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本部 Headquarters

合計（Total）

11

団長
早田 卓次
（はやた たくじ） 男
①昭和15年10月10日（66
歳） ②和歌山県 ③田辺中
学校→田辺高校→日本大学
④日本大学 ⑤理事、選

手強化本部副本部長、強化
育成専門委員会委員長、日
本ユニバーシアード委員会名
誉主事、㈶日本体操協会副
会長 ⑥体操上級コーチ

本部役員
萩原 直樹
（はぎわら なおき） 男
①昭和47年 1月13日（34
歳） ②埼玉県 ③上里北中
学校・→熊谷西高校→筑波大
学→筑波大学大学院 ④㈶
日本オリンピック委員会

本部役員
尾畑 雄志
（おばた かつし） 男
①昭和58年 8月20日（23
歳） ②宮崎県 ③西郷中
学校→宮崎県立日向高校→
亜細亜大学 ④㈶日本オリン
ピック委員会

本部役員
甲山 明夫
（こうやま あきお） 男
①昭和40年 1月30日（41
歳） ②東京都 ③古ヶ崎中
学校→中央学院高校→千葉
商科大学 ④㈱ＪＴＢ法人東
京

本部役員
永島 真由美
（ながしま まゆみ） 女
①昭和40年 2月25日（41
歳） ②東京都 ③川崎市立
中原中学校→住吉高校→日
本女子体育短期大学 ④㈶
日本オリンピック委員会

本部役員
樺山 昌史
（かばやま まさし） 男
①昭和52年 1月26日（29
歳） ②鹿児島県 ③池田中
学校→池田学院池田高校→
横浜国立大学 ④㈱ＪＴＢ法
人東京

本部役員
横山 久雄
（よこやま ひさお） 男
①昭和 15 年 3月 6日（66
歳） ②新潟県 ③妙高中学
校→新井高校→中央大学
④池廼家旅館 ⑤日本ユニ
バーシアード委員会委員、㈳
全日本学生スキー連盟競技本
部長 ⑥スキー上級コーチ

メディカルスタッフ
向井 直樹
（むかい なおき） 男
①昭和37年 4月24日（44
歳） ②三重県 ③厚生中学
校→宇治山田高校→筑波大
学→筑波大学大学院 ④筑
波大学 ⑤専任スポーツドク
ター

メディカルスタッフ
瀬尾 理利子
（せお りりこ） 女
①昭和46年 10月8日（35
歳） ②東京都 ③学習院女
子中等科→戸山高校→日本
医科大学 ④（独）国立スポー
ツ科学センター ⑤医学サ
ポート部会員

※上記のほかに、現地通訳として2名が参加。
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スキー／アルペン・スキー Alpine Skiing

チームリーダー
神崎 信彦
（かんざき のぶひこ） 男
①昭和 35 年 1月 7日（47
歳） ②栃木県 ③中宮祠中
学校→日光高校→中央大学
④㈲ライフアンドファイナン

ス

コーチ
相原 博之
（あいはら ひろゆき） 男
①昭和 36 年 6月 5日（45
歳） ②北海道 ③歌登中学
校→北照高校→日本体育大
学 ④北海道東海大学

コーチ
坂田 誠
（さかた まこと） 男
①昭和50年 4月18日（31
歳） ②北海道 ③遠軽中学
校→遠軽高校→日本大学
④東京美装興業㈱

トレーナー
澤野 博
（さわの ひろし） 男
①昭和45年 1月16日（37
歳） ②神奈川県 ③関東学
院六浦中学校→関東学院六
浦高校→日本体育大学 ④ユ
ニット

選手（Athletes） 小計（Subtotal）役員（Officials） 合計（Total）

男子（Male） 女子（Female）
11 4 15

6 5

選手
武田 竜
（たけだ りゅう） 男
①昭和59年 6月20日（22
歳） ②北海道 ③松ヶ枝中
学校→北照高校→近畿大学
（3年） ④近畿大学

選手
湯淺 直樹
（ゆあさ なおき） 男
①昭和58年 4月24日（23
歳） ②北海道 ③札幌琴似
中学校→札幌商業高校→北
海道東海大学 ④北海道東
海大学

選手
山科 博史
（やましな ひろふみ） 男
①昭和60年 10月2日（21
歳） ②山形県 ③戸沢中学
校→山形中央高校→日本大学
（3年） ④日本大学

選手
佐藤 翔
（さとう しょう） 男
①昭和60年 6月25日（20
歳） ②新潟県 ③湯之谷
中学校→八海高校→日本大学
（2年） ④日本大学

選手
花田 将司
（はなだ まさし） 男
①昭和61年10月10日（20
歳） ②青森県 ③港南中学
校→札幌第一高校→北海道
東海大学（2年） ④北海道
東海大学

選手
良波 拓夢
（よしなみ たくむ） 男
①昭和 62 年 3月 7日（19
歳） ②長野県 ③大野川中
学校→飯山南高校→中央大学
（2年） ④中央大学
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選手
清澤 恵美子
（きよさわ えみこ） 女
①昭和58年11月20日（23
歳） ②神奈川県 ③品川女
子学院→歌志内高校→専修
大学 ④チームアルビレック
ス新潟

