
第１回全日本ノービスカップショートトラックスピードスケート選手権大会　第２戦

エントリーリスト
【女子】

ゼッケン 氏名 氏名カナ 所属 ノービスA ノービスB ノービスC
1 金井　天音 ｶﾅｲ ｱﾏﾈ IZUMITECHNO東北SC 〇
2 白岩　桃実 ｼﾛｲﾜ ﾓﾓﾐ IZUMITECHNO東北SC 〇
3 新沼　清夏 ﾆｲﾇﾏ ｻﾔｶ IZUMITECHNO東北SC 〇
4 仲野　六花 ﾅｶﾉ ﾘｯｶ 水戸SSC 〇
5 上林　舞子 ｳｴﾊﾞﾔｼ ﾏｲｺ 宇都宮スケート協会 〇
6 関口　愛 ｾｷｸﾞﾁ ｱｲ 桐生桜木中学校 〇
7 星　夢七 ﾎｼ ﾕﾒﾅ 伊勢崎第一中学校 〇
8 奥野　湖々奈 ｵｸﾉ ｺｺﾅ 川越SSC 〇
9 西村　瑠依 ﾆｼﾑﾗ ﾙｲ サテライトSC 〇
10 関口　綾野 ｾｷｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 南牧中学校 〇
11 井谷　優花 ｲﾀﾆ ﾕｳｶ 帝産クラブ 〇
12 田中　梨椰 ﾀﾅｶ ﾘﾔ 愛知SSC 〇
13 石川　明美 ｲｼｶﾜ ｱｹﾐ ひょうごSSC 〇
14 奥山　奈緒子 ｵｸﾔﾏ ﾅｵｺ ひょうごSSC 〇
15 友貞　陽菜 ﾄﾓｻﾀﾞ ﾋﾅ 広島SSC 〇
16 友貞　結菜 ﾄﾓｻﾀﾞ ﾕﾅ 広島SSC 〇
17 岸　茉洋 ｷｼ ﾏﾋﾛ ｲﾖﾃﾂｽﾋﾟｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ 〇
18 大石　さくら ｵｵｲｼ ｻｸﾗ 福岡SSC 〇
19 江平　千優 ｴﾋﾗ ﾁﾋﾛ 福岡SSC 〇
20 井上　暖乃美 ｲﾉｳｴ ﾉﾉﾐ HSC 〇
21 迫　志帆 ｻｺ ｼﾎ HSC 〇
31 坂下　美月 ｻｶｼﾀ ﾐﾂﾞｷ ＡOMORI東北SC 〇
32 小林　明日風 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 水戸SSC 〇
33 山口　杏 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝ 高崎クラブ 〇
34 新海　彩花里 ｼﾝｶ ｱｶﾘ 帝産クラブ 〇
35 吉澤　舞 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｲ 帝産クラブ 〇
36 三橋　亜恋 ﾐﾂﾊｼ ｱｺ 上越SSC 〇
37 北村　愛海 ｷﾀﾑﾗ ﾏﾅﾐ 一宮中日SC 〇
38 大原　楓佳 ｵｵﾊﾗ ﾌｳｶ 愛知SSC 〇
39 鶴岡　由理子 ﾂﾙｵｶ ﾕﾘｺ 滋賀スピードクラブ 〇
40 寺川　愛子 ﾃﾗｶﾜ ｱｲｺ ｲﾖﾃﾂｽﾋﾟｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ 〇
41 大原　陽菜 ｵｵﾊﾗ ﾋﾅ 福岡SSC 〇
42 新田　菜穂子 ｼﾝﾀ ﾅﾎｺ HSC 〇
43 益田　妃夏璃 ﾏｽﾀﾞ ﾋｶﾘ 熊本SCOA 〇
51 島田　あさ陽 ｼﾏﾀﾞ ｱｻﾋ Vortex 〇
52 古川　碧 ﾌﾙｶﾜ ｱｵｲ 相模原SSC 〇
53 鈴木　裕里菜 ｽｽﾞｷ ﾕﾘﾅ 一宮中日SC 〇
54 鈴木　絵里菜 ｽｽﾞｷ ｴﾘﾅ 一宮中日SC 〇
55 服部　英里佳 ﾊｯﾄﾘ ｴﾘｶ 愛知SSC 〇
56 丹羽　智里 ﾆﾜ ﾁｻﾄ 滋賀スピードクラブ 〇
57 東野　咲空 ﾄｳﾉ ｻﾗ 滋賀スピードクラブ 〇
58 辻脇　彩羽 ﾂｼﾞﾜｷ ｲﾛﾊ サンコージュニア 〇
59 古屋　由凪 ｺﾔ ﾕﾝﾅ ひょうごSSC 〇
60 奥山　加奈子 ｵｸﾔﾏ ｶﾅｺ ひょうごSSC 〇
61 太田　凛 ｵｵﾀ ﾘﾝ ひょうごSSC 〇
62 鈴木　花媛 ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ ひょうごSSC 〇
63 中野　早稀 ﾅｶﾉ ｻｷ ひょうごSSC 〇
64 平井　佐和 ﾋﾗｲ ｻﾜ 岡山SSC 〇
65 岡　陽奈乃 ｵｶ ﾋﾅﾉ 広島SSC 〇
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