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Headquarters
本  部

本  

部

団長
鈴木  惠一
（すずき  けいいち）　男
①昭和17年11月10日（69歳）
②北海道　③道立苫小牧工業
高校（北海道）→明治大学　　
④㈶日本スケート連盟　⑦評
議員、選手強化本部常任委員、
強化育成専門委員会委員、㈶
日本スケート連盟副会長

本部役員
柳谷  直哉
（やなぎや  なおや）　男
①昭和40年4月9日（45歳）
②青森県　③県立青森高校（青
森県）→中央大学　④㈶日本
オリンピック委員会

本部役員
脇本  昌樹
（わきもと  まさき）　男
①昭和54年3月7日（31歳）
②北海道　③道立札幌月寒高
校（北海道）→仙台大学→仙台
大学大学院　④㈶日本オリン
ピック委員会

メディカルスタッフ／ドクター
渡邉  耕太
（わたなべ  こうた）　男
①昭和42年6月9日（43歳）
②北海道　③道立苫小牧東高
校（北海道）→札幌医科大学　
④札幌医科大学　⑦医学サポ
ート部会部会員　⑧スポーツ
ドクター

メディカルスタッフ／ドクター
中村  格子
（なかむら  かくこ）　女
①昭和41年9月13日（44歳）
②岩手県　③県立横浜緑ヶ丘
高校（神奈川県）→横浜市立大
学→横浜市立大学大学院　　
④国立スポーツ科学センター
クリニック　⑦医学サポート
部会部会員　⑧スポーツドク
ター

本部役員
渡辺  稔一
（わたなべ  としかず）　男
①昭和55年5月9日（33歳）
②東京都　③都立竹早高校（東
京都）→早稲田大学　④㈶日
本オリンピック委員会

輸送担当
清水  祐一
（しみず  ゆういち）　男
①昭和50年8月13日（35歳）
②埼玉県　③私立正智深谷高
校（埼玉県）→東京外語専門学
校　④西鉄旅行㈱

輸送担当
近藤  智彦
（こんどう  ともひこ）　男
①昭和53年2月20日（32歳）
②長崎県　③私立大分東明高
校（大分県）→西南学院大学　
④西鉄旅行㈱

輸送担当
小松  久恵
（こまつ  ひさえ）　女
①昭和58年11月1日（27歳）
②東京都　③県立竹園高校（茨
城県）→横浜市立大学　④西
鉄旅行㈱

男子選手 女子選手 役  員 合  計

− − 9名 9名
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Skiing
スキー

ス
キ
ー
／
ア
ル
ペ
ン

男子選手 女子選手 役  員 合  計

6名 6名 4名 16名

スキー／アルペン
Alpine Skiing

監督
神崎  信彦
（かんざき  のぶひこ）　男
①昭和35年1月7日（51歳）
②栃木県　③県立日光高校（栃
木県）→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（49歳）
②北海道　③私立北照高校（北
海道）→日本体育大学　④東
海大学

トレーナー
飯島  庸一
（いいじま  よういち）　男
①昭和39年6月19日（46歳）
②神奈川県　③船橋市立船橋
高校（千葉県）→日本体育大学     
④S-CHALLENGE Works, Inc.     
⑧アスレティックトレーナー

トレーナー
澤野  博
（さわの  ひろし）　男
①昭和45年1月16日（41歳）
②神奈川県　③私立関東学院
六浦高校（神奈川県）→日本体
育大学　④ユニット

選手
松本  勲人
（まつもと  いさと）　男
①昭和62年2月8日（23歳）
②長野県　③白馬村立白馬中
学校（長野県）→県立白馬高校
（長野県）→法政大学　④白馬
村スキークラブ　⑤182cm　
⑥86kg

選手
大越  龍之介
（おおこし  りゅうのすけ）　男
①昭和63年11月29日（22歳）
②北海道　③倶知安町立倶知
安中学校（北海道）→私立東海
大学付属第四高校（北海道）→
東海大学（4年）　④東海大学     
⑤175cm　⑥79kg

選手
高澤  伸
（たかざわ  しん）　男
①平成元年2月16日（21歳）
②北海道　③滝川市立開西中
学校（北海道）→道立歌志内高
校（北海道）→専修大学（4年）     
④専修大学　⑤176cm
⑥85kg

選手
及川  貴寛
（おいかわ  たかひろ）　男
①平成元年3月28日（21歳）
②北海道　③富良野市立富良
野東中学校（北海道）→私立札
幌第一高校（北海道）→中央大
学（4年）　④中央大学
⑤174cm　⑥75kg