選手
武田 友希
（たけだ ゆき） 女
①昭和59年11月10日（22
歳） ②北海道 ③富良野西
中学校→富良野緑峰高校→
北海道東海大学（4年） ④
北海道東海大学

選手
武田 千夏
（たけだ ちか） 女
①昭和60年10月31日（21
歳） ②北海道 ③富良野西
中学校→富良野緑峰高校→
北海道東海大学（3年） ④
北海道東海大学

選手
花岡 萌
（はなおか もえ） 女
①昭和59年 6月22日（22
歳） ②富山県 ③雄山中学
校→雄山高校→日本大学（4
年） ④日本大学

選手
加藤 智佳
（かとう ちか） 女
①昭和61年 11月2日（20
歳） ②北海道 ③明成中学
校→歌志内高校→北海道教
育大学旭川校（2年） ④北
海道教育大学旭川校
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コーチ
鈴木 典
（すずき つかさ） 男
①昭和32年 8月27日（49
歳） ②山形県 ③新庄中学
校→新庄北高校→日本大学→
日本大学院 ④日本大学

技術スタッフ
長濱 一年
（ながはま かずとし） 男
①昭和44年 4月29日（37
歳） ②青森県 ③野辺地中
学校→野辺地高校→専修大
学 ④㈶全日本スキー連盟

トレーナー
羽瀧 泰洋
（はだき やすひろ） 男
①昭和49年 3月11日（32
歳） ②愛媛県 ③井荻中学
校→杉並高校→武蔵工業大
学 ④㈲プロフェッショナル

技術スタッフ
山口 寿
（やまぐち ひさし） 男
①昭和47年 8月22日（34
歳） ②新潟県 ③六日町中
学校→堀之内高校→亜細亜
大学 ④㈶全日本スキー連盟
⑥スキーコーチ

選手
木村 正哉
（きむら まさや） 男
①昭和61年 7月27日（20
歳） ②新潟県 ③新井中学
校→関根学園高校→早稲田
大学（2年） ④早稲田大学

選手
𠮷田 圭伸
（よしだ けいしん） 男
①昭和62年 1月12日（20
歳） ②北海道 ③音威子府
中学校→おといねっぷ美術工
芸高校→中央大学（2年）
④中央大学

選手
成瀬 野生
（なるせ のぶ） 男
①昭和 59 年 7月 8日（22
歳） ②長野県 ③白馬中学
校→飯山南高校→早稲田大学
（4年） ④早稲田大学

スキー／クロスカントリー Closs-Country Skiing

選手（Athletes） 小計（Subtotal）役員（Officials） 合計（Total）

男子（Male） 女子（Female）
9 4 13

5 4

選手
大森 亘
（おおもり わたる） 男
①昭和58年 9月22日（23
歳） ②秋田県 ③十和田中
学校→花輪高校→東洋大学
④花輪スキークラブ

選手
丸山 智恵
（まるやま ちえ） 女
①昭和 62 年 2月 5日（19
歳） ②新潟県 ③吉田中学
校→十日町総合高校→日本大
学（2年） ④日本大学

選手
井川 純一
（いがわ じゅんいち） 男
①昭和 60 年 8月 7日（21
歳） ②新潟県 ③下条中学
校→中越高校→日本大学（3
年） ④日本大学
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選手
石垣 寿美子
（いしがき すみこ） 女
①昭和 60 年 2月 5日（21
歳） ②秋田県 ③十和田中
学校→十和田高校→日本大学
（4年） ④日本大学

選手
関谷 有希
（せきや ゆき） 女
①昭和60年 9月27日（21
歳） ②新潟県 ③松代中学
校→松代高校→日本大学（3
年） ④日本大学

選手
大森 菜保子
（おおもり なおこ） 女
①昭和61年 4月24日（20
歳） ②秋田県 ③十和田中
学校→花輪高校→専修大学
（2年） ④専修大学
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コーチ
須田 健仁
（すだ けんじ） 男
①昭和41年 2月26日（40
歳） ②北海道 ③松ヶ枝中
学校→余市高校 ④東京美
装興業㈱

コーチ
坂本 観泰
（さかもと かんたい） 男
①昭和39年10月14日（42
歳） ②東京都 ③学習院中
等科→学習院高等科→学習
院大学→バージニア大学大学
院 ④（宗）天台宗 知行院

選手
細山 周作
（ほそやま しゅうさく） 男
①昭和59年 7月20日（22
歳） ②北海道 ③余市町立
旭中学校→余市高校→札幌
大学（4年） ④札幌大学

選手
小山内 佳彦
（おさない よしひこ） 男
①昭和60年 3月24日（21
歳） ②秋田県 ③尾去沢
中学校→花輪高校→日本大学
（4年） ④日本大学

選手
遠藤 秀治
（えんどう しゅうじ） 男
①昭和61年 6月28日（20
歳） ②岩手県 ③八幡平市
立松尾中学校→盛岡南高校
→日本大学（2年） ④日本
大学

