知 久野　千晴 くの　ちはる 邦和ＳＣ 中１
26 岡山 土井　琴琳 どい　ことり 岡山ＦＳＣ 中１
27 愛知 壷井　麗美 つぼい　れいみ 邦和ＳＣ 中１
28 愛知 鈴木　沙弥 すずき　さや 邦和ＳＣ 小５
29 愛知 林　海音 はやし　かいね 邦和ＳＣ 中１
30 大阪 三野　真穂 みつの　まほ なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 中１
31 大阪 久保　舞和 くぼ　まいか 大阪スケート倶楽部 小６
32 岡山 三宅　乃愛 みやけ　のあ 岡山ＦＳＣ 小６
33 愛知 安田　湖音 やすだ　こと 名東ＦＳＣ 小６
34 愛知 井上　千尋 いのうえ　ちひろ ポラリス中部ＦＳＣ 中１
35 大阪 笹木　このみ ささき　このみ 大阪スケート倶楽部 中１
36 兵庫 宮垣　陽菜 みやがき　ひな 神戸ＦＳＣ 小６
37 岡山 三島　樂羅 みしま　らら 倉敷ＦＳＣ 小６
38 愛知 須崎　海羽 すざき　みう 邦和ＳＣ 中１
39 愛知 野間　さな子 のま　さなこ 邦和ＳＣ 中１
40 大阪 堀江　愛理沙 ほりえ　ありさ 関西ＳＣ 中１
41 京都 松山　水咲 まつやま　みさき 京都アクアリーナＳＣ 小６
42 兵庫 畑　花音 はた　かのん 神戸ＦＳＣ 小５
43 大阪 大場　百花 おおば　ももか 上野芝ＳＣ 中１
44 滋賀 坂本　有沙 さかもと　ありさ びわこＦＳＣ 中１
45 大阪 藤原　陽菜 ふじわら　ひな 臨海ＦＳＣ 中１
46 兵庫 梶　もあな かじ　もあな 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ 小６
47 愛知 横井　ゆは菜 よこい　ゆはな 邦和ＳＣ 小６
48 京都 井上　晴絵 いのうえ　はるえ 京都醍醐ＦＳＣ 小６
49 愛知 川崎　沙耶佳 かわさき　さやか 邦和ＳＣ 中１
50 愛知 堀川　茉里名 ほりかわ　まりな スペリオール愛知ＦＳＣ 小５
51 愛知 鈴木　杏奈 すずき　あんな 長久手ＦＳＣ 小６

▼ノービスＢ男子 ７名
滑走順 連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 大阪 周藤　祐輝 すどう　ゆうき 大阪スケート倶楽部 小５
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2 愛知 伊藤　颯星 いとう　りゅうせい 長久手ＦＳＣ 小４
3 岡山 三宅　星南 みやけ　せな 岡山ＦＳＣ 小５
4 愛知 壷井　達也 つぼい　たつや 邦和ＳＣ 小４
5 岡山 島田　高志郎 しまだ　こうしろう 岡山ＦＳＣ 小５
6 大阪 國中　敬太 くになか　けいた 上野芝ＳＣ 小４
7 大阪 東口　尭舜 ひがしぐち　たかとし 上野芝ＳＣ 小５

▽ノービスＢ女子 ２６名 　
滑走順 連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 兵庫 横山　翠 よこやま　みどり 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ 小４
2 岡山 山本　有華 やまもと　ゆうか 倉敷ＦＳＣ 小３
3 大阪 三浦　璃来 みうら　りく 臨海ＦＳＣ 小５
4 大阪 實久　峰希央 さねひさ　みきお 関西ＳＣ 小５
5 大阪 江見　結莉花 えみ　ゆりか 大阪スケート倶楽部 小５
6 愛知 金澤　茉由 かなざわ　まゆ ポラリス中部ＦＳＣ 小５
7 京都 本田　真凜 ほんだ　まりん 京都醍醐ＦＳＣ 小５
8 愛知 小橋　采華 こはし　さいか 長久手ＦＳＣ 小４
9 大阪 小林　彩夏 こばやし　あやか アクアピアＳＣ 小４
10 愛知 柴山　諒音 しばやま　あきね 邦和ＳＣ 小４
11 京都 梅林　歩優 うめばやし　あゆう 京都醍醐ＦＳＣ 小５
12 兵庫 大和　可奈 やまと　かな 神戸ＦＳＣ 小５
13 愛知 堀見　華那 ほりみ　はな スペリオール愛知ＦＳＣ 小４
14 大阪 久保　智聖 くぼ　ちさと 大阪スケート倶楽部 小４
15 大阪 村上　舞羽 むらかみ　みう 上野芝ＳＣ 小４
16 愛知 渡辺　朱音 わたなべ　あかね オリオンＦＳＣ 小５
17 京都 加藤　綾梨 かとう　あやり 京都醍醐ＦＳＣ 小５
18 兵庫 石井　彩羽 いしい　いろは 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ 小５
19 京都 白岩　優奈 しらいわ　ゆうな 京都醍醐ＦＳＣ 小５
20 愛知 浦松　千聖 うらまつ　ちさと スペリオール愛知ＦＳＣ 小４
21 京都 坂東　美里 ばんどう　みさと 京都醍醐ＦＳＣ 小５
22 愛知 横井　柚菜 よこい　ゆずな 邦和ＳＣ 小５
23 大阪 碧山　笑奈 あおやま　えみな 臨海ＦＳＣ 小５
24 愛知 白井　日花梨 しらい　ひかり 豊橋フィギュアクラブ 小５
25 愛知 鈴木　玲実 すずき　れみ 邦和ＳＣ 小５
26 兵庫 池田　ゆい いけだ　ゆい 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ 小５

