
選手
佐々木　一正
（ササキ　カズマサ）
男
①1989年11月12日（27歳）
②北海道　③苫小牧市立啓明中
学校（北海道）→私立北海道栄高
校（北海道）　④王子製紙㈱　
⑤178cm　⑥81kg

選手
山下　敬史
（ヤマシタ　タカフミ）
男
①1987年11月11日（29歳）
②北海道　③苫小牧市立東中学
校（北海道）→私立駒沢大学付属
苫小牧高校（北海道）　④王子製
紙㈱　⑤178cm　⑥83kg

選手
芳賀　陽介
（ハガ　ヨウスケ）
男
①1986年9月5日（30歳）
②北海道　③釧路市立三原中学
校（北海道）→北海道釧路工業高
校→東洋大学　④王子製紙㈱　
⑤177cm　⑥72kg

選手
橋場　亮
（ハシバ　リョウ）
男
①1986年5月6日（30歳）
②北海道　③苫小牧市立明野中
学校（北海道）→私立駒澤大学附
属苫小牧高校（北海道）→早稲田
大学　④王子製紙㈱　
⑤179cm　⑥79kg

選手
小野田　拓人
（オノダ　タクト）
男
①1992年5月2日（24歳）
②北海道　③恵庭市立恵北中学
校（北海道）→北海道清水高校→
中央大学　④王子製紙㈱　
⑤177cm　⑥72kg

選手
伊藤　優人
（イトウ　ユウト）
男
①1991年8月8日（25歳）
②北海道　③苫小牧市立啓明中
学校（北海道）→私立白樺学園高
校（北海道）→明治大学　④東北
アイスホッケークラブ㈱　
⑤171cm　⑥75kg

選手
福藤　豊
（フクフジ　ユタカ）
男
①1982年9月17日（34歳）
②北海道　③釧路市立景雲中学
校（北海道）→私立東北高校（宮
城県）　④栃木日光アイスバック
ス　⑤185cm　⑥80kg

技術スタッフ
KEITH ODONNELL 
（キース オドンネル）
男
①1965年11月1日（51歳）
②アメリカ　③Casey Middle 
schoo l → Can i s i u s  H i gh 
School→Canisius College　
④グレートスケートジャパン

トレーナー
山本　周平
（ヤマモト　シュウヘイ）
男
①1984年5月23日（32歳）
②静岡県　③浜松市立北星中学
校（静岡県）→ペンティクトンセカ
ンダリーハイスクール（カナダ）
→ネバタ州立大学ラスベガス校　
④コードブック㈱

トレーナー
佐保　豊
（サホ　ユタカ）
男
①1972年3月31日（44歳）　②東
京都　③目黒区立第一中学校（東京
都）→東京都立千歳ヶ丘高校→ネバ
ダ州立大学ラスベガス校　④（特非）
スポーツセーフティージャパン　⑧
専任メディカルスタッフ(トレーナー)

監督
鈴木　貴人
（スズキ　タカヒト）
男
①1975年8月17日（41歳）
②北海道　③苫小牧市立光洋中
学校（北海道）→私立駒沢大学付
属苫小牧高校（北海道）→東洋大
学　④東洋大学

コーチ
HENRY BURKE
（ヘンリー バーク）
男
①1979年1月21日（38歳）
②カナダ　③STE. ROSE 
SCHOOL→Crocus Plains 
High School　④栃木日光アイ
スバックス
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選手
髙木　健太
（タカギ　ケンタ）
男
①1993年12月14日（23歳）
②北海道　③苫小牧市立明倫中
学校（北海道）→私立駒沢大学付
属苫小牧高校（北海道）　④日本
製紙㈱　⑤183cm　⑥94kg

選手
寺尾　裕道
（テラオ　ヒロミチ）
男
①1989年6月15日（27歳）
②栃木県　③日光市立日光東中
学校（栃木県）→私立駒沢大学付
属苫小牧高校（北海道）→早稲田
大学　④王子製紙㈱　
⑤173cm　⑥81kg