選手
船渡 裕太
（ふなと ゆうた） 男
①昭和62年 7月21日（19
歳） ②岐阜県 ③久々野中
学校→札幌日大高校→中京
大学（1年） ④中京大学

スキー／ジャンプ Ski Jumping

選手（Athletes） 小計（Subtotal）役員（Officials） 合計（Total）

男子（Male） 女子（Female）
6 2 8

4 2

選手
茂野 美咲
（しげの みさき） 女
①昭和61年 11月5日（20
歳） ②新潟県 ③大巻中学
校→八海高校→浅井学園大学
（2年） ④浅井学園大学

選手
嘉部 恵梨奈
（かべ えりな） 女
①昭和60年10月11日（21
歳） ②長野県 ③木島平中
学校→飯山北高校→青山学
院大学（3年） ④青山学院
大学
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チームリーダー
阿部 雅司
（あべ まさし） 男
①昭和40年 8月13日（41
歳） ②北海道 ③小平中学
校→東海大四高校 ④東京
美装興業㈱

選手
湊 祐介
（みなと ゆうすけ） 男
①昭和60年 3月15日（21
歳） ②秋田県 ③阿仁中学
校→鷹ノ巣農林高校→日本大
学（4年） ④日本大学

選手
佐藤 幸一郎
（さとう こういちろう） 男
①昭和61年 5月19日（20
歳） ②秋田県 ③八幡平
中学校→花輪高校→日本大学
（2年） ④日本大学

選手
高尾 康平
（たかお こうへい） 男
①昭和60年 4月13日（21
歳） ②富山県 ③上滝中学
校→雄山高校→早稲田大学
（3年） ④早稲田大学

選手
森山 隆史
（もりやま たかし） 男
①昭和 60 年 1月 9日（22
歳） ②新潟県 ③川口中
学校→小千谷高校→日本大学
（4年） ④日本大学

コーチ
石田 耕也
（いしだ こうや） 男
①昭和17年 5月21日（64
歳） ②北海道 ③松ヶ枝中
学校→小樽千秋高校→同志
社大学 ④エム・アイ・シー・
テクノ㈱

スキー／ノルディック複合 Nordic Combined

選手（Athletes） 小計（Subtotal）役員（Officials） 合計（Total）

男子（Male） 女子（Female）
4 2 6

4 0
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コーチ
金山 忠司
（かなやま ただし） 男
①昭和37年 9月28日（44
歳） ②富山県 ③滑川中学
校→新井高校→神奈川大学
④金山石材店

選手
深見 将志
（ふかみ まさし） 男
①昭和 59 年 4月 7日（22
歳） ②神奈川県 ③城山中
学校→日大藤沢高校→日本大
学（4年） ④日本大学

選手
家根谷 依里
（やねたに えり） 女
①昭和 59 年 6月 7日（22
歳） ②兵庫県 ③大原中学
校→クラーク記念高校→北海
道東海大学（4年） ④北海
道東海大学

選手
宮原 明里
（みやはら あかり） 女
①昭和60年 8月12日（21
歳） ②北海道 ③小清水中
学校→旭川竜谷高校→北海
道東海大学（3年） ④北海
道東海大学

選手
宮武 祥子
（みやたけ しょうこ） 女
①昭和 62 年 3月 3日（19
歳） ②北海道 ③登別市立
緑陽中学校→登別大谷高校 
浅井学園大学（2年） ④浅
井学園大学

コーチ
宮嶋 啓
（みやじま ひろし） 男
①昭和18年 7月14日（63
歳） ②北海道 ③青園中学
校→小樽潮陵高校→早稲田
大学 ④NPO法人日本ジュ
ニアゴルフファーズ育成協議
会

スキー／スノーボード Snowboard

選手（Athletes） 小計（Subtotal）役員（Officials） 合計（Total）

男子（Male） 女子（Female）
4 2 6

1 3
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監督
青柳 徹
（あおやなぎ とおる） 男
①昭和43年 4月12日（38
歳） ②北海道 ③釧路景雲
中学校→釧路短期大学附属
高校→日本体育大学→筑波
大学大学院 ④日本体育大
学女子短期大学部 ⑤専任
コーチ・ナショナルコーチアカ
デミー部会員

コーチ
結城 匡啓
（ゆうき まさひろ） 男
①昭和40年 4月22日（41
歳） ②北海道 ③網走市立
第二中学校→網走南ヶ丘高校
→筑波大学→筑波大学院
④信州大学教育学部 ⑤情
報・医・科学専門委員

コーチ
黒岩 敏幸
（くろいわ としゆき） 男
①昭和44年 2月27日（37
歳） ②群馬県 ③嬬恋西中
学校→嬬恋高校→日本大学
④黒岩水道設備 ⑥スケー

トコーチ

ドクター
油井 直子
（ゆい なおこ） 女
①昭和41年 11月6日（40
歳） ②長野県 ③臼田中学
校→野沢北高校→北里大学
④東京慈恵会医科大学附

属病院 ⑥スポーツドクター

トレーナー
鹿野 里美
（しかの さとみ） 女
①昭和52年 1月26日（29
歳） ②北海道 ③苫小牧市
立凌雲中学校→苫小牧南高
校→東京女子体育大学→東
京医療専門学校 ④㈱グロー
バルスポーツ医学研究所