▼５級男子 １名
滑走順 連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 大阪 國富　滉哉 くにとみ　ひろや 臨海ＦＳＣ 中２

▽５級女子 ３４名
滑走順 連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 大阪 大橋　未帆 おおはし　みほ 大阪スケート倶楽部 中３
2 岡山 三木　鈴菜 みき　すずな 倉敷ＦＳＣ 中３
3 大阪 大西　麻衣子 おおにし　まいこ なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 小６
4 大阪 大森　美結 おおもり　みゆ 大阪スケート倶楽部 小６
5 大阪 吉田　亜優 よしだ　あゆ 臨海ＦＳＣ 中１
6 大阪 村木　一霞 むらき　いつか 臨海ＦＳＣ 中１
7 大阪 久保　涼音 くぼ　すずね 大阪スケート倶楽部 小６
8 愛知 石黒　莉茉 いしぐろ　りま セント星ヶ丘ＦＳＣ 小６
9 兵庫 嶺本　ゆいり みねもと　ゆいり 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ 中２
10 大阪 福田　莉久 ふくだ　りく なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 中３
11 大阪 横井　麻由 よこい　まゆ 関西ＳＣ 中１
12 大阪 清水　美里 しみず　みさと 大阪スケート倶楽部 中３
13 大阪 竹中　杏有果 たけなか　あうら 関西ＳＣ 中１
14 大阪 稲田　扇宇 いなだ　みう 大阪スケート倶楽部 小５
15 京都 安井　悠 やすい　はるか 京都アクアリーナＳＣ 中２
16 兵庫 塩谷　藍 しおたに　あい 神戸ＦＳＣ 小６
17 大阪 森本　雅也子 もりもと　かやこ 臨海ＦＳＣ 中１
18 富山 安間　萌優 あんま　もゆ 富山フィギュアスケートクラブ 中２
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19 大阪 川﨑　麻由 かわさき　まゆ なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 中３
20 大阪 大森　結芽 おおもり　ゆめ 大阪スケート倶楽部 中３
21 京都 西川　愛華 にしかわ　まなか 京都アクアリーナＳＣ 中１
22 大阪 一瀬　柚衣 いちせ　ゆい 大阪スケート倶楽部 小６
23 大阪 新谷　響名 しんたに　きょうな 臨海ＦＳＣ 小６
24 愛知 杉浦　七海 すぎうら　ななみ 邦和ＳＣ 中２
25 大阪 湯浅　加彩 ゆあさ　かあや 関西ＳＣ 中１
26 愛知 廣野　沙耶 ひろの　さや ポラリス中部ＦＳＣ 中１
27 滋賀 畦地　日菜子 あぜち　ひなこ 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 中２
28 大阪 尾形　春水 おがた　はるな 大阪スケート倶楽部 中２
29 大阪 吉岡　優里 よしおか　ゆり 大阪スケート倶楽部 中２
30 滋賀 小林　唯乃 こばやし　ゆいの びわこＦＳＣ 中１
31 岐阜 藤原　千祥 ふじわら　ちさち ＮＦＳクラブ 小５
32 京都 喬　彩織 きょう　さおり 京都醍醐ＦＳＣ 中１
33 愛知 橋爪　咲良乃 はしづめ　さくらの 名東ＦＳＣ 中２
34 京都 吉川　美紅 きっかわ　みく 京都醍醐ＦＳＣ 中１

▼４級男子 １名
滑走順 連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 岐阜 藤原　大知 ふじわら　だいち ＮＦＳクラブ 中２

