
番号 SP滑走順
1 和　田　龍　京 わだ　きみちか 中京大学

番号 SP滑走順
1 岩　野　颯　太 いわの　そうた 邦和SC
2 佐　藤　和　那 さとう　かずな 邦和SC
3 三　島　舞　明 みしま　まさや 名古屋FSC
4 村　上　晴　哉 むらかみ　はれるや グランプリ東海クラブ
5 田　内　誠　悟 たうち　せいご 名東FSC
6 中　野　瑠　伽 なかの　るか 名東FSC
7 誉　田　知　己 ほんだ　はるき 愛知みずほ大瑞穂高校
8 蛯　原　大　弥 えびはら　だいや 東京ＹＣ
9 三　原　庸　汰 みはら　ようた ノイエス金沢FSC

10 垣　内　珀　琉 かきうち　はる ひょうご西宮FSC

番号 滑走順
1 花　井　広　人 はない　ひろと 邦和SC
2 神　谷　帆　鷹 かみや　ほだか 名古屋FSC
3 竹　中　　　慎 たけなか　しん アテナ豊橋FSC

番号 滑走順
1 三　田　夏　輝 みた　なつき 邦和SC
2 三　浦　琉　生 みうら　るい グランプリ東海クラブ
3 河　合　悠　立 かわい　ゆうり 名東FSC
4 丸　山　喜　生 まるやま　よしき アイリスFSC
5 乾　　　晟太朗 いぬい　せいたろう ひょうご西宮FSC

番号 滑走順
1 柳　　　貴　洋 やなぎ　たかひろ グランプリ東海クラブ
2 青　木　蓮　耶 あおき　れんや グランプリ東海クラブ

番号 滑走順
1 神　野　琉　衣 じんの　るい 名古屋FSC
2 富　樫　悠　也 とがし　ゆうや グランプリ東海クラブ
3 木　村　勇　翔 きむら　ゆうしょう グランプリ東海クラブ
4 藤　原　勇　典 ふじわら　ゆうすけ セント星ヶ丘FSC

番号 滑走順
1 川　原　暢　太 かわはら　ようた 邦和SC
2 川　原　聡　太 かわはら　そうた 邦和SC
3 吉　田　隆之助 よしだ　りゅうのすけ 邦和SC
4 吉　田　進之助 よしだ　しんのすけ 邦和SC
5 二　俣　歩　夢 ふたまた　あゆむ グランプリ東海クラブ
6 木　下　　　澪 きのした　みお グランプリ東海クラブ
7 榎　本　考　良 えのもと　こお グランプリ東海クラブ
8 松　尾　直　季 まつお　なおき セント星ヶ丘FSC
9 種　田　闘　麻 たねだ　とうま ＶＩＡ一宮

10 山　﨑　斗　稀 やまざき　とうま 大須Bright
11 町　田　陸　音 まちだ　りくと 大須Bright

氏　　　　　名 氏名(ふりがな) 所  属

氏　　　　　名 氏名(ふりがな) 所  属

令和３年度　教育委員会賞争奪　愛知県フィギュアスケートジュニア競技会 　参加選手名簿

２　級　男　子

氏　　　　　名 氏名(ふりがな) 所  属

氏　　　　　名 氏名(ふりがな) 所  属

氏　　　　　名 氏名(ふりがな) 所  属

氏　　　　　名 氏名(ふりがな) 所  属

初　級　男　子

３　級　男　子

令和３年度　知事賞争奪　愛知県フィギュアスケート選手権大会 　参加選手名簿

選　手　権　男　子

ジュニア選手権男子

ノービスA男子

ノービスB男子

氏　　　　　名 氏名(ふりがな) 所  属



番号 SP滑走順
1 渡　辺　真　央 わたなべ　まお 中京大学
2 酒　井　祐　香 さかい　ゆか 中京大学
3 加　藤　利緒菜 かとう　りおな 中京大学
4 新田谷　　　凜 にたや　りん 中京大学
5 松　岡　さら沙 まつおか　さらさ 中京大学
6 永　田　絵美莉 ながた　えみり 中京大学
7 横　井　ゆは菜 よこい　ゆはな 中京大学
8 荒　木　菜　那 あらき　なな 中京大学
9 金　澤　茉　由 かなざわ　まゆ 中京大学