チームリーダー
佐々木  貞昭
（ささき  さだあき）　男
①昭和16年10月16日（69歳）
②長野県　③県立飯山南高校
（長野県）→専修大学　④朝日
航洋㈱　⑧スキー上級コーチ
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Alpine Skiing
スキー／アルペン

ス
キ
ー
／
ア
ル
ペ
ン

選手
千重  彩華
（せんじゅう  さいか）　女
①平成2年9月5日（20歳）
②富山県　③上平村立上平中
学校（富山県）→県立雄山高校
（富山県）→日本大学（2年）
④日本大学　⑤158cm
⑥53kg

選手
向川  桜子
（むこうがわ  さくらこ）　女
①平成4年1月20日（19歳）
②秋田県　③横手市立鳳中学
校（秋田県）→県立角館高校（秋
田県）→早稲田大学（1年）
④早稲田大学　⑤161cm
⑥60kg

選手
井出  菜月
（いで  なつき）　女
①平成4年2月24日（18歳）
②北海道　③士別市立朝日中
学校（北海道）→私立双葉高校
（北海道）→法政大学（1年）
④法政大学　⑤156cm
⑥56kg

選手
岡本  乃絵
（おかもと  のえ）　女
①平成4年3月22日（18歳）
②北海道　③富良野市立富良
野東中学校（北海道）→道立富
良野高校（北海道）→東海大学
（1年）　④東海大学
⑤162cm　⑥59kg

選手
小林  大郁
（こばやし  ひろむ）　男
①平成元年8月19日（21歳）
②北海道　③私立立命館慶祥
中学校（北海道）→私立立命館
慶祥高校（北海道）→立命館大
学（3年）　④立命館大学　　
⑤171cm     ⑥72kg

選手
中村  和司
（なかむら  かずし）　男
①平成元年7月10日（21歳）
②秋田県　③小坂町立小坂中
学校（秋田県）→県立花輪高校
（秋田県）→法政大学（3年）
④法政大学　⑤169cm
⑥75kg

選手
水口  かおり
（みずくち  かおり）　女
①昭和63年5月16日（22歳）
②富山県　③平村立平中学校
（富山県）→私立富山第一高校
（富山県）→早稲田大学（4年）
④早稲田大学　⑤163cm
⑥57kg

選手
金子  未里
（かねこ  みさと）　女
①昭和63年9月27日（22歳）
②秋田県　③大仙市立大曲中
学校（秋田県）→県立角館高校
（秋田県）→立命館大学（4年）     
④立命館大学　⑤163cm　　
⑥56kg
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Cross Country Skiing
スキー／クロスカントリー

ス
キ
ー
／
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー

男子選手 女子選手 役  員 合  計

5名 4名 3名 12名

監督
高橋  光二
（たかはし  こうじ）　男
①昭和27年10月29日（58歳）
②京都府　③府立宮津高校（京
都府）→同志社大学　④㈱日
の丸　⑧スキーコーチ

コーチ
江川  淳
（えがわ  あつし）　男
①昭和41年4月5日（44歳）
②北海道　③道立倶知安農業
高校（北海道）→近畿大学　　
④㈱エムエースポーツサービ
ス

選手
レンティング  陽  サミュエル
（レンティング  あきら  サミュエル）　男
①平成2年8月11日（20歳）
②東京都　③信濃町立信濃中
学校（長野県）→県立飯山北高
校（長野県）→早稲田大学（2年）     
④早稲田大学　⑤182cm
⑥77kg

選手
柏原  暢仁
（かしわばら  のぶひと）　男
①昭和63年8月13日（22歳）
②長野県　③白馬村立白馬中
学校（長野県）→県立飯山南高
校（長野県）→早稲田大学（4年）     
④早稲田大学　⑤176cm　　
⑥71kg

選手
立崎  幹人
（たちざき  みきと）　男
①昭和63年5月17日（22歳）
②青森県　③十和田湖町立（現
十和田市立）十和田湖中学校
（青森県）→県立野辺地高校（青
森県）→早稲田大学（4年）
④早稲田大学　⑤170cm
⑥67kg

選手
小山内  優太
（おさない  ゆうた）　男
①平成元年4月10日（21歳）
②新潟県　③妙高村立妙高中
学校（新潟県）→県立新井高校
（新潟県）→早稲田大学（3年）
④早稲田大学　⑤169cm
⑥70kg

選手
吉田  悠真
（よしだ  ゆうま）　男
①平成2年10月28日（20歳）
②北海道　③旭川市立神居東
中学校（北海道）→道立北海道
和寒高校（北海道）→日本大学
（2年）   ④日本大学   ⑤163cm     
⑥54kg

