
第68回京都府スケート選手権大会（フィギュア競技） 令和3年（2021年）3月28日(日)

滑走順 フリガナ 所　属 所持級 連番

Ｅ級成年女子

1 乗本 みろく ﾉﾘﾓﾄ ﾐﾛｸ 京都大学 初級 1

2 後藤 花怜 ｺﾞﾄｳ ｶﾚﾝ 同志社大学 初級 2

3 藤森 美音 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾈ 同志社女子大学 3

4 石井 里知 ｲｼｲ ﾘｻﾄ 京都大学 初級 4

5 上島 聡音理 ｳｴｼﾏ ｻｵﾘ 京都大学 初級 5

6 小川 凜乃 ｵｶﾞﾜ ﾘﾝﾉ 同志社大学 初級 6

7 今川 彩乃 ｲﾏｶﾞﾜ ｱﾔﾉ 立命館大学 7

8 西川 綾美 ﾆｼｶﾜ ｱﾔﾐ 同志社大学 8

9 坂元 瑞理 ｻｶﾓﾄ ﾐｻﾄ 京都大学 初級 9

10 深井 日菜子 ﾌｶｲ ﾋﾅｺ 同志社女子大学 初級 10

Ｅ級成年男子

1 平松 宏基 ﾋﾗﾏﾂ ﾋﾛｷ 京都大学 初級 11

Ｄ級成年男子

1 土屋 喜寛 ﾂﾁﾔ ﾕｷﾋﾛ 京都大学 初級 12

Ｄ級成年女子

1 塚田 萌音 ﾂｶﾀﾞ ﾓﾈ 立命館大学 1級 13

2 杉本 益枝 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｽｴ 臨海フィギュアSC 1級 14

3 廣尾 凜 ﾋﾛｵ ﾘﾝ 同志社大学 初級 15

4 鎌田 真澄 ｶﾏﾀﾞ ﾏｽﾐ 京都アクアリーナSC 1級 16

5 伊東 亜彩 ｲﾄｳ ｱｻ 同志社大学 1級 17

6 亀山 晶美 ｶﾒﾔﾏ ﾃﾙﾐ 京都アクアリーナSC 1級 18

7 西池 優子 ﾆｼｲｹ ﾕｳｺ 京都アクアリーナSC 1級 19

8 大部 渚紗 ﾀﾞｲﾌﾞ ﾅｷﾞｻ 立命館大学 初級 20

Ｃ級成年男子

1 中森 大貴 ﾅｶﾓﾘ ﾀｲｷ 京都大学 1級 21

2 田中 薫 ﾀﾅｶ ｶｵﾙ 同志社大学 1級 22

3 山田 淳平 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 同志社大学 1級 23

Ｃ級成年女子

1 青木 友紀菜 ｱｵｷ ﾕｷﾅ 同志社大学 1級 24

2 中井 華 ﾅｶｲ ﾊﾅ 京都スケート学校 2級 25

3 守屋 侑希 ﾓﾘﾔ ﾕｳｷ 同志社大学 1級 26

4 本田 さはら ﾎﾝﾀﾞ ｻﾊﾗ 立命館大学 1級 27

5 倉橋 美裕紀 ｸﾗﾊｼ ﾐﾕｷ びわこFSC 2級 28

6 谷 珠美令 ﾀﾆ ｽﾐﾚ 京都大学 1級 29

7 白川 由衣 ｼﾗｶﾜ ﾕｲ 同志社女子大学 1級 30

8 山城 海央 ﾔﾏｼﾛ ﾐｵ 京都スケート学校 2級 31

9 藤本 周子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾏﾈ 立命館大学 1級 32

10 松井 澪 ﾏﾂｲ ﾐｵ 京都スケート学校 2級 33

11 上野 凜 ｳｴﾉ ﾘﾝ 京都大学 2級 34

氏　名
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滑走順 フリガナ 所　属 所持級 連番氏　名

Ｅ級幼年男子

1 宮嶋 鼓太朗 ﾐﾔｼﾞﾏ ｺﾀﾛｳ 京都アクアリーナSC 初級 35

Ｅ級幼年女子

1 石原 うらら ｲｼﾊﾗ ｳﾗﾗ 京都スケート学校 36

2 稲見 理沙 ｲﾅﾐ ﾘｻ 京都アクアリーナSC 初級 37

3 山田 葉月 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ 京都宇治FSC 初級 38

4 落合 彩 ｵﾁｱｲ ｱﾔ 京都アクアリーナSC 初級 39

Ｄ級幼年男子

1 西谷 昊生 ﾆｼﾀﾆ ｺｳｷ 京都アクアリーナSC 1級 40

Ｄ級幼年女子

1 東垣 有紗 ﾋｶﾞｼｶﾞｷ ｱﾘｻ 京都アクアリーナSC 1級 41

2 黒田 莉世 ｸﾛﾀﾞ ﾘｾ 京都スケート学校 1級 42

3 寺村 碧海 ﾃﾗﾑﾗ ﾀﾏﾐ 京都宇治FSC 1級 43

4 近藤 灯 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 京都アクアリーナSC 1級 44

5 菅 彩愛 ｽｶﾞ ｱﾔﾒ 京都宇治FSC 1級 45

Ｃ級幼年男子

1 永田 光一 ﾅｶﾞﾀ ｺｳｲﾁ 京都アクアリーナSC 2級 46