▽４級女子  ５３名 　
滑走順 連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 大阪 鈴木　ゆうか すずき　ゆうか 大阪スケート倶楽部 小５
2 大阪 田山　沙風 たやま　さあふ 大阪スケート倶楽部 中１
3 大阪 尾形　典花 おがた　のりか 大阪スケート倶楽部 小５
4 兵庫 鍋島　由希子 なべしま　ゆきこ ＰＳＫフィギュアスケートクラブ 中２
5 愛知 岡村　朱根 おかむら　あかね 邦和ＳＣ 小６
6 大阪 松﨑　倭織 まつざき　いおり 臨海ＦＳＣ 小４
7 滋賀 和泉　里奈 いずみ　りな びわこＦＳＣ 小６
8 愛知 三浦　櫻子 みうら　さくらこ 邦和ＳＣ 小５
9 大阪 松本　りら まつもと　りら 臨海ＦＳＣ 小５
10 愛知 下江　優季 しもえ　ゆうき 邦和ＳＣ 小６
11 京都 森岡　陽菜乃 もりおか　ひなの 京都アクアリーナＳＣ 小４
12 愛知 水野　優菜 みずの　ゆうな 名東ＦＳＣ 中２
13 大阪 長田　さくら おさだ　さくら 関西ＳＣ 中１
14 愛知 白井　碧 しらい　あおい 豊橋フィギュアクラブ 中１
15 滋賀 松原　央 まつばら　なかば 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 中１
16 大阪 髙本　明音 たかもと　あかね 大阪スケート倶楽部 小５
17 兵庫 山本　佳穂 やまもと　かほ ＰＳＫフィギュアスケートクラブ 中２
18 愛知 今原　実丘 いまはら　みく 豊橋フィギュアクラブ 小６
19 大阪 中島　青葉 なかじま　あおば 大阪スケート倶楽部 小５
20 岡山 友野　栞里 ともの　しおり 倉敷ＦＳＣ 小５
21 大阪 大塚　未夢 おおつか　みゆ 臨海ＦＳＣ 小６
22 滋賀 吉田　朱里 よしだ　あかり 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 小５
23 大阪 渡邊　涼香 わたなべ　すずか 関西ＳＣ 中１
24 広島 餘多分　穂月 よたぶん　ほづき 広島ＳＣ 中３
25 兵庫 岡田　明日香 おかだ　あすか ＰＳＫフィギュアスケートクラブ 小６
26 愛知 笠掛　梨乃 かさかけ　りの ポラリス中部ＦＳＣ 小５
27 大阪 髙島　かれん たかしま　かれん 関西ＳＣ 小６
28 大阪 山本　瑠菜 やまもと　るな 臨海ＦＳＣ 中１
29 愛知 福山　友紀 ふくやま　ゆき 豊橋フィギュアクラブ 中１
30 大阪 橋本　明日加 はしもと　あすか 関西ＳＣ 小６
31 大阪 小瀬　黎奈 こせ　れいな 関西ＳＣ 中１
32 大阪 峯浦　風香 みねうら　ふうか 大阪スケート倶楽部 小６
33 大阪 高木　楓 たかぎ　かえで アクアピアＳＣ 中２
34 大阪 紀平　梨花 きひら　りか 大阪スケート倶楽部 小４
35 大阪 宇佐美　絵万 うさみ　えま 大阪スケート倶楽部 中１
36 滋賀 森脇　実乃里 もりわき　みのり びわこＦＳＣ 中３
37 岡山 那須　百夏 なす　ももか 倉敷ＦＳＣ 中２
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38 大阪 塩田　愛奈 しおた　まな なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 中３
39 兵庫 岡田　唯吹 おかだ　いぶき ＰＳＫフィギュアスケートクラブ 小６
40 大阪 野茂　彩乃 のも　あやの 関西ＳＣ 中２
41 愛知 吉田　涼香 よしだ　すずか 邦和ＳＣ 中１
42 大阪 米津　あかり よねつ　あかり 大阪スケート倶楽部 中１
43 岡山 加藤　麻奈美 かとう　まなみ 倉敷ＦＳＣ 小６
44 大阪 坂東　見柚 ばんどう　みゆ 上野芝ＳＣ 中１
45 大阪 小田　美礼 おだ　みれい 臨海ＦＳＣ 小６
46 岡山 中村　優里 なかむら　ゆり 倉敷ＦＳＣ 中１
47 大阪 岡田　志歩 おかだ　しほ 臨海ＦＳＣ 中１
48 愛知 寺井　那奈恵 てらい　ななえ 邦和ＳＣ 中１
49 大阪 矢作　梨子 やはぎ　りこ 大阪スケート倶楽部 小４
50 大阪 政野　眞姫 まさの　まき 大阪スケート倶楽部 小６
51 大阪 河村　葵 かわむら　あおい 臨海ＦＳＣ 中１
52 大阪 角田　唯 つのだ　ゆい 関西ＳＣ 中２
53 大阪 滝野　莉子 たきの　りこ 大阪スケート倶楽部 小５