選手
古谷  沙理
（ふるや  さり）　女
①平成2年5月25日（20歳）
②北海道　③道立倶知安中学
校（北海道）→北海道倶知安高
校（北海道）→早稲田大学（2年）     
④早稲田大学　⑤166cm
⑥61kg

選手
本山  育未
（もとやま  いくみ）　女
①平成2年9月12日（20歳）
②新潟県　③十日町市立松之
山中学校（新潟県）→県立小出
高校（新潟県）→早稲田大学（2
年）   ④早稲田大学   ⑤167cm     
⑥55kg

選手
笠原  千裕
（かさはら  ちひろ）　女
①昭和63年10月4日（22歳）
②群馬県　③片品村立片品中
学校（群馬県）→県立沼田女子
高校（群馬県）→日本大学（4年）     
④日本大学　⑤157cm
⑥52kg

選手／旗手
安部  梨沙
（あべ  りさ）　女
①昭和63年7月4日（22歳）
②新潟県　③津南町立津南中
学校（新潟県）→県立津南高校
（新潟県）→日本大学（4年）
④日本大学　⑤162cm
⑥52kg

コーチ
藤本  豊久
（ふじもと  とよひさ）　男
①昭和41年6月25日（44歳）
②青森県　③私立東奥義塾高
校（青森県）→中央大学　④フ
ジトヨ
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Ski Jumping
スキー／ジャンプ

ス
キ
ー
／
ジ
ャ
ン
プ

男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 2名 2名 8名

コーチ
小川  孝博
（おがわ  たかひろ）　男
①昭和41年6月20日（44歳）
②北海道　③余市高校（北海
道）→札幌大学　④札幌環境
サービス㈱　⑧スポーツプロ
グラマー

コーチ
富井  彦
（とみい  げん）　男
①昭和48年5月30日（37歳）
②北海道　③県立下高井農林
高校（長野県）→早稲田大学　
④札幌国際ビル㈱

選手
細田  将太郎
（ほそだ  しょうたろう）　男
①平成3年12月2日（19歳）
②北海道　③札幌市立宮の森
中学校（北海道）→私立北海高
校（北海道）→北翔大学（1年）     
④北翔大学　⑤182cm
⑥64kg

選手
原田  侑武
（はらだ  ゆうむ）　男
①平成2年9月15日（20歳）
②北海道　③私立札幌光星中
学校（北海道）→私立札幌光星
高校（北海道）→早稲田大学（2
年）   ④早稲田大学   ⑤174cm     
⑥60kg

選手
鈴木  翔
（すずき  しょう）　男
①平成2年4月20日（20歳）
②北海道　③札幌市手稲中学
校（北海道）→私立北照高校（北
海道）→旭川大学（2年）　④旭
川大学　⑤161cm　⑥51kg

選手
渡部  弘晃
（わたなべ  ひろあき）　男
①平成3年9月18日（19歳）
②北海道　③岩見沢市立緑中
学校（北海道）→私立札幌日本
大学高校（北海道）→日本大学
（1年）   ④日本大学   ⑤177cm     
⑥62kg

選手
平山  友梨香
（ひらやま  ゆりか）　女
①平成2年11月16日（20歳）
②北海道　③札幌市立上野幌
中学校（北海道）→私立北海道
尚志学園高校（北海道）→北翔
大学（2年）　④北翔大学
⑤155cm　⑥48kg

選手
澤谷  夏花
（さわや  なつか）　女
①平成元年6月17日（21歳）
②北海道　③余市町立西中学
校（北海道）→道立余市高校（北
海道）→札幌大学（3年）　④札
幌大学　⑤162cm　⑥54kg
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Nordic Combined
スキー／ノルディック複合

ス
キ
ー
／
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
複
合

男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 − 1名 5名

監督
宮嶋  啓
（みやじま  ひろし）　男
①昭和18年7月14日（67歳）
②北海道　③道立潮陵高校（北
海道）→早稲田大学　④日本
ジュニア・ゴルファー育成協
議会　⑧ジュニアスポーツ指
導員

選手
山元  駿
（やまもと  しゅん）　男
①昭和63年7月1日（22歳）
②富山県　③大山町立上滝中
学校（富山県）→県立雄山高校
（富山県）→中央大学（4年）
④中央大学　⑤174cm
⑥64kg

選手
片桐  慧太
（かたぎり  けいた）　男
①平成2年11月12日（20歳）
②長野県　③野沢温泉村立野
沢温泉中学校（長野県）→県立
下高井農林高校（長野県）→早
稲田大学（2年）　④早稲田大
学　⑤174cm　⑥60kg