Ｃ級幼年女子

1 片山 姫和 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ 京都アクアリーナSC 2級 47

2 桂 瑞葵 ｶﾂﾗ ﾐｽﾞｷ 京都アクアリーナSC 2級 48

3 山本 さつき ﾔﾏﾓﾄ ｻﾂｷ 京都アクアリーナSC 2級 49

4 豊原 楓花 ﾄﾖﾊﾗ ﾐﾕﾅ 京都宇治FSC 2級 50

5 松田 莉奈 ﾏﾂﾀﾞ ﾘﾅ 京都アクアリーナSC 2級 51

6 成本 純鈴 ﾅﾘﾓﾄ ｽﾐﾚ 京都宇治FSC 2級 52

7 宮嶋 和奏 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾜｶﾅ 京都アクアリーナSC 2級 53

8 森 すず菜 ﾓﾘ ｽｽﾞﾅ 京都アクアリーナSC 2級 54

9 久保村 真夕子 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾏﾕｺ 京都アクアリーナSC 2級 55

10 岩﨑 由季 ｲﾜｻｷ ﾕｷ 京都宇治FSC 2級 56

11 杉浦 穂香 ｽｷﾞｳﾗ ﾎﾉｶ 京都アクアリーナSC 2級 57

12 橋本 優香 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｶ 京都宇治FSC 2級 58

13 森 わか菜 ﾓﾘ ﾜｶﾅ 京都アクアリーナSC 2級 59

アイスダンス　シニア

増田 夢佳 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾒｶ 京都大学 ブロンズ 60

中沢 和哉 ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 京都大学 プレブロンズ 61
1
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Ｂ級幼年女子

1 山﨑 遥 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙｶ 京都アクアリーナSC 3級 62

2 相馬 愛可 ｿｳﾏ ｱｲｶ 京都宇治FSC 3級 63

3 鈴木 千咲子 ｽｽﾞｷ ﾁｻｺ 京都宇治FSC 3級 64

4 金沢 純禾 ｶﾅｻﾞﾜ ｽﾐｶ 木下アカデミー 5級 65

5 鎌田 真菜 ｶﾏﾀﾞ ﾏﾅ 京都アクアリーナSC 3級 66

6 冨安 里音 ﾄﾐﾔｽ ﾘｵ 京都宇治FSC 3級 67

7 鈴木 華乃 ｽｽﾞｷ ﾊﾅﾉ 木下アカデミー 6級 68

8 大門 桧花里 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾋｶﾘ 京都宇治FSC 4級 69

9 川勝 玲奈 ｶﾜｶﾂ ﾚｲﾅ 京都宇治FSC 5級 70

Ｂ級成年女子

1 山根 礼美 ﾔﾏﾈ ｱﾔﾐ 同志社大学 2級 71

2 稲葉 晴佳 ｲﾅﾊﾞ ﾊﾙｶ 関西大学中・高ｽｹｰﾄ部 3級 72

3 佐藤 真祐子 ｻﾄｳ ﾏﾕｺ 同志社大学 2級 73

4 中山 朋香 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｶ 京都大学 2級 74

5 中村 真子 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺ 同志社大学 2級 75

6 大浦 綾音クララ ｵｵｳﾗ ｱﾔﾈ ｸﾗﾗ 同志社大学 2級 76

7 山口 友芽 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ 京都大学 2級 77

8 宮成 咲慧 ﾐﾔﾅﾘ ｻｴ 立命館大学 2級 78

9 山本 遼香 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 立命館大学 3級 79

10 児島 巴奈絵 ｺｼﾞﾏ ﾊﾅｴ 同志社大学 2級 80

Ｂ級成年男子

1 中沢 和哉 ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 京都大学 2級 81

2 上林山 大吉 ｶﾝﾊﾞﾔｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷﾁ 京都大学 2級 82