10 浦　松　千　聖 うらまつ　ちさと 中京大学
11 磯　村　彩　姫 いそむら　さき 中京大学
12 植　杉　梨　南 うえすぎ　りな 中京大学
13 吉　田　莉　菜 よしだ　りな 名古屋大学
14 浦　冨　真　以 うらとみ　まい 名古屋経済大学
15 横　井　きな結 よこい　きなゆ 中京大中京高校
16 松　生　理　乃 まついけ　りの 中京大中京高校
17 森　　　千　夏 もり　ちなつ 邦和みなとスケート部
18 大　庭　　　雅 おおば　みやび 東海東京FH
19 加　藤　日向子 かとう　ひなこ 同志社大学
20 吉　田　陽　菜 よしだ　はな 木下アカデミー
21 井　上　千　尋 いのうえ　ちひろ 明治大学
22 木　南　沙　良 こみなみ　さら 早稲田大学

番号 SP滑走順
1 佐久間　結　子 さくま　ゆいこ ポラリス中部ＦＳＣ
2 近　藤　花　央 こんどう　かお ポラリス中部ＦＳＣ
3 高　岡　も　も たかおか　もも 邦和SC
4 吉　田　光　花 よしだ　あきか 邦和SC
5 大　坪　瑚　子 おおつぼ　ここ 邦和SC
6 森　　　実　愛 もり　みあい 名古屋FSC
7 長谷川　桃　香 はせがわ　ももか オリオンFSC
8 佐　村　日　菜 さむら　ひな オリオンFSC
9 服　部　杏　奏 はっとり　あかな オリオンFSC

10 後　藤　千　弦 ごとう　ちづる グランプリ東海クラブ
11 森　田　華　恋 もりた　かれん グランプリ東海クラブ
12 野　田　悠　乃 のだ　ゆうの グランプリ東海クラブ
13 菰　原　皐　月 こもはら　さつき グランプリ東海クラブ
14 和　田　薫　子 わだ　かおるこ グランプリ東海クラブ
15 山　寺　由　夏 やまでら　ゆいか グランプリ東海クラブ
16 岩　村　愛里名 いわむら　えりな グランプリ東海クラブ
17 ガミノ　　　宮 がみの　みや グランプリ東海クラブ
18 内　木　啓　乃 ないき　ひろの 南山大学
19 加　藤　美　優 かとう　みゆう 誉高校スケート部
20 山　??　藍　香 やまざき　あいか 誉高校スケート部
21 石　黒　彩　名 いしぐろ　あやな 聖カピタニオ女子高校
22 彦　坂　吏　咲 ひこさか　つかさ 豊川高等学校
23 川　上　亜　咲 かわかみ　あさき セント星ヶ丘FSC
24 古　財　莉　里 こざい　りり セント星ヶ丘FSC
25 山　根　有加里 やまね　ゆかり 名東FSC
26 門　田　桃　愛 かどた　ももあ 名東FSC
27 丸　地　彩　月 まるち　さづき 愛知みずほ大瑞穂高校
28 河　江　寿々見 かわえ　すずみ 愛知みずほ大瑞穂高校
29 矢　口　真　央 やぐち　まお スペリオール愛知FSC
30 渕　上　遥　奈 ふちがみ　はるな スペリオール愛知FSC
31 澤　井　音　亜 さわい　おとあ 菊華高校
32 篠　田　琴　織 しのだ　ことり アイススターFSC
33 小　林　舞　音 こばやし　まお アイススターFSC
34 鳥　居　琴　子 とりい　ことこ 明治神宮外苑FSC
35 前　野　　　杏 まえの　あんず 福井フェニックスFSC
36 鈴　木　　　苺 すずき　いちご 静岡西ＦＳＣ
37 田　中　宙　美 たなか　そらみ ペルー連盟

氏名(ふりがな) 所  属

令和３年度　知事賞争奪　愛知県フィギュアスケート選手権大会 　参加選手名簿

氏　　　　　名 氏名(ふりがな) 所  属

選  手  権  女  子

ジュニア選手権女子
氏　　　　　名



番号 滑走順
1 犬　塚　紗　良 いぬづか　さら オリオンFSC
2 畑　中　琳　天 はたなか　りあ ポラリス中部ＦＳＣ
3 村　上　惺　菜 むらかみ　せな グランプリ東海クラブ
4 吉　谷　真　実 よしたに　まみ アイススターFSC
5 渡　瀬　陽　香 わたせ　はるか 邦和SC
6 森　田　愛　華 もりた　あいか グランプリ東海クラブ
7 河　合　紗　那 かわい　さな 名東FSC
8 戸　川　南　沙 とがわ　なずな アテナ豊橋FSC
9 河　津　来　奈 かわつ　らな グランプリ東海クラブ