▼３級男子 ８名
滑走順 連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 滋賀 田井中　波紀 たいなか　はるき びわこＦＳＣ 中１
2 岐阜 矢野　大輝 やの　ひろき ＮＦＳクラブ 中２
3 大阪 本田ルーカス剛史 ほんだ　るーかす　つよし 大阪スケート倶楽部 小４
4 滋賀 佐田　凜太朗 さた　りんたろう 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 中２
5 兵庫 湯本　瑛太郎 ゆもと　えいたろう ＰＳＫフィギュアスケートクラブ 中１
6 京都 森口　澄士 もりぐち　すみただ 京都醍醐ＦＳＣ 小５
7 兵庫 片伊勢　武 かたいせ　たける ＰＳＫフィギュアスケートクラブ 小３
8 兵庫 細見　啓人 ほそみ　けいと ＰＳＫフィギュアスケートクラブ 中１

▽３級女子 ４３名
滑走順 連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 大阪 山中　綾乃 やまなか　あやの 関西ＳＣ 中１
2 兵庫 柏　歩夏 かし　あゆか ＰＳＫフィギュアスケートクラブ 中２
3 大阪 岩本　尚子 いわもと　なおこ 関西ＳＣ 中２
4 愛知 荒城　蛍 あらき　ほたる セント星ヶ丘ＦＳＣ 中１
5 愛知 浅岡　南帆 あさおか　なほ ポラリス中部ＦＳＣ 小６
6 広島 澤田　怜奈 さわだ　れいな 広島ＳＣ 小６
7 大阪 山崎　世乃華 やまさき　せのか なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 中１
8 愛知 増田　萌 ますだ　もえ ポラリス中部ＦＳＣ 中１
9 愛知 石田　莉子 いしだ　りこ 長久手ＦＳＣ 小３
10 京都 本田　望結 ほんだ　みゆ 京都醍醐ＦＳＣ 小２
11 滋賀 山内　夢香 やまうち　ゆめか 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 小６
12 滋賀 薮根　真帆 やぶね　まほ 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 小５
13 大阪 大森　明日佳 おおもり　あすか 関西ＳＣ 中１
14 岡山 山本　彩加 やまもと　あやか 倉敷ＦＳＣ 小５
15 愛知 松山　礼 まつやま　あや 長久手ＦＳＣ 小４
16 愛知 吉岡　美紅 よしおか　みく 邦和ＳＣ 小６
17 兵庫 杉本　花 すぎもと　はな ＰＳＫフィギュアスケートクラブ 小５
18 滋賀 森　真奈 もり　まな 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 小６
19 大阪 須本　稚菜 すもと　ちな 上野芝ＳＣ 小４
20 愛知 吉田　莉菜 よしだ　りな 名東ＦＳＣ 小４
21 大阪 山本　実奈 やまもと　みいな 臨海ＦＳＣ 小５
22 大阪 岩本　理彩 いわもと　りさ 大阪スケート倶楽部 小５
23 大阪 吉原　由季子 よしはら　ゆきこ 関西ＳＣ 中２
24 愛知 田中　美紅 たなか　みく 長久手ＦＳＣ 小３
25 大阪 深井　藍 ふかい　あい 大阪スケート倶楽部 小６
26 兵庫 岩野　桃亜 いわの　もあ 神戸ＦＳＣ 小３
27 大阪 秋野　有咲 あきの　ありさ 大阪スケート倶楽部 小４
28 愛知 田中　沙和 たなか　さわ セント星ヶ丘ＦＳＣ 小６
29 大阪 柴田　幸歩 しばた　さちほ アクアピアＳＣ 小４
30 大阪 田中　美玖 たなか　みく 大阪スケート倶楽部 小６
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31 大阪 山本　久瑠美 やまもと　くるみ 臨海ＦＳＣ 小５
32 愛知 増田　紀子 ますだ　きこ ポラリス中部ＦＳＣ 小５
33 大阪 岩井　さくら いわい　さくら 大阪スケート倶楽部 中１
34 大阪 水口　愛菜 みずぐち　あいな 関西ＳＣ 中１
35 広島 川畑　貴音 かわばた　たかね 広島ＳＣ 小４
36 京都 平尾　紗弓 ひらお　さゆみ 京都アクアリーナＳＣ 小４
37 大阪 木下　亜美 きのした　あみ 関西ＳＣ 小５
38 大阪 門前　朋実 かどまえ　ともみ 関西ＳＣ 中１
39 大阪 宮本　明日佳 みやもと　あすか 関西ＳＣ 小６
40 愛知 水野　百花 みずの　ももか 名古屋ＦＳＣ 中１
41 京都 田淵　理子 たぶち　りこ 京都アクアリーナＳＣ 小５
42 愛知 荒城　新菜 あらき　にいな セント星ヶ丘ＦＳＣ 小５
43 兵庫 髙見　祐梨乃 たかみ　ゆりの ＰＳＫフィギュアスケートクラブ 小６

