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男子選手 女子選手 監督・コーチ・ドク
ター・トレーナー等 合計

10名 10名 5名 25名
スケート／スピードスケート
Speed Skating

コーチ
入澤 孝一
（いりさわ こういち） 男
①1949年3月8日（64歳）
②群馬県　③群馬県立渋川高校
（群馬県）→中京大学　④高崎健
康福祉大学　⑧公認スケート上
級コーチ

選手
坂本 永吉
（さかもと えいきち） 男
①1994年12月19日（18歳）
②北海道　③山形県立山形中央
高校（山形県）→高崎健康福祉大
学（1年）　④高崎健康福祉大学
⑤175cm　⑥65kg

コーチ
河瀬 祐二
（かわせ ゆうじ） 男
①1965年4月28日（48歳）
②北海道　③北海道立上士幌高
校（北海道）→日本大学　④帯広
市役所

選手
中村 駿佑
（なかむら しゅんすけ） 男
①1992年3月1日（21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
（3年）　④法政大学　
⑤172cm　⑥72kg

コーチ
青柳 徹
（あおやなぎ とおる） 男
①1968年4月12日（45歳）
②北海道　③私立釧路短期大学
付属高等学校（北海道）→日本体
育大学→筑波大学大学院　④日
本体育大学

選手
長谷川 翼
（はせがわ つばさ） 男
①1994年2月8日（19歳）
②北海道　③私立白樺学園高校
（北海道）→日本大学（2年）　
④日本大学　⑤171cm　
⑥72kg

監督
糸川 敏彦
（いとかわ としひこ） 男
①1974年9月20日（39歳）
②北海道　③私立白樺学園高校
（北海道）→専修大学　④専修大
学

トレーナー
門馬 崇文
（もんま たかふみ） 男
①1974年5月19日（39歳）
②福島県　③福島県立原町高校
（福島県）→福島大学　④わたな
べ整形外科　⑧公認アスレティッ
クトレーナー

選手
後藤 卓也
（ごとう たくや） 男
①1995年3月9日（18歳）
②北海道　③北海道立帯広農業
高校（北海道）→日本大学（1年）
④日本大学　⑤170cm　
⑥64kg

選手
三輪 準也
（みわ じゅんや） 男
①1993年7月6日（20歳）
②北海道 ③私立白樺学園高校
（北海道）→法政大学（2年）　
④法政大学　⑤172cm　
⑥71kg

選手
大和田 真
（おおわだ まこと） 男
①1991年5月31日（22歳）
②北海道　③北海道立本別高校
（北海道）→北翔大学（4年）
④北翔大学　⑤180cm　
⑥76kg

選手
近藤 太郎
（こんどう たろう） 男
①1994年9月8日（19歳）
②北海道　③私立駒澤大学附属
苫小牧高校（北海道）→専修大学
（1年）　④専修大学　
⑤175cm　⑥77kg
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選手
小川 新太
（おがわ あらた） 男
①1993年2月14日（20歳）
②北海道　③私立白樺学園高校
（北海道）→明治大学（3年）　
④明治大学　⑤171cm　
⑥65kg

選手
土屋 良輔
（つちや りょうすけ） 男
①1994年11月29日（19歳）
②群馬県　③群馬県立嬬恋高校
（群馬県）→専修大学（1年）　
④専修大学　⑤178cm　
⑥70kg

選手
桜井 萌美
（さくらい もえみ） 女
①1994年11月26日（19歳）
②北海道　③私立白樺学園高校
（北海道）→日本体育大学（1年）
④日本体育大学　⑤157cm
⑥60kg

選手
渡部 知也
（わたなべ ともや） 男
①1991年10月14日（22歳）
②北海道　③北海道立池田高校
（北海道）→日本体育大学（4年）
④日本体育大学　⑤170cm
⑥71kg

選手
宮﨑 麻衣
（みやざき まい） 女
①1990年10月4日（23歳）　
②群馬県　③群馬県立嬬恋高校
（群馬県）→信州大学　④群馬県
スケート連盟　⑤160cm　
⑥54kg