10 松　下　マ　コ まつした　まこ グランプリ東海クラブ
11 岡　田　芽　依 おかだ　めい ポラリス中部ＦＳＣ
12 大　野　友心音 おおの　ゆみね ポラリス中部ＦＳＣ
13 上　薗　恋　奈 うえぞの　れな グランプリ東海クラブ
14 松　井　野乃佳 まつい　ののか 邦和SC
15 佐　藤　心　春 さとう　こはる 邦和SC
16 広　瀬　來　愛 ひろせ　くれあ グランプリ東海クラブ
17 中　谷　玲　菜 なかや　れいな グランプリ東海クラブ
18 宮　本　琉　花 みやもと　るか 白鳥Ｔ・ＦＳＣ
19 吉　田　茉　優 よしだ　まゆ 明治神宮外苑FSC
20 乾　　　汐　希 いぬい　しおね ひょうご西宮FSC
21 澤　田　桃　花 さわだ　ももか ひょうご西宮FSC

番号 滑走順
1 星　　　碧　波 ほし　あおは グランプリ東海クラブ
2 河　合　美璃杏 かわい　みりあ 邦和SC
3 花　井　咲　良 はない　さら 邦和SC
4 森　岡　　　凛 もりおか　りん グランプリ東海クラブ
5 高　山　美　望 たかやま　みみ ノイエス金沢FSC
6 青　山　柚　希 あおやま　ゆずき 邦和SC
7 宋　　　玟　炅 そん　みんきょん 邦和SC
8 榎　本　ミ　ク えのもと　みく 名東FSC
9 木　原　永　稀 きはら　えま 邦和SC

10 矢　島　凜　果 やじま　りんか グランプリ東海クラブ
11 宇佐美　麻　帆 うさみ　まほ 名東FSC
12 河　合　心々渚 かわい　ここな グランプリ東海クラブ
13 大　川　華　楓 おおかわ　かえで 邦和SC
14 木　下　由　梨 きのした　ゆり ノイエス金沢FSC
15 竹　島　花　英 たけしま　はなは グランプリ東海クラブ
16 上　谷　　　菫 うえたに　すみれ 明治神宮外苑FSC
17 能　登　咲　空 のと　さくら ひょうご西宮FSC
18 宮　岡　　　光 みやおか　ひかる ひょうご西宮FSC
19 澤　田　有　理 さわだ　ゆり ひょうご西宮FSC

番号 SP滑走順
1 清　谷　花　連 きよたに　かれん ポラリス中部ＦＳＣ
2 髙　井　里　奈 たかい　りな ポラリス中部ＦＳＣ
3 佐　原　千　琴 さはら　ちこと ポラリス中部ＦＳＣ
4 岡　本　知　華 おかもと　ちはな ポラリス中部ＦＳＣ
5 鈴　木　心乃香 すずき　このか ポラリス中部ＦＳＣ
6 梅　村　愛　美 うめむら　あみ 邦和SC
7 西　村　由　羽 にしむら　ゆう 邦和SC
8 竹　内　夕希子 たけうち　ゆきこ 邦和SC
9 澤　田　佳　歩 さわだ　かほ 名古屋FSC

10 廣　野　沙　耶 ひろの　さや 椙山女学園大学
11 渡　邊　千　紘 わたなべ　ちひろ 金城学院大学
12 上　原　わ　こ うえはら　わこ 中京大中京高校
13 丹　羽　萌々音 にわ　ももね 愛知みずほ大瑞穂高校
14 蓑　島　雅　乃 みのしま　うたの 愛知みずほ大瑞穂高校
15 髙　木　咲　良 たかぎ　さくら アイススターFSC
16 金　澤　未　來 かなざわ　みく 大須Bright
17 小　枝　葉　姫 こえだ　はずき 大須Bright
18 玉　置　和　花 たまき　のどか 関西スケーティングC
19 土　居　百　花 どい　ももか 関西スケーティングC
20 一貫田　紗　生 いっかんだ　さいき 関西スケーティングC
21 中　村　心　優 なかむら　こころ 関西スケーティングC
22 石　井　桜　彩 いしい　さあや 埼玉アイスアリーナFC
23 河　合　音　羽 かわい　おとは 江戸川クラブ
24 野　末　琴　音 のずえ　ことね 浜松FSC
25 稲　勝　莉　子 いなかつ　りこ 浜松FSC