選手
清水  亜久里
（しみず  あぐり）　男
①平成4年3月9日（18歳）
②新潟県　③妙高市立妙高高
原中学校（新潟県）→県立新井
高校（新潟県）→専修大学（1年）     
④専修大学　⑤172cm
⑥59kg

選手
富井  皓大
（とみい  こうだい）　男
①平成2年5月20日（20歳）
②長野県　③白馬村立白馬中
学校（長野県）→県立飯山南高
校（長野県）→近畿大学（2年）
④近畿大学　⑤166cm
⑥59kg
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Snow Bording
スキー／スノーボード

ス
キ
ー
／
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド

男子選手 女子選手 役  員 合  計

4名 2名 2名 8名

監督
佐々木  峻
（ささき  たかし）　男
①昭和18年6月7日（67歳）
②北海道　③道立札幌東高校
（北海道）→日本体育大学　　
④㈱天山リゾート

技術スタッフ
山本  恭平
（やまもと  きょうへい）　男
①昭和49年5月31日（36歳）
②愛知県　③私立東海高校（愛
知県）→埼玉工業大学　④キ
ャラファクトリー

選手
白川  尊則
（しらかわ  たかみつ）　男
①昭和61年11月14日（24歳）
②愛知県　③名古屋市立植田
中学校（愛知県）→私立中京大
学附属中京高校（愛知県）→中
京大学→中京大学大学院（2年）     
④中京大学大学院　⑤176cm     
⑥85kg

選手
小林  学
（こばやし  まなぶ）　男
①平成元年4月27日（21歳）
②山梨県　③甲府市立南西中
学校（山梨県）→私立山梨学院
大学付属高校（山梨県）→山梨
学院大学（3年）　④山梨学院
大学　⑤170cm　⑥65kg

選手
青野  令
（あおの  りょう）　男
①平成2年5月15日（20歳）
②愛媛県　③松山市立桑原中
学校（愛媛県）→私立城南高校
（愛媛県）→松山大学（2年）
④松山大学　⑤166cm
⑥60kg

選手
藤田  一海
（ふじた  かずうみ）　男
①平成2年7月4日（20歳）
②愛媛県　③西条市立北中学
校（愛媛県）→私立未来高校（愛
媛県）→松山大学（2年）　④松
山大学　⑤169cm　⑥60kg

選手
志鷹  あかり
（したか  あかり）　女
①平成元年12月17日（21歳）
②長野県　③白馬村立白馬中
学校（長野県）→私立共愛学園
高校（群馬県）→中央大学（2年）     
④中央大学　⑤157cm
⑥48kg

選手
宮武  祥子
（みやたけ  しょうこ）　女
①昭和62年3月3日（23歳）
②北海道　③登別市立緑陽中
学校（北海道）→私立登別大谷
高校（北海道）→北翔大学→北
翔大学大学院（2年）　④北翔大
学大学院   ⑤163cm   ⑥55kg



17THE 25th Winter Universiade Erzurum 2011

Figure Skating
スケート／フィギュアスケート

ス
ケ
ー
ト
／
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト

男子選手 女子選手 役  員 合  計

3名 3名 2名 8名

監督
竹内  洋輔
（たけうち  ようすけ）　男
①昭和54年8月15日（31歳）
②東京都　③私立修徳高校（東
京都）→法政大学→日本女子
体育大学大学院　④法政大学     
⑦専任コーチングディレクタ
ージュニアアスリート担当　
⑧スケートコーチ

総務
木下  亜希子
（きのした  あきこ）　女
①昭和51年7月13日（34歳）
②東京都　③私立戸板女子高
校（東京都）→法政大学

選手／主将
織田  信成
（おだ  のぶなり）　男
①昭和62年3月25日（23歳）
②大阪府　③高槻市立第二中
学校（大阪府）→大阪府立阿武
野高校（大阪府）→関西大学（4
年）　④関西大学　⑤164cm     
⑥56kg

選手
村上  大介
（むらかみ  だいすけ）　男
①平成3年1月15日（20歳）
②神奈川県　③Mary P. Henck
中学校（カリフォルニア州）→
私立青森山田高校（青森県）→
青森短期大学（2年）　④青森
短期大学   ⑤165cm   ⑥55kg

選手
近藤  琢哉
（こんどう  たくや）　男
①平成3年9月3日（19歳）
②東京都　③私立慶應義塾中
等部（東京都）→私立慶應義塾
高校（神奈川県）→慶應義塾大
学（1年）　④慶應義塾大学
⑤168cm　⑥63kg

選手
石川  翔子
（いしかわ  しょうこ）　女
①平成2年5月12日（20歳）
②東京都　③八王子市立第七
中学校（東京都）→私立日本橋
女学館高校（東京都）→明治大
学（2年）　④明治大学
⑤166cm　⑥53kg