選手
土井 槙悟
（どい しんご） 男
①昭和58年 8月23日（23
歳） ②北海道 ③芽室西中
学校→白樺学園→早稲田大
学 ④医療法人社団 博愛
会 開西病院

選手
和田 禎嗣
（わだ よしつぐ） 男
①昭和60年 4月11日（21
歳） ②北海道 ③弟子屈
中学校→標茶高校→日本大学
（3年） ④日本大学

選手
太田 明生
（おおた あきお） 男
①昭和 59 年 9月 3日（22
歳） ②北海道 ③網走市立
第五中学校→池田高校→明
治大学（4年） ④明治大学

スケート／スピード・スケート Speed Skating

選手（Athletes） 小計（Subtotal）役員（Officials） 合計（Total）

男子（Male） 女子（Female）
20 5 25

10 10

選手
上田 志樹
（うえだ しき） 男
①昭和61年 7月25日（20
歳） ②北海道 ③中西別中
学校→白樺学園→明治大学
（2年） ④明治大学

選手
鈴木 暢
（すずき とおる） 男
①昭和58年 5月16日（23
歳） ②長野県 ③臼田中学
校→佐久長聖高校→日本大
学 ④㈶群馬県体育協会
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選手
大峠 誠太朗
（おおとうげ せいたろう） 男
①昭和59年 5月31日（22
歳） ②岩手県 ③滝沢第二
中学校→盛岡農業高校→明
治大学（4年） ④明治大学

選手
飯山 泰行
（いいやま やすゆき） 男
①昭和60年10月24日（21
歳） ②北海道 ③浦幌中学
校→白樺学園→明治大学（2
年） ④明治大学

選手
若林 大季
（わかばやし だいき） 男
①昭和62年 9月29日（19
歳） ②栃木県 ③日光東中
学校→日光高校→早稲田大学
（1年） ④早稲田大学

選手
森 哲平
（もり てっぺい） 男
①昭和59年 7月29日（22
歳） ②北海道 ③鵡川中学
校→苫小牧工業高校→東洋
大学（4年） ④東洋大学

選手
黒澤 文恵
（くろさわ ふみえ） 女
①昭和 60 年 9月 1日（21
歳） ②北海道 ③中標津広
陵中学校→池田高校→日本
体育大学（3年） ④日本体
育大学

選手
河田 智子
（かわだ ともこ） 女
①昭和59年 11月7日（22
歳） ②北海道 ③音更町立
駒場中学校→白樺学園→信
州大学（3年） ④信州大学

選手
住吉 都
（すみよし みやこ） 女
①昭和62年 3月19日（19
歳） ②北海道 ③釧路武佐
中学校→釧路北陽高校→信
州大学（2年） ④信州大学

選手
石田 誌保
（いしだ しほ） 女
①昭和61年 3月25日（20
歳） ②北海道 ③豊頃中学
→池田高校→山梨学院大学
（3年） ④山梨学院大学

選手
佐藤 宝
（さとう たから） 女
①昭和59年 9月20日（22
歳） ②秋田県 ③飯島中学
校→秋田中央高校→秋田大学
（4年） ④秋田大学

選手
榛 伸悟
（はしばみ しんご） 男
①昭和 62 年 5月 6日（19
歳） ②北海道 ③標茶町立
虹別中学校→標茶高校→日
本体育大学（1年） ④日本
体育大学

選手
小平 奈緒
（こだいら なお） 女
①昭和61年 5月26日（20
歳） ②長野県 ③茅野北部
中学校→伊那西高校→信州
大学（2年） ④信州大学

選手
藤村 祥子
（ふじむら しょうこ） 女
①昭和62年 4月26日（19
歳） ②北海道 ③美幌町立
美幌中学校→白樺学園→日
本体育大学（1年） ④日本
体育大学
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選手
小松 美樹
（こまつ みき） 女
①昭和61年 10月5日（20
歳） ②長野県 ③上諏訪中
学校→東海大学第三高校→
日本体育大学（2年） ④日
本体育大学

選手
川崎 みなみ
（かわさき みなみ） 女
①昭和62年 3月12日（19
歳） ②北海道 ③別海中央
中学校→白樺学園高校→日
本体育大学（2年） ④日本
体育大学

選手
名取 英理
（なとり えり） 女
①昭和60年 9月23日（21
歳） ②長野県 ③永明中学
→東海大第三高校→山梨学
院大学（3年） ④山梨学院
大学
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スケート／フィギュアスケート Figure Skating