選手
河合　卓真
（カワイ　タクマ）
男
①1988年8月10日（28歳）　
②北海道　③釧路市立鳥取中学
校（北海道）　④東北アイスホッ
ケークラブ㈱　⑤180cm　
⑥97kg

選手
山下　拓郎
（ヤマシタ　タクロウ）
男
①1988年5月22日（28歳）
②北海道　③釧路市立北中学校
（北海道）→私立駒沢大学付属苫
小牧高校（北海道）→早稲田大学　
④東北アイスホッケークラブ㈱　
⑤183cm　⑥85kg

選手
久慈　修平
（クジ　シュウヘイ）
男
①1987年4月27日（29歳）
②北海道　③苫小牧市立明野中
学校（北海道）→私立駒沢大学付
属苫小牧高校（北海道）→早稲田
大学　④王子製紙㈱　
⑤170cm　⑥78kg

選手
上野　拓紀
（ウエノ　ヒロキ）
男
①1986年4月8日（30歳）
②長野県　③長野市立星陵中学
校（長野県）→私立武修館高校
（北海道）→早稲田大学　④日本
製紙㈱　⑤178cm　⑥80kg

選手／旗手
田中　豪
（タナカ　ゴウ）
男
①1983年10月6日（33歳）
②北海道　③札幌市立上野幌中
学校（北海道）→私立北海高校
（北海道）→早稲田大学　④東北
アイスホッケークラブ㈱　
⑤171cm　⑥77kg

選手
西脇　雅仁
（ニシワキ　マサヒト）
男
①1982年10月6日（34歳）
②北海道　③釧路市立北中学校
（北海道）→私立釧路緑ヶ丘高校
（北海道）→早稲田大学　④日本
製紙㈱　⑤178cm　⑥78kg

選手
小原　大輔
（オバラ　ダイスケ）
男
①1981年6月4日（35歳）
②北海道　③釧路市立景雲中学
校（北海道）→私立駒沢大学付属
苫小牧高校（北海道）→早稲田大
学　④王子製紙㈱　⑤177cm　
⑥83kg

選手
蓑島　圭悟
（ミノシマ　ケイゴ）
男
①1996年8月24日（20歳）
②北海道　③帯広市立大空中学
校（北海道）→私立白樺学園高校
（北海道）→中央大学　④中央大
学　⑤181cm　⑥83kg

選手
佐藤　大翔
（サトウ　ヒロト）
男
①1993年11月15日（23歳）
②北海道　③釧路北中学校（北
海道）→私立武修館高校（北海
道）→東洋大学　④栃木日光ア
イスバックス　⑤172cm　
⑥76kg

選手
橋本　僚
（ハシモト　リョウ）
男
①1992年10月23日（24歳）
②北海道　③札幌市立月寒中学
校（北海道）→私立北海高校（北
海道）　④王子製紙㈱　
⑤177cm　⑥75kg
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選手
高橋　聖二
（タカハシ　セイジ）
男
①1993年2月24日（23歳）
②北海道　③苫小牧市立東中学
校（北海道）→北海道苫小牧工業
高校　④王子製紙㈱　
⑤174cm　⑥78kg

選手
寺尾　勇利
（テラオ　ユウリ）
男
①1995年4月29日（21歳）
②栃木県　③日光市立日光東中
学校（栃木県）→私立駒沢大学付
属苫小牧高校（北海道）　④栃木
日光アイスバックス　⑤171cm　
⑥87kg

選手
平野　裕志朗
（ヒラノ　ユウシロウ）
男
①1995年8月18日（21歳）
②北海道　③苫小牧市立和光中
学校（北海道）→私立白樺学園高
校（北海道）　④東北アイスホッ
ケークラブ㈱　⑤185cm　
⑥95kg