選手
國分  紫苑
（こくぶん  しおん）　女
①平成3年12月24日（19歳）
②北海道　③札幌市立八軒中
学校（北海道）→私立札幌第一
高校（北海道）→関西大学（1年）     
④関西大学　⑤168cm
⑥51kg

選手
鈴木  真梨
（すずき  まり）　女
①平成3年11月2日（19歳）
②宮城県　③仙台市立住吉台
中学校（宮城県）→私立東北高
校（宮城県）→東北福祉大学（1
年）　④東北福祉大学
⑤162cm　⑥52kg
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Short Track Speed Skating
スケート／ショートトラック

ス
ケ
ー
ト
／
シ
ョ
ー
ト
ト
ラ
ッ
ク

男子選手 女子選手 役  員 合  計

5名 5名 3名 13名

監督
今井  三郎
（いまい  さぶろう）　男
①昭和13年6月11日（72歳）
②長野県　③私立法政高校（神
奈川県）　④相模原スピード
スケートクラブ　⑧スケート
上級コーチ

コーチ
杉尾  憲一
（すぎお  けんいち）　男
①昭和38年1月25日（48歳）
②大阪府　③私立大阪貿易学
院高校（大阪府）→愛知学院大
学　④㈱サンコー　⑧スケー
ト上級コーチ

コーチ
篠原  祐剛
（しのはら  ゆうごう）　男
①昭和53年11月2日（32歳）
②長野県　③私立佐久長聖高
校（長野県）→山梨学院大学　
④山梨学院大学　⑧スケート
コーチ

選手
渡辺  啓太
（わたなべ  けいた）　男
①平成4年3月25日（18歳）
②香川県　③川越市立野田中
学校（埼玉県）→私立聖望学園
高校（埼玉県）→阪南大学（1年）     
④阪南大学　⑤171cm
⑥65kg

選手
三浦  裕
（みうら  ゆう）　男
①昭和62年10月2日（23歳）
②福岡県　③福岡市立柏原中
学校（福岡県）→福岡市立福翔
高校（福岡県）→阪南大学（4年）
④阪南大学　⑤179cm
⑥69kg

選手
小黒  義明
（おぐろ  よしあき）　男
①平成2年8月18日（20歳）
②福岡県　③相模原市立共和
中学校（神奈川県）→神奈川県
立相模原総合高校（神奈川県）
→神奈川大学（2年）　④神奈
川大学　⑤173cm　⑥67kg

選手
世界  明斗
（せかい  みんと）　男
①平成3年9月15日（19歳）
②愛知県　③名古屋市立冨士
中学校（愛知県）→私立中京大
学附属中京高校（愛知県）→中
京大学（1年）　④中京大学
⑤172cm　⑥62kg

選手
田中  翔太郎
（たなか  しょうたろう）　男
①昭和63年7月12日（22歳）
②石川県　③金沢市立清泉中
学校（石川県）→私立山梨学院
大学附属高校（山梨県）→山梨
学院大学（4年）　④山梨学院
大学　⑤169cm　⑥66kg

選手
吉田  麻里絵
（よしだ  まりえ）　女
①平成3年5月26日（19歳）
②岡山県　③私立ノートルダ
ム清心学園清心中学校（岡山
県）→県立岡山操山高校（岡山
県）→慶應義塾大学（1年）　　
④慶應義塾大学　⑤157cm　
⑥55kg

選手
小山  友香里
（こやま  ゆかり）　女
①昭和63年2月23日（22歳）
②神奈川県　③私立井の頭学
園藤村女子中学校（東京都）→
私立井の頭学園藤村女子高校
（東京都）→日本体育大学　　
④マネーコンフォート㈱　　
⑤158cm　⑥54kg

選手
斉藤  仁美
（さいとう  ひとみ）　女
①平成2年7月9日（20歳）
②神奈川県　③相模原市立清
新中学校（神奈川県）→神奈川
県立麻溝台高校（神奈川県）→
神奈川大学（2年）　④神奈川
大学　⑤152cm　⑥48kg

選手
中口  雪絵
（なかぐち  ゆきえ）　女
①平成2年6月5日（20歳）
②大阪府　③高石市立高南中
学校（大阪府）→私立山梨学院
大学附属高校（山梨県）→山梨
学院大学（2年）　④山梨学院
大学　⑤154cm　⑥61kg
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Short Track Speed Skating
スケート／ショートトラック