選手（Athletes） 小計（Subtotal）役員（Officials） 合計（Total）

男子（Male） 女子（Female）
8 3 11

4 4

監督
伊東 秀仁
（いとう ひでひと） 男
①昭和 36 年 7月 6日（45
歳） ②北海道 ③日章中学
校→札幌東高校→明治大学
④ジェノスグループ㈱

総務
安藤 美和子
（あんどう みわこ） 女
①昭和35年10月31日（46
歳） ②東京都 ③堀越学園
中等部→堀越学園高等部→
慶應義塾大学 ④㈱バティネ
商会 ⑥スケート上級コーチ

トレーナー
加藤 修
（かとう おさむ） 男
①昭和23年 9月27日（58
歳） ②東京都 ③新宿区立
西戸山中学校→中央大学附
属高校→専修大学 ④オー
ケートレーナーズルーム ⑤
専任情報・科学スタッフ ⑥
アスレティックトレーナー

選手
髙橋 大輔
（たかはし だいすけ） 男
①昭和61年 3月16日（20
歳） ②岡山県 ③倉敷市立
連島中学校→倉敷翠松高校
→関西大学（3年） ④関西
大学

選手
織田 信成
（おだ のぶなり） 男
①昭和62年 3月25日（19
歳） ②大阪府 ③高槻市立
第二中学校→阿武野高校→
関西大学（2年） ④関西大
学

選手
神崎 範之
（かんざき のりゆき） 男
①昭和57年12月12日（24
歳） ②大阪府 ③長尾中学
校→四条畷高校→京都大学
→京都大学大学院（1年）
④京都大学大学院

選手
安藤 美姫
（あんどう みき） 女
①昭和62年12月18日（19
歳） ②愛知県 ③名古屋市
立城山中学校→中京大学附
属中京高校→中京大学（1
年） ④トヨタ自動車㈱

選手
梅谷 友紀
（うめたに ゆうき） 女
①昭和59年 6月23日（22
歳） ②兵庫県 ③松蔭中学
校→松蔭高校→関西学院大学
（4年） ④関西学院大学

選手
鈴木 明子
（すずき あきこ） 女
①昭和60年 3月28日（21
歳） ②愛知県 ③名古屋経
済大学高蔵中学校→名古屋
経済大学高蔵高校→東北福
祉大学（4年） ④東北福祉
大学

選手
坂頂 みなみ
（さかちょう みなみ） 女
①昭和59年 4月23日（22
歳） ②大阪府 ③八戸市立
湊中学校→八戸工業大学第
二高校→八戸工業大学（4
年） ④八戸工業大学
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選手
坂頂 達也
（さかちょう たつや） 男
①昭和58年 3月11日（23
歳） ②大阪府 ③八戸市立
湊中学校→八戸北高校→八
戸工業大学→八戸工業大学
大学院（2年） ④八戸工業
大学大学院
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コーチ
杉尾 憲一
（すぎお けんいち） 男
①昭和38年 1月25日（43
歳） ②大阪府 ③第三中学
校→大阪貿易学院→愛知学
院大学中退 ④㈱サンコー
⑤ Jr. 強化コーチ ⑥スケー
ト上級コーチ

コーチ
河合 季信
（かわい としのぶ） 男
①昭和42年12月19日（39
歳） ②愛知県 ③御幸山中
学校→瑞陵高校→筑波大学
→筑波大学大学院 ④筑波
大学 ⑤情報戦略部会員
⑥スケート上級コーチ

トレーナー
横田 雅和
（よこた まさかず） 男
①昭和55年 5月24日（26
歳） ②徳島県 ③三加茂中
学校→辻高校→中和医療専
門学校 ④㈱グローバルス
ポーツ医学研究所

選手
藤本 貴大
（ふじもと たかひろ） 男
①昭和60年 3月13日（21
歳） ②熊本県 ③西合志町
中学校→文徳高校→山梨学
院大学（4年） ④山梨学院
大学

スケート／ショートトラック Short Track

選手（Athletes） 小計（Subtotal）役員（Officials） 合計（Total）

男子（Male） 女子（Female）
10 4 14

5 5

選手
吉澤 純平
（よしざわ じゅんぺい） 男
①昭和60年 3月16日（21
歳） ②長野県 ③南牧中学
校→山梨学院大学附属高校
→山梨学院大学（4年） ④
山梨学院大学

選手
伴野 清貴
（ともの きよたか） 男
①昭和59年 3月28日（22
歳） ②長野県 ③佐久中学
校→小海高校→山梨学院大
学 ④南佐久スケート協会

選手
上村 大輔
（うえむら だいすけ） 男
①昭和61年 9月16日（20
歳） ②熊本県 ③梅香中学
校→北陽高校→大阪経済大学
（2年） ④大阪経済大学

選手
三浦 裕
（みうら ゆう） 男
①昭和62年 10月2日（19
歳） ②福岡県 ③柏原中学
校→福翔高校→阪南大学（1
年） ④阪南大学

選手
小澤 美夏
（おざわ みか） 女
①昭和 60 年 8月 9日（21
歳） ②長野県 ③塩尻中
学校→堺女子高校→阪南大学
（3年） ④阪南大学

監督
川上 隆史
（かわかみ たかし） 男
①昭和27年 8月20日（54
歳） ②東京都 ③中央区立
一橋中学校→早稲田実業高
校→早稲田大学 ④山梨学
院大学 ⑥スケート上級コー
チ
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選手
酒井 裕唯
（さかい ゆい） 女
①昭和62年 12月7日（19
歳） ②長野県 ③上諏訪中
学校→岡谷東高校→早稲田
大学（1年） ④早稲田大学