▼２級男子 ３名
滑走順 連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 大阪 高浜　琢斗 たかはま　たくと 大阪スケート倶楽部 小５
2 京都 中村　康一郎 なかむら　こういちろう 京都アクアリーナＳＣ 中１
3 広島 餘多分　亮雅 よたぶん　りょうが 広島ＳＣ 小５

▽２級女子 ４４名
滑走順 連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 愛知 杉浦　優妃 すぎうら　ゆうひ 邦和ＳＣ 小４
2 愛知 田中　柊子 たなか　しゅうこ 名東ＦＳＣ 小４
3 大阪 山下　真央 やました　まお 臨海ＦＳＣ 小４
4 大阪 小林レオニー百音 こばやし　れおにー　もね アクアピアＳＣ 小６
5 大阪 木島　莉奈 きじま　りな 関西ＳＣ 中３
6 大阪 田中　夢乃 たなか　よしの なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 中１
7 大阪 山村　さくら やまむら　さくら 大阪スケート倶楽部 中２
8 大阪 谷口　愛 たにぐち　あい 大阪スケート倶楽部 小５
9 愛知 吉井　絹恵 よしい　きぬえ スペリオール愛知ＦＳＣ 小４
10 大阪 河野　今甫 こうの　いまほ 大阪スケート倶楽部 中１
11 大阪 増田　菜々実 ますだ　ななみ 大阪スケート倶楽部 小６
12 大阪 高須　千幸 たかす　ちゆき 大阪スケート倶楽部 小６
13 大阪 小西　春帆 こにし　はるほ 大阪スケート倶楽部 小６
14 愛知 安森　実央 やすもり　みお 名東ＦＳＣ 小４
15 京都 木村　優里 きむら　ゆうり 京都醍醐ＦＳＣ 小３
16 大阪 林　のどか はやし　のどか 大阪スケート倶楽部 小５
17 大阪 髙見　咲惟香 たかみ　さいか アクアピアＳＣ 小４
18 大阪 上原　櫻子 うえはら　さくらこ 大阪スケート倶楽部 小４
19 愛知 伊藤　楓恋 いとう　かれん 長久手ＦＳＣ 小２
20 滋賀 中村　愛可 なかむら　まなか 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 小５
21 大阪 渡辺　恵里菜 わたなべ　えりな なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 中１
22 愛知 神谷　佑菜 かみや　ゆうな 邦和ＳＣ 小６
23 大阪 田畑　結菜 たばた　ゆいな 大阪スケート倶楽部 小５
24 岡山 片谷　真穂子 かたたに　まほこ 倉敷ＦＳＣ 小４
25 大阪 辻本　紗良々 つじもと　さらら 臨海ＦＳＣ 小３
26 大阪 貝原　萌 かいばら　もえ 関西ＳＣ 小５
27 京都 小野　純子 おの　じゅんこ 京都醍醐ＦＳＣ 小２
28 大阪 泉　舞音 いずみ　まお 大阪スケート倶楽部 小６
29 愛知 加藤　日向子 かとう　ひなこ 邦和ＳＣ 小４
30 愛知 小澤　紗都 おざわ　さと 名東ＦＳＣ 小４
31 岡山 川下　詩織 かわした　しおり 倉敷ＦＳＣ 中２
32 愛知 水落　花梨 みずおち　かりん 名古屋ＦＳＣ 小４
33 京都 小木曾　愛帆 おぎそ　まなほ 京都醍醐ＦＳＣ 小３
34 滋賀 川口　莉央 かわぐち　りお びわこＦＳＣ 小６
35 滋賀 小林　瑠奈 こばやし　るな 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 中１
36 滋賀 三杉　つばき みすぎ　つばき 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 中１
37 京都 今村　和 いまむら　のどか 京都醍醐ＦＳＣ 小２
38 兵庫 池田　あい いけだ　あい 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ 小３
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39 岡山 齋藤　彩花 さいとう　さやか 倉敷ＦＳＣ 小２
40 大阪 柴野　ちりさ しばの　ちりさ 大阪スケート倶楽部 小５
41 愛知 植杉　梨南 うえすぎ　りな 名東ＦＳＣ 小５
42 愛知 山本　しおん やまもと　しおん 名東ＦＳＣ 小３
43 滋賀 松西　莉沙 まつにし　りさ 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 小５
44 愛知 神谷　彩楓 かみや　あやか 邦和ＳＣ 小６

▼１級男子 １０名
滑走順 連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 大阪 銭谷　勇気 ぜにたに　ゆうき 大阪スケート倶楽部 小５
2 愛知 河村　颯一郎 かわむら　そういちろう 名東ＦＳＣ 小４
3 大阪 吉岡　希 よしおか　のぞむ アクアピアＳＣ 小３
4 大阪 井上　樹 いのうえ　いつき 大阪スケート倶楽部 中１
5 京都 福村　優斗 ふくむら　ゆうと 京都醍醐ＦＳＣ 小４
6 愛知 加藤　真大 かとう　まひろ 邦和ＳＣ 小６
7 大阪 岩出　大和 いわで　やまと 臨海ＦＳＣ 小５
8 滋賀 小林　隼 こばやし　しゅん 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 小３
9 愛知 浅岡　勇至 あさおか　ゆうし ポラリス中部ＦＳＣ 小４
10 愛知 林　竜之介 はやし　りゅうのすけ 邦和ＳＣ 小３