ス
ケ
ー
ト
／
シ
ョ
ー
ト
ト
ラ
ッ
ク

選手
佐藤  渚
（さとう  なぎさ）　女
①平成2年7月13日（20歳）
②群馬県　③伊勢崎市立伊勢
崎第三中学校（群馬県）→私立
健大高崎高校（群馬県）→神奈
川大学（2年）　④神奈川大学
⑤169cm　⑥53kg
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Ice Hockey 〔Men〕
アイスホッケー 【男子】

ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
【
男
子
】

男子選手 女子選手 役  員 合  計

22名 − 4名 26名

監督
大北  照彦
（おおきた  てるひこ）　男
①昭和50年7月23日（35歳）
②北海道　③私立駒澤大学附
属苫小牧高校（北海道）→法
政大学　④OKITA HOCKEY 
SCHOOL　⑧アイスホッケー
指導員

コーチ
上村  俊二
（かみむら  しゅんじ）　男
①昭和50年6月9日（35歳）
②北海道　③道立北海道釧路
工業高校（北海道）　④王子製
紙㈱　⑧スポーツリーダー

コーチ
任田  大泰
（とうだ  ひろやす）　男
①昭和55年1月13日（31歳）
②北海道　③私立埼玉栄高校
（埼玉県）→東洋大学　④日本
製紙㈱

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（31歳）
②茨城県　③私立常総学院高
校（茨城県）→駿河台大学→東
京リゾート＆スポーツ専門学
校　④㈱R-body project　　
⑧アスレティックトレーナー

選手
金子  亮介
（かねこ  りょうすけ）　男
①昭和62年4月11日（23歳）
②愛知県　③西東京市立柳沢
中学校（東京都）→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㈱　
⑤172cm　⑥74kg

選手
成澤  優太
（なりさわ  ゆうた）　男
①昭和62年4月14日（23歳）
②北海道　③釧路市立北中学
校（北海道）→道立釧路工業高
校（北海道）→東洋大学　④王
子製紙㈱   ⑤178cm   ⑥70kg

選手
篠原  優平
（しのはら  ゆうへい）　男
①平成元年12月25日（21歳）
②北海道　③苫小牧市立和光
中学校（北海道）→Harrington 
College Of Canada→関西大
学（2年）　④関西大学
⑤173cm　⑥73kg

選手
羽刕  銘
（うしゅう  めい）　男
①平成3年5月2日（19歳）
②北海道　③釧路市立青陵中
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（1年）　④早稲田大
学　⑤181cm　⑥76kg

選手
寺尾  裕道
（てらお  ひろみち）　男
①平成元年6月15日（21歳）
②栃木県　③日光市日光東中
学校（栃木県）→私立駒澤大学
附属苫小牧高校（北海道）→早
稲田大学（3年）　④早稲田大
学　⑤173cm　⑥75kg

選手
山田  虎太朗
（やまだ  こたろう）　男
①平成4年1月6日（19歳）
②北海道　③苫小牧市立啓北
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（1年）　④早稲田
大学　⑤184cm　⑥80kg

選手
穂積  潤光
（ほづみ  ひろみつ）　男
①平成2年5月30日（20歳）
②北海道　③釧路市景雲中学
校（北海道）→私立武修館高校
（北海道）→中央大学（2年）
④中央大学　⑤178cm
⑥71kg

選手
水内  直人
（みずうち  なおと）　男
①平成元年8月30日（21歳）
②北海道　③苫小牧市立啓明
中学校（北海道）→私立駒澤大
学附属苫小牧高校（北海道）→
中央大学（3年）　④中央大学
⑤171cm　⑥69kg
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Ice Hockey 〔Men〕Ice Hockey Ice Hockey Ice Hockey Ice Hockey 〔 〕〕
アイスホッケー【男子】

ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
【
男
子
】

選手
秋本  デニス
（あきもと  デニス）　男
①平成3年8月20日（19歳）
②ロシア　③アムール91（ロ
シア）→私立埼玉栄高校（埼玉
県）→東洋大学（1年）　④東洋
大学　⑤179cm　⑥80kg

選手
池田  昇平
（いけだ  しょうへい）　男
①平成2年7月21日（20歳）
②北海道　③苫小牧市立明倫
中学校（北海道）→私立駒澤大
学附属苫小牧高校（北海道）→
東洋大学（2年）　④東洋大学
⑤172cm　⑥75kg

選手
小林  奨
（こばやし  つとむ）　男
①平成2年7月13日（20歳）
②北海道　③釧路市立景雲中
学校（北海道）→私立武修館高
校（北海道）→東洋大学（2年）
④東洋大学　⑤165cm
⑥65kg