選手
武田 仁美
（たけだ ひとみ） 女
①昭和61年 3月26日（20
歳） ②高知県 ③春日中学
校→堺女子高校→阪南大学
（3年） ④阪南大学

選手
貞包 紘子
（さだかね ひろこ） 女
①昭和61年 5月16日（20
歳） ②愛知県 ③渋川中学
校→高崎健康福祉大学高崎
高校→順天堂大学（2年）
④順天堂大学

選手
小山 友香里
（こやま ゆかり） 女
①昭和63年 2月23日（18
歳） ②神奈川県 ③藤村女
子中学校→藤村女子高校→
日本体育大学（1年） ④日
本体育大学
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監督
鈴木 宣夫
（すずき のりお） 男
①昭和39年 9月10日（42 
歳） ②北海道 ③鳥取中学
校→釧路工業高校 ④王子
製紙㈱

技術スタッフ
加賀 昌一
（かが しょういち） 男
①昭和 46 年 9月 4日（35 
歳） ②青森県 ③八戸第一
中学校→八戸西高校→八戸
大学 ④イクイプメントサポー
ト

トレーナー
金子 知広
（かねこ ともひろ） 男
①昭和54年12月21日（27 
歳） ②茨城県 ③竹園東
中学校→常総学院高校→駿
河台大学→東京リゾート＆ス
ポーツ専門学校 ④㈱Ｒ－ｂｏ
ｄｙ ｐｒｏｊｅｃｔ ⑥アスレティッ
クトレーナー

コーチ
高橋 文洋
（たかはし ふみひろ） 男
①昭和42年 1月25日（39 
歳） ②北海道 ③釧路北中
学校→釧路工業高校 ④㈱プ
リンスホテル

アイスホッケー Ice Hockey

選手（Athletes） 小計（Subtotal）役員（Officials） 合計（Total）

男子（Male） 女子（Female）
22 5 27

22 ̶

選手
有吉 祐哉
（ありよし ゆうや） 男
①昭和 62 年 5月 6日（19 
歳） ②北海道 ③羊ヶ丘中
学校→駒澤大学付属苫小牧
高校→中央大学（1年） ④
中央大学

選手
南 亮太
（みなみ りょうた） 男
①昭和60年10月23日（21 
歳） ②北海道 ③光洋中学
校→駒澤大学付属苫小牧高
校→中央大学（3年） ④中
央大学

選手
今村 雄太朗
（いまむら ゆうたろう） 男
①昭和60年 3月25日（21 
歳） ②北海道 ③明野中学
校→駒澤大学付属苫小牧高
校→東洋大学（4年） ④東
洋大学

選手
小窪 秀尚
（こくぼ ひでなお） 男
①昭和61年11月28日（20 
歳） ②北海道 ③鳥取中
学校→武修館高校→東洋大学
（2年） ④東洋大学

選手
今城 和智
（いまじょう かずとも） 男
①昭和62年 3月11日（19 
歳） ②北海道 ③幕別中学
校→清水高校→中央大学（2
年） ④中央大学

ドクター
石田 浩之
（いしだ ひろゆき） 男
①昭和 37 年 7月 7日（44 
歳） ②東京都 ③慶應義塾
普通部→慶應義塾高校→慶
應義塾大学 ④慶應義塾大
学病院スポーツクリニック
⑥スポーツドクター

ア
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選手
浅利 拓
（あさり たく） 男
①昭和59年 7月15日（22 
歳） ②北海道 ③緑陵中学
校→駒澤大学付属苫小牧高
校→明治大学（4年） ④明
治大学

選手
浅利 拡
（あさり かく） 男
①昭和60年12月23日（21 
歳） ②北海道 ③緑陵中学
校→駒澤大学付属苫小牧高
校→明治大学（3年） ④明
治大学

選手
上野 拓紀
（うえの ひろき） 男
①昭和 61 年 4月 8日（20 
歳） ②長野県 ③犀陵中学
校→武修館高校→早稲田大学
（2年） ④早稲田大学

選手
菊池 恭平
（きくち きょうへい） 男
①昭和59年 4月13日（22 
歳） ②北海道 ③小中野中
学校→駒澤大学付属苫小牧
高校→明治大学（4年） ④
明治大学