▽１級女子 ５２名
滑走順 連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 愛知 永田　玲水 ながた　れみ ポラリス中部ＦＳＣ 小４
2 愛知 上野　帆瑠 うえの　ほのる 邦和ＳＣ 小２
3 愛知 簗場　美咲 やなば　みさき 邦和ＳＣ 小４
4 大阪 雪本　華乃 ゆきもと　かの 臨海ＦＳＣ 小３
5 愛知 東原　利来 ひがしはら　りく 邦和ＳＣ 小４
6 広島 伊勢　桃菜 いせ　ももな 広島ＳＣ 小４
7 京都 畠中　千夏 はたなか　ちなつ 京都醍醐ＦＳＣ 小３
8 滋賀 田辺　麻衣 たなべ　まい 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 小６
9 愛知 神谷　珠理亜 かみや　じゅりあ オリオンＦＳＣ 小１
10 大阪 濵野　由佳 はまの　ゆか 関西ＳＣ 小３
11 大阪 清水　咲衣 しみず　さえ 臨海ＦＳＣ 小１
12 大阪 中石　安衣菜 なかいし　あいな 臨海ＦＳＣ 小３
13 兵庫 真辺　梨央 まなべ　りお 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ 小４
14 愛知 磯村　彩姫 いそむら　さき 長久手ＦＳＣ 小４
15 大阪 中本　叶愛 なかもと　のあ 臨海ＦＳＣ 小２
16 大阪 林　梨里花 はやし　りりか 関西ＳＣ 小３
17 静岡 伊藤　雅 いとう　みやび 静岡西ＦＳＣ 小３
18 大阪 大沢　樹里 おおさわ　じゅり 大阪スケート倶楽部 小３
19 兵庫　 柏　遥香 かし　はるか ＰＳＫフィギュアスケートクラブ 小４
20 大阪 姚　璐晞 よう　るうし なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 中２
21 愛知 増田　満里 ますだ　まり ポラリス中部ＦＳＣ 小３
22 愛知 原　花音 はら　かのん ＶＩＡ一宮 中１
23 大阪 村上　佳那 むらかみ　かな 大阪スケート倶楽部 小３
24 大阪 酒井　亜衣佳 さかい　あいか なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 中１
25 愛知 稲村　優衣 いなむら　ゆい スペリオール愛知ＦＳＣ 小４
26 大阪 長岡　鈴和 ながおか　れいな 臨海ＦＳＣ 小５
27 大阪 浅井　あかり あさい　あかり 大阪スケート倶楽部 小５
28 愛知 栗田　真衣 くりた　まい ＶＩＡ一宮 小５
29 大阪 中谷　珠悠 なかたに　みゆ 大阪スケート倶楽部 中１
30 広島 本家　彩加 ほんけ　あやか 広島ＳＣ 小５
31 大阪 柿窪　優理亜 かきくぼ　ゆりあ 大阪スケート倶楽部 小３
32 大阪 清水　愛叶 しみず　あいか 臨海ＦＳＣ 小３
33 大阪 勇　晴夏 いさみ　はるか なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 中１
34 大阪 井上　歩美 いのうえ　あゆみ 大阪スケート倶楽部 中１
35 大阪 西本　真菜美 にしもと　まなみ 臨海ＦＳＣ 中１
36 愛知 真田　ひなの さなだ　ひなの ＶＩＡ一宮 小２
37 大阪 高山　彩絹 たかやま　さき なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 小３
38 京都 豊田　朱梨 とよだ　あかり 京都醍醐ＦＳＣ 小３
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39 兵庫　 湯本　志築 ゆもと　しづき ＰＳＫフィギュアスケートクラブ 小３
40 大阪 森　裕香 もり　ゆうか 臨海ＦＳＣ 小５
41 滋賀 田矢　聖乃 たや　きよの 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 中２
42 大阪 柴山　百花 しばやま　ももか 大阪スケート倶楽部 中１
43 大阪 入山　莉湖 いりやま　りこ 臨海ＦＳＣ 小３
44 兵庫 平井　花菜 ひらい　はな 神戸ＦＳＣ 小２
45 愛知 平田　早乙織 ひらた　さおり ＶＩＡ一宮 中１
46 愛知 嶺川　朋那 みねかわ　ともな ＶＩＡ一宮 小３
47 愛知 岩田　優里 いわた　ゆうり ＶＩＡ一宮 小５
48 大阪 見瀬　エレナ みせ　えれな 臨海ＦＳＣ 小２
49 大阪 賀門　沙綺 かもん　さき 関西ＳＣ 小３
50 愛知 丹羽　葵音 にわ　あのん ＶＩＡ一宮 小５
51 愛知 浅岡　明依 あさおか　めい ＶＩＡ一宮 小５
52 愛知 小浪　愛梨香 こなみ　えりか セント星ヶ丘ＦＳＣ 中２