選手
佐藤  育也
（さとう  いくや）　男
①昭和63年10月30日（22歳）
②北海道　③釧路市立緑陵中
学校（北海道）→道立釧路工業
高校（北海道）→東洋大学（4年）     
④東洋大学　⑤169cm
⑥78kg

選手
髙見  翼人
（たかみ  よくと）　男
①平成3年8月23日（19歳）
②北海道　③釧路市立青陵中
学校（北海道）→私立駒澤大学
附属苫小牧高校（北海道）→東
洋大学（1年）　④東洋大学
⑤173cm　⑥70kg

選手
春田  啓和
（はるた  ひろかず）　男
①平成2年9月15日（20歳）
②青森県　③札幌市立北陽中
学校（北海道）→私立北海高校
（北海道）→東洋大学（2年）　
④東洋大学　⑤174cm
⑥77kg

選手
江端  勇人
（えばた  はやと）　男
①昭和62年8月17日（23歳）
②北海道　③釧路市立東中学
校（北海道）→道立釧路江南高
校（北海道）→明治大学　④日
本製紙㈱   ⑤175cm   ⑥75kg

選手
蛯名  正博
（えびな  まさひろ）　男
①昭和62年11月24日（23歳）
②青森県　③八戸市立第一中
学校（青森県）→私立八戸工業
大学第一高校（青森県）→東洋
大学　④日本製紙㈱
⑤180cm　⑥80kg

選手
坂上  太希
（さかがみ  もとき）　男
①昭和62年8月14日（23歳）
②北海道　③釧路市立鳥取中
学校（北海道）→道立釧路工業
高校（北海道）→東洋大学　　
④日本製紙㈱　⑤175cm
⑥78kg

選手
岩槻  翔悟
（いわつき  しょうご）　男
①平成4年1月10日（19歳）
②北海道　③苫小牧市立啓明
中学校（北海道）→私立埼玉栄
高校（埼玉県）→法政大学（1年）     
④法政大学　⑤170cm
⑥68kg

選手
村上  亮
（むらかみ  りょう）　男
①平成3年9月3日（19歳）
②北海道　③苫小牧市立啓北
中学校（北海道）→私立駒澤大
学附属苫小牧高校（北海道）→
法政大学（1年）　④法政大学
⑤169cm　⑥73kg

選手
山田  淳哉
（やまだ  じゅんや）　男
①平成3年11月7日（19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）→法政大学（1
年）　④法政大学　⑤170cm     
⑥71kg
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Ice Hockey 〔Men〕Ice Hockey Ice Hockey Ice Hockey Ice Hockey 〔〔〔 〕
アイスホッケー【男子】

ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
【
男
子
】

選手
牛来  拓都
（ごらい  たくと）　男
①平成3年3月20日（19歳）
②北海道　③札幌市立藻岩中
学校（北海道）→私立北海高校
（北海道）→明治大学（2年）
④明治大学　⑤174cm
⑥75kg

選手
本野  亮介
（もとの  りょうすけ）　男
①平成2年5月2日（20歳）
②群馬県　③日光市立東中学
校（栃木県）→道立清水高校（北
海道）→明治大学（2年）　④明
治大学　⑤178cm　⑥70kg
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Biathlon
バイアスロン

バ
イ
ア
ス
ロ
ン

男子選手 女子選手 役  員 合  計

1名 − 1名 2名

監督
滝澤  健
（たきざわ  けん）　男
①昭和24年7月22日（61歳）
②福島県　③県立保原高校（福
島県）→長崎造船大学　④㈱
富山県産業高度化センター　
⑧ライフル射撃コーチ、バイ
アスロンコーチ

選手
嶋田  将樹
（しまだ  まさき）　男
①昭和62年4月22日（23歳）
②富山県　③城端町立城端中
学校（富山県）→県立南砺総合
福野高校（富山県）→日本体育
大学　④富山県立となみ総合
支援学校   ⑤166cm   ⑥61kg
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Curling
カーリング

カ
ー
リ
ン
グ

男子選手 女子選手 役  員 合  計

− 5名 2名 7名

チームリーダー
新井  貢
（あらい  みつぐ）　男
①昭和36年4月2日（49歳）
②北海道　③道立北海道本別
高校（北海道）→日本大学→北
海道教育大学　④札幌国際大
学

コーチ
小林  博文
（こばやし  ひろふみ）　男
①昭和38年2月3日（47歳）
②北海道　③道立小樽水産高
校（北海道）　④小林漁業部　
⑧カーリング指導員

選手
吉村  紗也香
（よしむら  さやか）　女
①平成4年1月30日（18歳）
②北海道　③北見市立常呂中
学校（北海道）→道立常呂高校
（北海道）→札幌国際大学（1年）     
④札幌国際大学　⑤162cm　
⑥53kg