ノービスB女子
氏　　　　　名 氏名(ふりがな) 所  属

氏　　　　　名 氏名(ふりがな) 所  属

氏　　　　　名 氏名(ふりがな) 所  属

５　級　女　子

令和３年度　知事賞争奪　愛知県フィギュアスケート選手権大会 　参加選手名簿

ノービスA女子



番号 滑走順
1 梅　村　奈　歩 うめむら　なほ ポラリス中部ＦＳＣ
2 三　田　梨央奈 みた　りおな 邦和SC
3 井　筒　蛍　乃 いづつ　ほたるの 邦和SC
4 内　藤　　　遥 ないとう　はるか 邦和SC
5 西　村　彩　希 にしむら　さき 邦和SC
6 渡　邉　優　衣 わたなべ　ゆい 邦和SC
7 四　海　心　愛 よつみ　みのり グランプリ東海クラブ
8 高　橋　心　奈 たかはし　ここな 名東FSC
9 橋　本　世　理 はしもと　せり 大須Bright

10 丸　山　恵　生 まるやま　めい アイリスFSC

番号 滑走順
1 松　井　小　径 まつい　こみち 邦和SC
2 纐　纈　彩　智 こうけつ　さち オリオンFSC
3 川　上　紗　幸 かわかみ　さゆき 椙山女学園大学
4 大久保　聡　美 おおくぼ　さとみ グランプリ東海クラブ
5 アヤルトウ　理奈 あやるとう　りな グランプリ東海クラブ
6 竹　森　林　檎 たけもり　りんご グランプリ東海クラブ
7 太　田　湊　弓 おおた　みゆ セント星ヶ丘FSC
8 工　藤　心　美 くどう　ここみ 名東FSC
9 高砂子　サフィア たかさご　さふぃあ 大須Bright

10 中　野　穂　美 なかの　ほのみ 大須Bright
11 櫻　井　志央梨 さくらい　しおり 明治神宮外苑FSC
12 武　田　美　鈴 たけだ　みすず CRYSTAL F･S･C
13 近　藤　ほとな こんどう　ほとな CRYSTAL F･S･C

番号 滑走順
1 柏　本　陽菜乃 かしもと　ひなの ポラリス中部ＦＳＣ
2 原　田　朱　音 はらだ　あかね 邦和SC
3 中　島　梨　杏 なかしま　りな 邦和SC
4 藤　原　颯　来 ふじわら　そら 邦和SC
5 都　築　瑠美七 つづき　るみな 邦和SC
6 加　藤　夢　彩 かとう　めい 邦和SC
7 内ケ島　優梨亜 うちがしま　ゆりあ グランプリ東海クラブ
8 服　部　紗　和 はっとり　さわ グランプリ東海クラブ
9 鈴　木　沙　奈 すずき　さな グランプリ東海クラブ

10 小久保　琉　瑠 こくぼ　るる アテナ豊橋FSC
11 大　嶋　海　音 おおしま　あまね アテナ豊橋FSC
12 大河原　優衣奈 おおかわら　ゆいな アテナ豊橋FSC
13 田　中　星　美 たなか　ほしみ 名東FSC
14 秋　山　瑞　花 あきやま　みずか 大須Bright
15 五十君　望乃可 いそぎみ　ののか 大須Bright
16 小　関　夏　帆 こせき　かほ 白鳥Ｔ・ＦＳＣ
17 熊　崎　　　百 くまざき　もも 敦賀FSC

番号 滑走順
1 小　川　愛理香 おがわ　えりか ポラリス中部ＦＳＣ
2 藤　江　彩　晴 ふじえ　いろは 邦和SC
3 町　田　妃　奏 まちだ　ひな 邦和SC
4 窪　田　あ　こ くぼた　あこ グランプリ東海クラブ
5 青　木　七　海 あおき　ななみ グランプリ東海クラブ
6 村　上　瑠琉那 むらかみ　るるな グランプリ東海クラブ
7 木　下　美　優 きのした　みう グランプリ東海クラブ
8 鈴　木　巴　菜 すずき　はな グランプリ東海クラブ
9 本　多　優妃菜 ほんだ　ゆきな アテナ豊橋FSC