▼初級男子 ９名
滑走順 連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 大阪 酒井　優真 さかい　ゆうま なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 小５
2 愛知 誉田　知己 ほんだ　はるき 長久手ＦＳＣ 小２
3 大阪 徳山　玲志 とくやま　れいじ 関西ＳＣ 中２
4 大阪 陸野　元暉 りくの　げんき 臨海ＦＳＣ 小４
5 大阪 米津　彰人 よねつ　あきと 大阪スケート倶楽部 小５
6 大阪 吉田　旺人 よしだ　あきと 大阪スケート倶楽部 中１
7 愛知 河村　柊之介 かわむら　しゅうのすけ 名東ＦＳＣ 小２
8 山口 井上　元紀 いのうえ　げんき 山口ＳＣ 小６
9 大阪 中野　風馬 なかの　ふうま 大阪スケート倶楽部 小４

４５名
滑走順 連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 大阪 山本　朝陽 やまもと　あさひ 臨海ＦＳＣ 小４
2 大阪 石倉　美乃里 いしくら　みのり 関西ＳＣ 小５
3 大阪 中本　心櫻 なかもと　こころ 臨海ＦＳＣ 小４
4 愛知 川村　笑穂 かわむら　えみほ ポラリス中部ＦＳＣ 中１
5 愛知 平泉　千星 ひらいずみ　ちせ 名東ＦＳＣ 小５
6 大阪 岡本　真緒 おかもと　まお 臨海ＦＳＣ 小４
7 大阪 吉川　莉奈 よしかわ　りな 臨海ＦＳＣ 小４
8 大阪 浅野　美奈 あさの　みな 臨海ＦＳＣ 中２
9 広島 西平　琴音 にしひら　ことね 広島ＳＣ 小５
10 大阪 民輪　恵梨 たみわ　えり 大阪スケート倶楽部 小４
11 大阪 野子　明日香 のじ　あすか 大阪スケート倶楽部 小４
12 愛知 太田　結 おおた　ゆい ＶＩＡ一宮 小６
13 大阪 森川　ゆき もりかわ　ゆき 大阪スケート倶楽部 小６
14 岐阜 浦冨　真以 うらとみ　まい Gifu　ＦＳＣ 小４
15 静岡 池田　愛依 いけだ　あい 静岡西ＦＳＣ 小４
16 大阪 高村　幸来 たかむら　さき 臨海ＦＳＣ 小５
17 愛知 山内　もえ やまうち　もえ ＶＩＡ一宮 小５
18 愛知 小棚木　美砂 おだなぎ　みさ 名東ＦＳＣ 小４
19 大阪 森　爽陽子 もり　さやこ 大阪スケート倶楽部 中１
20 大阪 井尻　千尋 いじり　ちひろ なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 中２
21 愛知 杉谷　梨湖 すぎたに　りこ ＶＩＡ一宮 小５
22 大阪 三浦　京香 みうら　きょうか 臨海ＦＳＣ 小５
23 愛知 米村　奏美 よねむら　かなみ 長久手ＦＳＣ 小４
24 大阪 下　明璃菜 しも　ありな 大阪スケート倶楽部 小４
25 兵庫 久保田　朝子 くぼた　あさこ 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＦＳＣ 小４
26 大阪 中村　鈴奈 なかむら　れいな 大阪スケート倶楽部 小５
27 大阪 岩崎　結香 いわさき　ゆいか なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 小５
28 大阪 栗栖　綾侑子 くるす　あゆこ 大阪スケート倶楽部 小４
29 大阪 橋中　映美 はしなか　えみ 大阪スケート倶楽部 小５
30 大阪 北田　菫 きただ　すみれ 臨海ＦＳＣ 小５
31 大阪 茶谷　明日香 ちゃたに　あすか 大阪スケート倶楽部 小５