選手
辻中 杏奈
（つじなか あんな） 女
①1993年6月8日（20歳）
②長野県　③長野県立岡谷南高
校（長野県）→大東文化大学（2
年）　④大東文化大学　
⑤164cm　⑥70kg

選手
関口 莉菜
（せきぐち りな） 女
①1993年1月21日（20歳）　
②北海道　③帯広市立帯広南商
業高校（北海道）→高崎健康福祉
大学（3年）　④高崎健康福祉大
学　⑤160cm　⑥57kg

選手
黒岩 美生
（くろいわ みお） 女
①1989年5月3日（24歳）
②群馬県　③群馬県立嬬恋高校
（群馬県）→日本体育大学（2年）
④日本体育大学　⑤163cm　
⑥56kg

ス
ケ
ー
ト
／
ス
ピ
ー
ド
ス
ケ
ー
ト

スケート／スピードスケート
Speed Skating

選手／旗手
髙木 美帆
（たかぎ みほ） 女
①1994年5月22日（19歳）
②北海道　③帯広市立帯広南商
業高校（北海道）→日本体育大学
（1年）　④日本体育大学　
⑤164cm　⑥57kg

選手
長屋 千夏
（ながや ちなつ） 女
①1994年8月2日（19歳）
②北海道　③私立駒澤大学附属
苫小牧高校（北海道）→高崎健康
福祉大学（1年）　④高崎健康福
祉大学　⑤157cm　⑥53kg

選手
髙橋 菜那
（たかはし なな） 女
①1993年4月3日（20歳）
②北海道　③私立白樺学園高校
（北海道）→山梨学院大学（2年）
④山梨学院大学　⑤169cm
⑥57kg

選手
阿部 友香
（あべ ゆか） 女
①1992年10月9日（21歳）
②北海道　③私立駒澤大学附属
苫小牧高校（北海道）→高崎健康
福祉大学（3年）　④高崎健康福
祉大学　⑤163cm　⑥62kg
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スケート／スピードスケート
Speed Skating

選手
阿部 真衣
（あべ まい） 女
①1991年5月17日（22歳）
②北海道　③北海道立釧路明輝
高校（北海道）→日本体育大学（4
年）　④日本体育大学　
⑤150cm　⑥52kg

男子選手 女子選手 監督・コーチ・ドク
ター・トレーナー等 合計

2名 2名 2名 6名
スケート／フィギュアスケート
Figure Skating

ス
ケ
ー
ト
／
ス
ピ
ー
ド
ス
ケ
ー
ト

監督
小河 優子
（おがわ ゆうこ） 女
①1970年9月20日（43歳）
②東京都　③都立杉並高等学校
（東京都）→日本大学

選手
鈴木 真梨
（すずき まり） 女
①1991年11月2日（22歳）
②宮城県　③東北高等学校（宮
城県）→東北福祉大学（4年）
④東北福祉大学　⑤162cm
⑥52kg

選手
上野 沙耶
（うえの さや） 女
①1994年4月10日（19歳）
②兵庫県　③私立大阪薫英女学
院高等学校（大阪府）→関西大学
（1年）　④関西大学　
⑤157cm　⑥46kg

選手
佐々木 彰生
（ささき あきお） 男
①1991年3月19日（22歳）
②神奈川県　③私立武相高等学
校（神奈川県）→明治大学（4年）
④明治大学　⑤162cm　
⑥58kg

選手
坪井 遥司
（つぼい ようじ） 男
①1992年11月29日（21歳）
②岡山県　③県立岡山芳泉高等
学校（岡山県）→岡山大学（3年）
④岡山大学　⑤165cm　
⑥64kg

総務
堀内 律子
（ほりうち りつこ） 女
①1970年3月14日（43歳）
②東京都　③私立東京女子高等
学校（東京都）→青山学院大学
⑧公認スケート上級コーチ

ス
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