選手
井田  莉菜
（いだ  りな）　女
①平成3年11月27日（19歳）
②北海道　③北見市立常呂中
学校（北海道）→道立常呂高校
（北海道）→札幌国際大学（1年）     
④札幌国際大学　⑤156cm　
⑥54kg

選手
氏原  梨沙
（うじはら  りさ）　女
①平成4年3月15日（18歳）
②北海道　③北見市立常呂中
学校（北海道）→道立常呂高校
（北海道）→札幌国際大学（1年）     
④札幌国際大学　⑤154cm　
⑥53kg

選手
石垣  真央
（いしがき  まお）　女
①平成3年11月26日（19歳）
②北海道　③北見市立常呂中
学校（北海道）→道立常呂高校
（北海道）→札幌国際大学（1年）     
④札幌国際大学　⑤157cm　
⑥47kg

選手
八丸  みどり
（はちまる  みどり）　女
①昭和63年10月11日（22歳）
②埼玉県　③埼玉市立与野南
中学校（埼玉県）→県立浦和北
高校（埼玉県）→東京農業大学
（4年）　④東京農業大学
⑤162cm　⑥57kg
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Additional Offi cials
アディッショナルオフィシャル

ア
デ
ィ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル

合  計

12名

アルペン／コーチ
北村  健
（きたむら  たけし）　男
①昭和39年10月23日（46歳）
②京都府　③府立嵯峨野高校
（京都府）→日本体育大学　　
④㈶全日本スキー連盟　⑦専
任コーチングディレクタージ
ュニアアスリート担当

アルペン／コーチ
佐藤  照友旭
（さとう  てるゆき）　男
①昭和52年3月6日（33歳）
②北海道　③私立札幌商業高
校（北海道）→日本体育大学　
④日本体育大学

クロスカントリー／技術スタッフ
藤田  善也
（ふじた  ぜんや）　男
①昭和59年8月20日（26歳）
②北海道　③私立旭川大学高
校（北海道）→早稲田大学→早
稲田大学大学院　④早稲田大
学大学院

ノルディック複合／コーチ
森  敏
（もり  さとし）　男
①昭和46年5月19日（39歳）
②長野県　③県立飯山北高校
（長野県）→中京大学→中京大
学大学院　④東海大学

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（63歳）
②大阪府　③私立大阪女学院
高校（大阪府）→追手門学院大
学　④関西大学アイスアリー
ナ　⑧スケート教師、スケー
トコーチ

フィギュアスケート／コーチ
亀卦川  葉里子
（きけがわ  よりこ）　女
①昭和39年3月11日（46歳）
②愛知県　③私立椙山高校（愛
知県）　④邦和スポーツラン
ド　⑧スケート教師

フィギュアスケート／コーチ
佐野  稔
（さの  みのる）　男
①昭和30年6月3日（55歳）
②山梨県　③私立日本大学付
属高校（神奈川県）→日本大学     
④明治神宮外苑スケート場　
⑧スケート教師

フィギュアスケート／コーチ
本田  武史
（ほんだ  たけし）　男
①昭和56年3月23日（29歳）
②福島県　③私立東北高校（宮
城県）

フィギュアスケート／コーチ
吉田  奈々美
（よしだ  ななみ）　女
①昭和47年10月11日（38歳）
②宮城県　③私立三島学園高
校（宮城県）→東北学院大学　
④宮城FSC　⑧スケートコー
チ

クロスカントリー／トレーナー
稲益  和大
（いなます  かずひろ）　男
①昭和54年10月22日（31歳）
②兵庫県　③県立西脇高校（兵
庫県）→セーラムインターナ
ショナルユニバーシティー　
④㈲プロフェッショナル

フィギュアスケート／トレーナー
加藤  修
（かとう  おさむ）　男
①昭和23年9月27日（62歳）
②東京都　③私立中央大学付
属高校（東京都）→専修大学　
④O.Kトレーナーズルーム　
⑦専任メディカルスタッフ（ト
レーナー）　⑧アスレティック
トレーナー

ショートトラック／ドクター
福田  潤
（ふくだ  じゅん）　男
①昭和38年12月17日（47歳）
②東京都　③私立桐朋高校（東
京都）→信州大学　④㈶同友
会  藤沢湘南台病院　⑧スポ
ーツドクター
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Accompanying Referess and Judges
帯同審判

帯
同
審
判

合  計

1名

フィギュアスケート
久保田  雅子
（くぼた  まさこ）　女
①昭和28年10月24日（58歳）
②岩手県　③私立盛岡白百合
学園高校（岩手県）→明治大学