▽初級女子（小学４年生以上）
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32 大阪 木村　星奈 きむら　せいな 大阪スケート倶楽部 小４
33 大阪 大沼　琴寧 おおぬま　ことね 大阪スケート倶楽部 小５
34 大阪 天野　朝風 あまの　あさか 臨海ＦＳＣ 小４
35 大阪 飯倉　梨乃 いいくら　りの 臨海ＦＳＣ 小５
36 大阪 水流　さやか つる　さやか 臨海ＦＳＣ 小５
37 大阪 金子　知夏 かねこ　ちなつ なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 小５
38 大阪 北郡　真央 きたごおり　まひろ 大阪スケート倶楽部 中１
39 大阪 大部　渚紗 だいぶ　なぎさ 臨海ＦＳＣ 小５
40 愛知 鈴木　亜里沙 すずき　ありさ ポラリス中部ＦＳＣ 小５
41 広島 田村　綾音 たむら　あやね 広島ＳＣ 小４
42 山口 井上　凜香 いのうえ　りんか 山口ＳＣ 小４
43 大阪 藤岡　真希 ふじおか　まき 臨海ＦＳＣ 中１
44 大阪 上田　桃子 うえだ　ももこ 関西ＳＣ 小５
45 大阪 松尾　有羽 まつお　ゆう なみはやｱｲｽｽｹｰﾄｸﾗﾌﾞ 小５

４０名
滑走順 連盟 氏名 ふりがな 所属クラブ 学年

1 富山 安間　優菜 あんま　ゆな 富山フィギュアスケートクラブ 小２
2 大阪 岡田　芹菜 おかだ　せりな 大阪スケート倶楽部 小３
3 大阪 三宅　晴衣 みやけ　はるい 関西ＳＣ 小２
4 大阪 勝野　紗衣 かつの　さえ 関西ＳＣ 小３
5 愛知 上原　わこ うえはら　わこ 名東ＦＳＣ 小１
6 愛知 西井　琳音 にしい　りおん セント星ヶ丘ＦＳＣ 小３
7 大阪 尾﨑　優 おざき　ゆう 大阪スケート倶楽部 小３
8 京都 前野　百花 まえの　ももか 京都醍醐ＦＳＣ 小２
9 大阪 楠部　有紀音 くすべ　ゆきね 臨海ＦＳＣ 小２
10 滋賀 長谷川　桃香 はせがわ　ももか びわこＦＳＣ 小３
11 大阪 緒方　美揺 おがた　みゆら 臨海ＦＳＣ 小１
12 大阪 竹本　真緒 たけもと　まお 関西ＳＣ 小２
13 大阪 岩出　皐希 いわで　さつき 臨海ＦＳＣ 小２
14 大阪 入夏　綾音 にゅうなつ　あやね 関西ＳＣ 小２
15 大阪 丸一　里桜 まるいち　りお 臨海ＦＳＣ 小１
16 大阪 遠矢　百花 とおや　ももか 関西ＳＣ 小２
17 岐阜 渡邊　千花 わたなべ　ちか Gifu　ＦＳＣ 小２
18 愛知 堀田　ちさと ほった　ちさと ＶＩＡ一宮 小３
19 大阪 長尾　名恵 ながお　なえ 臨海ＦＳＣ 小３
20 大阪 荘村　梨咲 そうむら　りさ 大阪スケート倶楽部 小３
21 愛知 田村　珠里亜 たむら　じゅりあ 名東ＦＳＣ 小１
22 広島 岡本　花凜 おかもと　かりん 広島ＳＣ 小３
23 大阪 藤原　莉子 ふじわら　りこ 臨海ＦＳＣ 小２
24 滋賀 滝野　晴日 たきの　はるひ 滋賀県立ｱｲｽｱﾘｰﾅｸﾗﾌﾞ 小３
25 大阪 川端　美沙紀 かわばた　みさき 臨海ＦＳＣ 小３
26 大阪 柴山　紗愛 しばやま　さら 臨海ＦＳＣ 小３
27 大阪 松村　康花 まつむら　やすか 関西ＳＣ 小３
28 大阪 板倉　帆花 いたくら　ほのか 臨海ＦＳＣ 小３
29 京都 森岡　つぐみ もりおか　つぐみ 京都アクアリーナＳＣ 小２
30 愛知 後藤　彩那 ごとう　あやな 長久手ＦＳＣ 小３
31 大阪 伊藤　ちさと いとう　ちさと 大阪スケート倶楽部 小１
32 大阪 森田　美生 もりた　みお アクアピアＳＣ 小２
33 大阪 飯田　雅姫 いいだ　みやび 大阪スケート倶楽部 小３
34 京都 中村　茜理 なかむら　あかり 京都アクアリーナＳＣ 小３
35 愛知 丹羽　萌々音 にわ　ももね ＶＩＡ一宮 小３
36 愛知 久野　愛実 くの　まなみ 長久手ＦＳＣ 小３
37 大阪 田中　琴葉 たなか　ことは 臨海ＦＳＣ 小３
38 広島 大谷　理麗花 おおたに　りりか 広島ＳＣ 小３
39 愛知 吉田　陽菜 よしだ　はな 名東ＦＳＣ 小１
40 愛知 窪田　真衣 くぼた　まい ＶＩＡ一宮 小２

※競技運営上、複数の連盟員の立会いのもと滑走順の事前抽選を行ないました。予めご了承のほどお願いいたします。

▽初級女子（小学３年生以下）
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