Ａ級成年女子

1 和泉 里奈 ｲｽﾞﾐ ﾘﾅ 平安女学院大学 5級 83

2 辰己 舞 ﾀﾂﾐ ﾏｲ 同志社女子大学 4級 84

Ａ級幼年男子

1 芳岡 優希 ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ 木下アカデミー 6級 85

2 高橋 星名 ﾀｶﾊｼ ｾﾅ 京都宇治FSC 5級 86

3 柴山 旺大 ｼﾊﾞﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 京都宇治FSC 5級 87

Ａ級幼年女子

1 村上 遥奈 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾅ 木下アカデミー 7級 88

2 政野 梨花 ﾏｻﾉ ﾘｶ 京都宇治FSC 7級 89

3 藤原 ゆりあ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾘｱ 京都宇治FSC 5級 90

4 島田 麻央 ｼﾏﾀﾞ ﾏｵ 木下アカデミー 7級 91

5 藤本 志姫舞 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｷﾌﾞ 京都アクアリーナSC 4級 92

6 淺野 彩羽 ｱｻﾉ ｱﾔﾊ 京都アクアリーナSC 5級 93

7 春田 和心 ﾊﾙﾀ ﾅｺﾞﾐ 京都宇治FSC 6級 94

8 小牧 由葦 ｺﾏｷ ﾕｲ 京都アクアリーナSC 4級 95

9 北谷 美結 ｷﾀﾀﾆ ﾐﾕ 京都宇治FSC 5級 96
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ジュニア選手権成年女子

1 西川 愛華 ﾆｼｶﾜ ﾏﾅｶ 立命館大学 6級 97

2 中村 愛可 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅｶ 京都アクアリーナSC 6級 98

3 安井 悠 ﾔｽｲ ﾊﾙｶ 立命館大学 6級 99

4 梅林 歩優 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ｱﾕｳ 龍谷大学 6級 100

5 前野 百花 ﾏｴﾉ ﾓﾓｶ 京都アクアリーナSC 7級 101

6 泉 凜佳 ｲｽﾞﾐ ﾘﾝｶ 京都宇治FSC 7級 102

7 増田 夢佳 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾒｶ 京都大学 6級 103

8 小木曾 愛帆 ｵｷﾞｿ ﾏﾅﾎ 京都アクアリーナSC 7級 104

ジュニア選手権幼年男子

1 磯和 大智 ｲｿﾜ ﾀｲﾁ 京都宇治FSC 5級 105

2 磯和 大雅 ｲｿﾜ ﾀｲｶﾞ 京都宇治FSC 5級 106

3 森岡 知也 ﾓﾘｵｶ ﾄﾓﾔ 京都アクアリーナSC 6級 107

ジュニア選手権幼年女子

1 吉住 澪南 ﾖｼｽﾞﾐ ﾚｲﾅ 京都アクアリーナSC 6級 108

2 上野 京子 ｳｴﾉ ｷｮｳｺ 大阪スケート倶楽部 6級 109

3 杉山 菜那 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾅ 京都宇治FSC 6級 110

4 後藤 愛莉 ｺﾞﾄｳ ｱｲﾘ ゴールドスターFSC 6級 111

5 前澤 歩佳 ﾏｴｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 京都宇治FSC 6級 112

6 吉田 陽菜 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾅ 木下アカデミー 7級 113

7 田中 梓沙 ﾀﾅｶ ｱｽﾞｻ 木下アカデミー 7級 114

8 柴山 歩 ｼﾊﾞﾔﾏ ｱﾕﾐ 木下アカデミー 7級 115

9 大門 桜子 ﾀﾞｲﾓﾝ ｻｸﾗｺ 木下アカデミー 7級 116

10 櫛田 育良 ｸｼﾀﾞ ｲｸﾗ 木下アカデミー 7級 117

選手権男子

1 森口 澄士 ﾓﾘｸﾞﾁ ｽﾐﾀﾀﾞ 木下アカデミー 7級 118

2 福田 志門 ﾌｸﾀﾞ ｼﾓﾝ 京都アクアリーナSC 6級 119

3 友野 一希 ﾄﾓﾉ ｶｽﾞｷ 同志社大学 7級 120

4 前川 裕士 ﾏｴｶﾜ ﾕｳｼﾞ 大阪市立大学FSC 7級 121

選手権女子

1 籠谷 歩未 ｶｺﾞﾀﾆ ｱﾕﾐ 同志社大学 7級 122

2 河辺 愛菜 ｶﾜﾍﾞ ﾏﾅ 木下アカデミー 7級 123

3 白岩 優奈 ｼﾗｲﾜ ﾕｳﾅ 関西大学 7級 124

4 井上 晴絵 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｴ 立命館大学 7級 125

5 三善 友奈 ﾐﾖｼ ﾕｳﾅ 立命館大学 7級 126