10 鎌　田　新　可 かまだ　にか セント星ヶ丘FSC
11 田　中　月　美 たなか　つきみ 名東FSC
12 飯　尾　留　那 いいお　るな ＶＩＡ一宮
13 影　山　愛　花 かげやま　あいか 浜松FSC

氏　　　　　名 氏名(ふりがな) 所  属

令和３年度　知事賞争奪　愛知県フィギュアスケート選手権大会 　参加選手名簿

４　級　女　子

３　級　女　子

令和３年度　教育委員会賞争奪　愛知県フィギュアスケートジュニア競技会 　参加選手名簿

２　級　女　子

１　級　女　子

氏　　　　　名 氏名(ふりがな) 所  属

氏　　　　　名 氏名(ふりがな) 所  属

氏　　　　　名 氏名(ふりがな) 所  属



番号 滑走順
1 髙　山　　　千 たかやま　せん ポラリス中部ＦＳＣ
2 髙　山　　　洵 たかやま　しゅん ポラリス中部ＦＳＣ
3 山　田　彩　羽 やまだ　いろは 邦和SC
4 伊　藤　杏　珠 いとう　あんじゅ 邦和SC
5 三　輪　結　梨 みわ　ゆいり 邦和SC
6 奥　山　あさひ おくやま　あさひ 邦和SC
7 有　吉　智絵子 ありよし　ちえこ 邦和SC
8 百合草　え　な ゆりくさ　えな 邦和SC
9 濵　﨑　あおい はまさき　あおい グランプリ東海クラブ

10 椎　名　華　音 しいな　かのん グランプリ東海クラブ
11 竹　森　桃　子 たけもり　ももこ グランプリ東海クラブ
12 木　村　帆　那 きむら　はんな グランプリ東海クラブ
13 三　枝　千　里 さいぐさ　ちさと グランプリ東海クラブ
14 吉　原　和花子 よしはら　わかこ アテナ豊橋FSC
15 渡　邊　柚　梨 わたなべ　ゆうり アテナ豊橋FSC
16 渡　邊　杏　梨 わたなべ　あんり アテナ豊橋FSC
17 鈴　木　柚　衣 すずき　ゆずは アテナ豊橋FSC
18 子　安　咲　良 こやす　さくら セント星ヶ丘FSC
19 松　尾　和　奈 まつお　あいな セント星ヶ丘FSC
20 日　置　優　花 ひおき　ゆうか 名東FSC
21 加　治　絢　音 かじ　あやね ＶＩＡ一宮
22 神　野　沙菜子 かみの　さなこ ＶＩＡ一宮
23 加　藤　穂乃佳 かとう　ほのか ＶＩＡ一宮
24 魏　　　有　希 ぎ　ゆき 大須Bright
25 庭　木　桜　子 にわき　さくらこ 大須Bright
26 萩　原　海　音 はぎはら　かのん 大須Bright
27 森　下　　　初 もりした　うい 敦賀FSC
28 寺　尾　ひなた てらお　ひなた 浜松FSC
29 綱　取　優　奈 つなとり　ゆうな 浜松FSC
30 綱　取　結　奈 つなとり　ゆいな 浜松FSC
31 金　子　実　生 かねこ　みお 浜松FSC

番号 滑走順
山　下　珂　歩 やました　かほ セント星ヶ丘FSC
永　田　裕　人 ながた　ゆうと セント星ヶ丘FSC

番号 滑走順
1 1

番号 滑走順
1 1

アイスダンス　ジュニア選手権（オープン競技）

氏　　　　　名 氏名(ふりがな) 所  属

令和３年度　教育委員会賞争奪　愛知県フィギュアスケートジュニア競技会 　参加選手名簿

氏　　　　　名 氏名(ふりがな) 所  属

初　級　女　子

1 1

シンクロ　ジュニア選手権

シンクロ　オープンエイジ
所　　　　　属

豊橋シンクロ Sparkle

豊橋シンクロ Amuse
所　　　　　属


