
選手
松島 ジョアンナ瑶子
（マツシマ�ジョアンナヨウコ）�女
①1995年5月31日�（19歳）
②東京都　③長野県小海高校
（長野県）→山梨学院大学（1年）　
④山梨学院大学　⑤162cm　
⑥53kg

選手
大場 大
（オオバ�ダイ）�男
①1995年10月4日（19歳）
②北海道　③北海道苫小牧工業
高校（北海道）→明治大学（1年）　
④明治大学　⑤165cm　
⑥68kg

選手
松金 健太
（マツカネ�ケンタ）�男
①1994年9月28日（20歳）
②北海道　③北海道釧路江南高
校（北海道）→明治大学（2年）　
④明治大学　⑤174cm　
⑥70kg

選手
小野田 拓人
（オノダ�タクト）�男
①1992年5月2日（22歳）
②北海道　③北海道清水高校
（北海道）→中央大学（4年）　
④中央大学　⑤175cm　
⑥66kg

選手
人見 峻
（ヒトミ�シュン）�男
①1993年6月1日（21歳）
②北海道　③北海道立釧路工業
高校（北海道）→関西大学（3年）　
④関西大学　⑤185cm　
⑥77kg

トレーナー
佐保 豊
（サホ�ユタカ）�男
①1972年3月31日（42歳）
②東京都　③都立千歳ヶ丘高校
（東京都）→University�of�
Nevada�Las�Vegas　④特定非
営利活動法人スポーツセーフ
ティージャパン

ドクター
石田 浩之
（イシダ�ヒロユキ）�男
①1962年7月7日（52歳）
②東京都　③慶應義塾高校（神
奈川県）→慶應義塾大学　④慶
應義塾大学スポーツ医学研究セ
ンター　⑨スポーツドクター

コーチ
鈴木 貴人
（スズキ�タカヒト）�男
①1975年8月17日（39歳）
②北海道　③駒澤大学附属苫小
牧高校（北海道）→東洋大学　
④東洋大学

監督
MAHON MARK
（マホン�マーク）�男
①1965年11月11日（49歳）
②オンタリオ　③Vankleek�Hill�
Collegiate�Institute→
Concordia�University→
Robert�Kennedy�College　④
公益財団法人日本アイスホッ
ケー連盟　⑧JOC-NCA修了

男子選手 女子選手 監督・
コーチ等 合計

22名 - 4 名 26名
アイスホッケー［男子］
Ice Hockey [Men]
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選手
館田 隼
（タテダ�シュン）�男
①1993年6月10日（21歳）
②北海道　③北海道立釧路工業
高校（北海道）→関西大学（3年）　
④関西大学　⑤168cm　
⑥65kg

選手
中島 彰吾
（ナカジマ�ショウゴ）�男
①1993年10月26日（21歳）
②北海道　③武修館高校（北海
道）→中央大学（3年）　④中央大
学　⑤175cm　⑥74kg

選手
越後 智哉
（エチゴ�トモヤ）�男
①1992年8月18日（22歳）
②北海道　③駒澤大学附属苫小
牧高校（北海道）→中央大学（4
年）　④中央大学　⑤161cm　
⑥70kg

選手
川村 一希
（カワムラ�カズキ）�男
①1994年4月30日（20歳）
②北海道　③北海道清水高校
（北海道）→明治大学（2年）　
④明治大学　⑤173cm　
⑥70kg

選手
大椋 舞人
（オオムク�マイト）�男
①1993年11月28日（21歳）
②北海道　③白樺学園高校（北
海道）→明治大学（3年）　④明治
大学　⑤174cm　⑥72kg

選手
大津 晃介
（オオツ�コウスケ）�男
①1993年9月6日（21歳）
②栃木県　③日光明峰高校（栃
木県）→明治大学（3年）　④明治
大学　⑤173cm　⑥75kg

選手
佐藤 光
（サトウ�ヒカル）�男
①1991年12月3日（23歳）
②北海道　③白樺学園高校（北
海道）→明治大学　④東北フリー
ブレイズ　⑤168cm　⑥71kg

選手
堀内 暢
（ホリウチ�イタル）�男
①1992年7月22日（22歳）
②青森県　③八戸工業大学第一
高校（青森県）→東洋大学（4年）　
④東洋大学　⑤176cm　
⑥80kg

選手
加藤 槙之助
（カトウ�シンノスケ）�男
①1994年9月1日（20歳）
②北海道　③北海高校（北海道）
→中央大学（2年）　④中央大学　
⑤182cm　⑥78kg

選手
横山 恭也
（ヨコヤマ�ヨシヤ）�男
①1994年1月28日（21歳）
②北海道　③白樺学園高校（北
海道）→法政大学（3年）　④法政
大学　⑤173cm　⑥78kg