選手
古橋　真来
（フルハシ　マクル）
男
①1993年9月30日（23歳）
②栃木県　③日光市立東中学校
（栃木県）→栃木県立日光明峰高
校→中央大学　④栃木日光アイ
スバックス　⑤172cm　
⑥80kg
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選手
細山田　茜
（ホソヤマダ　アカネ）
女
①1992年3月9日（24歳）　
②カナダ　③Banff  Community 
High School（Banff）→Warner 
School（Warner）→Syracuse 
University　④カルガリーイン
フェルノ　⑤164cm　⑥60kg

選手
堀　珠花
（ホリ　ミカ）
女
①1992年2月17日（25歳）　
②北海道　③苫小牧市立沼ノ端
中学校（北海道）→北海道苫小牧
西高校→北翔大学　④トヨタ自
動車北海道株式会社　
⑤163cm　⑥54kg

選手
竹内　愛奈
（タケウチ　アイナ）
女
①1991年8月16日（25歳）
②北海道　③釧路市立青陵中学
校（北海道）→北海道釧路江南高
校→北海道教育大学　④カルガ
リーインフェルノ　⑤167cm　
⑥65kg

選手
鈴木　世奈
（スズキ　セナ）
女
①1991年8月4日（25歳）　
②北海道　③苫小牧市立和光中
学校（北海道）→北海道釧路東高
校→法政大学　④トロントフュー
リーズ　⑤167cm　⑥58kg

選手
小西　あかね
（コニシ　アカネ）
女
①1995年8月14日（21歳）　
②北海道　③釧路市立景雲中学
校（北海道）→北海道釧路東高校　
④株式会社久慈設計　
⑤166cm　⑥65kg

選手
近藤　真衣
（コンドウ　マイ）
女
①1992年4月4日（24歳）　
②北海道　③帯広市立第三中学
校（北海道）→私立江陵高校（北海
道）→帯広大谷短期大学（北海道）　
④ＮＰＯ法人清水町アイスホッ
ケー協会　⑤166cm　⑥56kg

選手
藤本　那菜
（フジモト　ナナ）
女
①1989年3月3日（27歳）　
②北海道　③札幌市立月寒中学
校（北海道）→私立札幌大谷高校
（北海道）→札幌学院大学　④株
式会社デンソー北海道　
⑤165cm　⑥56kg

総務
細谷　妙子
（ホソヤ　タエコ）
女
①1961年8月5日（55歳）　
②神奈川県　③東洋英和女学院
中等部（東京都）→私立東洋英和
女学院高等部（東京都）→立教大
学　④公益財団法人 日本アイス
ホッケー連盟

トレーナー
菅原　一博
（スガワラ　カズヒロ）
男
①1984年7月5日（32歳）　②北
海道　③札幌市立白石中学校（北
海道）→北海道札幌月寒高校→札
幌医科大学→札幌医科大学大学院　
④国立スポーツ科学センター　⑩
アスレティックトレーナー

トレーナー
春名　真仁
（ハルナ　マサヒト）
男
①1973年7月16日（43歳）　
②北海道　③釧路市立鳥取西中
学校（北海道）→北海道釧路湖陵
高校→早稲田大学　
④公益財団法人 日本アイスホッ
ケー連盟

コーチ
飯塚　祐司
（イイヅカ　ユウジ）
男
①1974年5月17日（42歳）　
②北海道　③釧路市立鳥取中学
校（北海道）→北海道釧路工業高
校　④学校法人昭和大学　⑨
JOC-NCA修了者

監督
山中　武司
（ヤマナカ　タケシ）
男
①1971年1月30日（46歳）　②北海
道　③苫小牧市立弥生中学校（北海道）
→北海道苫小牧南高校　④公益財団
法人 日本アイスホッケー連盟　⑧専任
コーチングディレクター(ジュニアアス
リート担当)　⑨JOC-NCA修了者

27the 8th Asian Winter Games Sapporo 2017　

男子選手 女子選手 役員 合計

― 21名 5名 26名
アイスホッケー（女子）
Ice Hockey (Women)

ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
（
女
子
）



選手
浮田　留衣
（ウキタ　ルイ）
女
①1996年6月6日（20歳）　
②北海道　③釧路市立春採中学
校（北海道）→北海道釧路工業高
校　④学校法人昭和大学　
⑤168cm　⑥71kg