選手
石川 貴章
（いしかわ たかあき） 男
①昭和61年 11月6日（20 
歳） ②北海道 ③鳥取中学
校→武修館高校→法政大学
（2年） ④法政大学

選手
酒井 大輔
（さかい だいすけ） 男
①昭和62年 2月27日（19 
歳） ②長野県 ③犀陵中学
校→長野工業高校→東洋大学
（2年） ④東洋大学

選手
坂上 太希
（さかがみ もとき） 男
①昭和62年 8月14日（19 
歳） ②北海道 ③鳥取中学
校→釧路工業高校→東洋大学
（1年） ④東洋大学

選手
芳賀 陽介
（はが ようすけ） 男
①昭和 61 年 9月 5日（20 
歳） ②北海道 ③美原中学
校→釧路工業高校→東洋大学
（2年） ④東洋大学

選手
大澤 卓也
（おおさわ たくや） 男
①昭和59年 6月12日（22 
歳） ②北海道 ③和光中学
校→駒澤大学付属苫小牧高
校→法政大学（4年） ④法
政大学

選手
貞宗 謙太郎
（さだむね けんたろう） 男
①昭和 61 年 6月 4日（20 
歳） ②北海道 ③美原中
学校→埼玉栄高校→法政大学
（2年） ④法政大学

選手
山田 佑哉
（やまだ ゆうや） 男
①昭和59年 7月24日（22 
歳） ②北海道 ③和光中学
校→白樺学園高校→法政大学
（4年） ④法政大学

選手
牧口 祐太
（まきぐち ゆうた） 男
①昭和61年10月11日（20 
歳） ②北海道 ③美原中学
校→駒澤大学付属苫小牧高
校→法政大学（2年） ④法
政大学
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選手
金子 亮介
（かねこ りょうすけ） 男
①昭和62年 4月11日（19 
歳） ②愛知県 ③柳沢中学
校→駒澤大学付属苫小牧高
校→早稲田大学（1年） ④
早稲田大学

選手
小川 勝也
（おがわ かつや） 男
①昭和60年 8月23日（21 
歳） ②北海道 ③明野中学
校→駒澤大学付属苫小牧高
校→早稲田大学（3年） ④
早稲田大学

選手
久慈 修平
（くじ しゅうへい） 男
①昭和62年 4月27日（19 
歳） ②北海道 ③明野中学
校→駒澤大学付属苫小牧高
校→早稲田大学（1年） ④
早稲田大学

選手
久保 直也
（くぼ なおや） 男
①昭和 60 年 8月 4日（21 
歳） ②北海道 ③啓北中学
校→駒澤大学付属苫小牧高
校→早稲田大学（3年） ④
早稲田大学

選手
橋場 亮
（はしば りょう） 男
①昭和 61 年 5月 6日（20 
歳） ②北海道 ③明野中学
校→駒澤大学付属苫小牧高
校→早稲田大学（2年） ④
早稲田大学
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監督
小泉 進
（こいずみ すすむ） 男
①昭和22年12月21日（59
歳） ②長野県 ③北部中学
校→諏訪実業高校 ④バブン
珈琲店

コーチ
長岡 はと美
（ながおか はとみ） 女
①昭和28年 3月23日（53
歳） ②東京都 ③軽井沢中
学校→小諸高校 ④長岡鉄
工㈱ ⑤Jr. 強化コーチ

選手
両角 友佑
（もろずみ ゆうすけ） 男
①昭和60年 1月16日（22
歳） ②長野県 ③軽井沢中
学校→岩村田高校→金沢大学
（4年） ④金沢大学

選手
荻原 諒
（おぎはら りょう） 男
①昭和62年 1月14日（20
歳） ②長野県 ③軽井沢中
学校→軽井沢高校→長野大学
（2年） ④長野大学

選手
山口 剛史
（やまぐち つよし） 男
①昭和59年11月21日（22
歳） ②北海道 ③落合中
学校→富良野高校→青森大学
（4年） ④青森大学

選手
佐藤 正徳
（さとう まさのり） 男
①昭和61年 3月27日（20
歳） ②長野県 ③軽井沢中
学校→佐久長聖高校→東京
理科大学（3年） ④東京理
科大学

選手
清水 徹郎
（しみず てつろう） 男
①昭和63年 2月10日（18
歳） ②長野県 ③軽井沢中
学校→軽井沢高校→駿河台
大学（1年） ④駿河台大学

コーチ
阿部 晋也
（あべ しんや） 男
①昭和 55 年 1月 6日（27
歳） ②北海道 ③常呂中学
校→網走南ヶ丘高校 ④青
森県カーリング協会 ⑤専任
コーチ

カーリング Curling

選手（Athletes） 小計（Subtotal）役員（Officials） 合計（Total）

男子（Male） 女子（Female）
10 4 14

5 5

トレーナー
髙橋 小夜利
（たかはし さより） 女
①昭和 47 年 7月 7日（34
歳） ②京都府 ③八軒中学
校→手稲高校→札幌医科大
学衛生短期大学部 ④国立
スポーツ科学センター

選手
目黒 萌絵
（めぐろ もえ） 女
①昭和59年11月20日（22
歳） ②北海道 ③南富良野
町立落合中学校→富良野高
校→弘前大学（4年） ④弘
前大学
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選手
本橋 麻里
（もとはし まり） 女
①昭和61年 6月10日（20
歳） ②北海道 ③常呂中学
校→常呂高校→青森明の星
短期大学（2年） ④青森明
の星短期大学