選手
小泉 和也
（コイズミ�カズナリ）�男
①1993年11月10日（21歳）
②北海道　③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　⑤183cm　
⑥78kg

選手
古橋 真来
（フルハシ�マクル）�男
①1993年9月30日（21歳）
②栃木県　③栃木県立日光明峰
高校（栃木県）→中央大学（3年）　
④中央大学　⑤172cm　
⑥81kg
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トレーナー
伊藤 秀吉
（イトウ�ヒデヨシ）�男
①1989年6月1日（25歳）
②北海道　③札幌日本大学高校
（北海道）→札幌リゾート&ス
ポーツ専門学校　④株式会社ス
ポーツセーフティー総合研究所　
⑨アスレチックトレーナー

コーチ
大谷 陽子
（オオタニ�ヨウコ）�女
①1980年8月2日（34歳）
②北海道　③白樺学園高校（北
海道）→釧路短期大学　④阿寒
カントリークラブ

監督
笠原 裕二郎
（カサハラ�ユウジロウ）�男
①1984年2月9日（30歳）
②北海道　③苫小牧南高校（北
海道）→東北学院大学　④ゼビ
オ株式会社　⑨アイスホッケー
指導員

チームリーダー
坂井 寿如
（サカイ�トシユキ）�男
①1964年9月3日（50歳）
②北海道　③苫小牧東高校（北
海道）→明治大学　④ゼビオ株
式会社

選手
鈴木 健斗
（スズキ�ケント）�男
①1994年12月9日（20歳）
②北海道　③北海高校（北海道）
→③中央大学（2年）　④中央大
学　⑤174cm　⑥68kg

選手
池田 一騎
（イケダ�イッキ）�男
①1992年10月27日（22歳）
②北海道　③駒澤大学附属苫小
牧高校（北海道）→早稲田大学（4
年）　④早稲田大学　⑤178cm　
⑥80kg

選手
田中 健太郎
（タナカ�ケンタロウ）�男
①1991年4月20日（23歳）
②大阪府　③Rockridge�
Secondary�School（カナダ）→
東洋大学（2年）　④東洋大学　
⑤168cm　⑥77kg

選手
人里 茂樹
（ヒトサト�シゲキ）�男
①1994年9月9日（20歳）
②北海道　③白樺学園高校（北
海道）→東洋大学（2年）　④東洋
大学　⑤168cm　⑥66kg

選手
今野 友尋
（コンノ�トモヒロ）�男
①1992年10月11日（22歳）
②北海道　③北海道清水高校
（北海道）→東洋大学（3年）　
④東洋大学　⑤168cm　
⑥70kg

選手
木戸 啓太
（キド�ケイタ）�男
①1994年3月18日（20歳）
②北海道　③埼玉県埼玉栄高校
（埼玉県）→法政大学（2年）　
④法政大学　⑤173cm　
⑥72kg

男子選手 女子選手 監督・
コーチ等 合計

- 22 名 4名 26名
アイスホッケー［女子］
Ice Hockey [Women]

グラナダ

ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
﹇
女
子
﹈

20 　The 27th Winter Universiade 2015 

ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
﹇
男
子
﹈

アイスホッケー［男子］
Ice Hockey [Men]

グ
ラ
ナ
ダ



選手
藤本 もえこ
（フジモト�モエコ）�女
①1992年8月5日（22歳）
②北海道　③駒澤大学附属苫小
牧高校（北海道）→北翔大学（4
年）　④北翔大学　⑤155cm　
⑥53kg

選手／旗手
大澤 ちほ
（オオサワ�チホ）�女
①1992年2月10日（22歳）
②北海道　③苫小牧東高校（北
海道）→苫小牧駒沢大学　④株
式会社ダイナックス　⑤162cm　
⑥64kg

選手
米山 知奈
（ヨネヤマ�ハルナ）�女
①1991年11月7日（23歳）
②北海道　③苫小牧東高校（北
海道）→北海道文教大学　④株
式会社ダイナックス　⑤160cm　
⑥55kg

選手
吉田 美友加
（ヨシダ�ミユカ）�女
①1993年8月5日（21歳）
②神奈川県　③私立聖ドミニコ
学院高校（宮城県）→清泉女子大
学（3年）　④清泉女子大学　
⑤163cm　⑥63kg

選手
藤本 奈千
（フジモト�ナチ）�女
①1991年5月7日（23歳）
②北海道　③私立立命館慶祥高
校（北海道）→札幌国際大学　
④私立立命館慶祥中学校・高等
学校　⑤159cm　⑥59kg