選手
寺島　奈穂
（テラシマ　ナホ）
女
①1993年5月2日（23歳）　
②北海道　③釧路市立青陵中学
校（北海道）→北海道釧路北陽高
校　④三ツ輪運輸株式会社　
⑤157cm　⑥58kg

選手
藤本　もえこ
（フジモト　モエコ）
女
①1992年8月5日（24歳）　
②北海道　③苫小牧市立明野中
学校（北海道）→私立駒沢大学附
属苫小牧高校（北海道）→北翔大
学　④学校法人昭和大学　
⑤155cm　⑥58kg

選手
大澤　ちほ
（オオサワ　チホ）
女
①1992年2月10日（25歳）　
②北海道　③苫小牧市立苫小牧
東中学校（北海道）→北海道苫小
牧東高校→苫小牧駒澤大学　
④株式会社ダイナックス　
⑤162cm　⑥63kg

選手
米山　知奈
（ヨネヤマ　ハルナ）
女
①1991年11月7日（25歳）　
②北海道　③苫小牧市立明野中
学校（北海道）→北海道苫小牧東
高校→北海道文教大学　④株式
会社ダイナックス　⑤160cm　
⑥55kg

選手
岩原　知美
（イワハラ　トモミ）
女
①1987年12月19日（29歳）　
②北海道　③札幌市立平岡中学校
（北海道）→私立日体荏原高校（東
京都）→日本体育大学女子短期大
学　④株式会社市進ホールディ
ングス　⑤161cm　⑥58kg

選手
中村　亜美
（ナカムラ　アミ）
女
①1987年11月15日（29歳）　
②青森県　③目黒区立第九中学
校（東京都）→私立日体荏原高校
（東京都）→国士舘大学　④株式
会社バンダイ　⑤162cm　
⑥64kg

選手
足立　友里恵
（アダチ　ユリエ）
女
①1985年4月26日（31歳）　
②北海道　③札幌市立羊丘中学
校（北海道）→私立立命館慶祥高
校（北海道）→早稲田大学　④株
式会社プリンスホテル　
⑤155cm　⑥51kg

選手
久保　英恵
（クボ　ハナエ）
女
①1982年12月10日（34歳）　
②北海道　③苫小牧市立和光中
学校（北海道）→北海道苫小牧高
校→北海道浅井学園大学短期大
学部　④太陽生命保険株式会社　
⑤168cm　⑥64kg

選手
小野　粧子
（オノ　ショウコ）
女
①1981年9月5日（35歳）　
②北海道　③旭川市立広陵中学校
（北海道）→私立立命館慶祥高校
（北海道）→日本体育大学女子短期
大学　④フルタイムシステム御影
グレッズ　⑤158cm　⑥59kg

選手
床　亜矢可
（トコ　アヤカ）
女
①1994年8月22日（22歳）　
②東京都　③釧路市立鳥取中学
校（北海道）→北海道釧路江南高
校→法政大学　④法政大学　
⑤161cm　⑥58kg

選手
小池　詩織
（コイケ　シオリ）
女
①1993年3月21日（23歳）　
②栃木県　③日光市立日光中学
校（栃木県）→栃木県立明峰高校
→苫小牧駒澤大学　④日本製紙
総合開発株式会社　⑤159cm　
⑥52kg
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選手
永野元　佳乃
（エノモト　ヨシノ）
女
①1998年9月22日（18歳）　②大
阪府　③苫小牧市立青翔中学校（北
海道）→私立駒沢大学附属苫小牧高
校（ 北 海 道 ）→Ontario Hockey 
Academy　 ④Ontario Hockey 
Academy　⑤162cm　⑥53kg

選手
床　秦留可
（トコ　ハルカ）
女
①1997年3月16日（19歳）　
②東京都　③東村山市立東村山
第一中学校（東京都）→都立東大
和高校（東京都）→法政大学　
④法政大学　⑤167cm　
⑥64kg
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