選手
山浦 麻葉
（やまうら まよ） 女
①昭和59年 4月29日（22
歳） ②長野県 ③御代田中
学校→長野工業高等専門学
校→群馬大学（4年） ④群
馬大学

選手
余湖 明日香
（よご あすか） 女
①昭和 58 年 5月 5日（23
歳） ②北海道 ③恵北中学
校→札幌開成高校→北海道
大学（4年） ④北海道大学

選手
寺田 桜子
（てらだ さくらこ） 女
①昭和59年 5月17日（22
歳） ②北海道 ③南富良野
町立落合中学校→旭川北高
校→青森公立大学（4年）
④青森公立大学
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アディッショナルオフィシャル Additional Official

合計（Total）

12

アルペンスキー／技術スタッフ
河西 豊光
（かさい とよみつ） 男
①昭和48年 6月12日（33
歳） ②埼玉県 ③成城学園
中等部→成城学園高等部→
日本大学 ④石打プロスキー
スクール

アルペンスキー／技術スタッフ
川口 城二
（かわぐち じょうじ） 男
①昭和 49 年 4月 2日（32
歳） ②北海道 ③啓北中学
校→東海大四高校→北海道
東海大学 ④㈶全日本スキー
連盟

スノーボード／ドクター
鷲見 靖彦
（すみ やすひこ） 男
①昭和17年 9月22日（64
歳） ②岐阜県 ③武蔵野第
三中学校→日大第二高校→日
本大学 ④特定医療法人
白鳳会鷲見病院

スノーボード／コーチ
請川 博一
（うけがわ ひろいち） 男
①昭和 36 年 3月 4日（45
歳） ②北海道 ③旭川光陽
中学校→旭川工業高校 ④㈲
レイブプロジェクト

フィギュアスケート／コーチ
長光 歌子
（ながみつ うたこ） 女
①昭和26年 3月23日（55
歳） ②兵庫県 ③市立生田
中学校→芦屋高校→武庫川
女子大学中退 ④関西大学
アイスアリーナ ⑥スケー

ト上級コーチ・教師

フィギュアスケート／コーチ
織田 憲子
（おだ のりこ） 女
①昭和22年 5月27日（59
歳） ②大阪府 ③大阪市立
相生中学校→大阪女学院→
追手門学院大学 ④関西大
学 スケート部 ⑥スケート
コーチ・教師

フィギュアスケート／コーチ
濱田 美栄
（はまだ みえ） 女
①昭和34年10月29日（47
歳） ②京都府 ③藤森中学
校→日吉ヶ丘高校→同志社大
学 ⑤Jr. 強化コーチ

フィギュアスケート／コーチ
Nikolay Morozov
（モロゾフ ニコライ） 男
①昭和50年12月17日（31
歳） ②ロシア ③ Mogifk 
Univ. ④インターナショナ
ル・スケーティングオブコネ
ティカット

フィギュアスケート／コーチ
長久保 裕
（ながくぼ ひろし） 男
①昭和21年12月14日（60
歳） ②山梨県 ③山梨大学
附属中学校→甲府第一高校 
→日本大学 ④邦和スポーツ
ランド ⑥スケート上級コー
チ・教師

クロスカントリー／技術スタッフ
Stefano Gisafi
（ステファノ ギサフィ） 男
①昭和45年 5月23日（36
歳） ②イタリア
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フィギュアスケート／コーチ
中野 園子
（なかの そのこ） 女
①昭和27年10月16日（54
歳） ②兵庫県 ③魚崎中学
校→葺合高校→日本大学
④日本フィギュアインストラク
ター協会 ⑥スケートコーチ・
教師

フィギュアスケート／コーチ
佐藤 紀子
（さとう のりこ） 女
①昭和34年 5月26日（47
歳） ②東京都 ③女子聖学
院→女子聖学院→日本大学
④新横浜プリンスホテル

スケートセンター ⑥スケート
教師
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帯同審判 Accompanying Referees and Judges

合計（Total）

5

フィギュアスケート／帯同審判
吉澤 昭
（よしざわ あきら） 男
①昭和24年 1月16日（58
歳） ②東京都 ③練成中学
校→明治高校→明治大学

ショートトラック／帯同審判
遊磨 正秀
（ゆうま まさひで） 男
①昭和29年 3月30日（52
歳） ②山口県 ③甲陽学院
中学校→甲陽学院高校→京
都大学 ④龍谷大学

アイスホッケー／帯同審判
市川 俊介
（いちかわ しゅんすけ） 男
①昭和53年 4月20日（28 
歳） ②北海道 ③光洋中学
校→苫小牧工業高校 ④王
子製紙㈱

アイスホッケー／帯同審判
Kimmo Olav i  
Hokkanen
（ホッカネン） 男
①昭和42年 5月20日（40
歳） ②フィンランド

フィギュアスケート／帯同審判
福留 富枝
（ふくどめ とみえ） 女
①昭和26年 6月30日（55
歳） ②福岡県 ③響南中学
校→若松高校→九州女子短
期大学
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