選手
堀 珠花
（ホリ�ミカ）�女
①1992年2月17日（22歳）
②北海道　③北海道苫小牧西高
校（北海道）→北翔大学　④トヨ
タ自動車北海道㈱　⑤163cm　
⑥53kg

選手
鈴木 世奈
（スズキ�セナ）�女
①1991年8月4日（23歳）
②北海道　③北海道苫小牧東高
校（北海道）→法政大学　④東京
プリンスホテル　⑤167cm　
⑥58kg

選手
床 亜矢可
（トコ�アヤカ）�女
①1994年8月22日（20歳）
②東京都　③北海道釧路江南高
校（北海道）→法政大学（2年）　
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（21歳）
②栃木県　③栃木県立日光明峰
高校（栃木県）→苫小牧駒沢大学
（4年）　④苫小牧駒澤大学　
⑤159cm　⑥52kg

選手
小村 悠理
（コムラ�ユウリ）�女
①1992年1月30日（23歳）
②北海道　③駒澤大学付属苫小
牧高校（北海道）→北翔大学　
④公益財団法人苫小牧市体育協
会　⑤156cm　⑥52kg

選手
吉田 有美加
（ヨシダ�アミカ）�女
①1995年4月20日（19歳）
②宮城県　③仙台白百合学園高
校（宮城県）→白百合女子大学（1
年）　④白百合女子大学　
⑤164cm　⑥65kg

選手
藤本 那菜
（フジモト�ナナ）�女
①1989年3月3日（25歳）
②北海道　③私立札幌大谷高校
（北海道）→札幌学院大学→札幌
学院大学大学院（2年）　④札幌
学院大学大学院　⑤163cm　
⑥54kg

21The 27th Winter Universiade 2015　

アイスホッケー［女子］
Ice Hockey [Women]

ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
﹇
女
子
﹈

グ
ラ
ナ
ダ



選手
太田 ゆき菜
（オオタ�ユキナ）�女
①1992年2月13日（22歳）
②北海道　③北海道立柏葉高校
（北海道）→帯広畜産大学→帯広
畜産大学大学院（1年）　④帯広
畜産大学　⑤149cm　
⑥45kg

選手
當間 実結
（トウマ�ミユウ）�女
①1993年2月9日（21歳）
②東京都　③東京都立上水高校
（東京都）→日本体育大学（4年）　
④日本体育大学　⑤155cm　
⑥50kg

選手
能登谷 優衣
（ノトヤ�ユイ）�女
①1993年10月17日（21歳）
②青森県　③日本女子体育大学
附属二階堂高校（東京都）→東京
女子体育大学（3年）　④東京女
子体育大学　⑤158cm　
⑥54kg

選手
湯山 せいか
（ユヤマ�セイカ）�女
①1994年3月7日（20歳）
②三重県　③東洋高校（東京都）
→早稲田大学（3年）　④早稲田
大学　⑤156cm　⑥54kg

選手
杉澤 寧々
（スギサワ�ネネ）�女
①1994年8月17日（20歳）
②北海道　③苫小牧工業高等専
門学校（北海道）→苫小牧駒沢大
学（1年）　④苫小牧駒澤大学　
⑤163cm　⑥53kg

選手
岩崎 真由
（イワサキ�マユ）�女
①1993年7月2日（21歳）
②長野県　③私立北海学園札幌
高校（北海道）→札幌国際大学（3
年）　④札幌国際大学　
⑤160cm　⑥62kg

選手
大橋 麻実
（オオハシ�アサミ）�女
①1991年12月4日（23歳）
②東京都　③日本大学鶴ヶ丘高校
（東京都）→日本大学　④サン
シャインシティプリンスホテル・
事業戦略　⑤151cm　
⑥50kg

選手
森竹 留那
（モリタケ�ルナ）�女
①1993年3月9日（21歳）
②北海道　③北海道苫小牧西高
校（北海道）→北翔大学（4年）　
④北翔大学　⑤159cm　
⑥51kg

選手
坂本 梨緒
（サカモト�リオ）�女
①1991年9月2日（23歳）
②北海道　③北海道苫小牧西高
校（北海道）→苫小牧駒沢大学　
④スガノオート㈱　⑤158cm　
⑥58kg

選手
森井 真衣
（モリイ�マイ）�女
①1993年12月28日（21歳）
②東京都　③東京都立東村山西
高校（東京都）→法政大学（3年）　
④法政大学　⑤155cm　
⑥55kg

22 　The 27th Winter Universiade 2015 

ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
﹇
女
子
﹈

アイスホッケー［女子］
Ice Hockey [Women]

グ
ラ
ナ
ダ


	meibo_10
	meibo_11
	meibo_12
	meibo_13
	meibo_14



