
コーチ
結城　匡啓
（ユウキ　マサヒロ）
男
①1965年4月22日（51歳）
②北海道　③網走市立第二中学
校（北海道）→北海道網走南ヶ丘
高校→筑波大学→筑波大学大学
院　④信州大学教育学部

コーチ
DERKS ROBIN
（デルクス ロビン）
男
①1987年10月16日（29歳）
②オランダ　③Regio College　
④（公財）日本スケート連盟

コーチ
DE WIT JOHAN
（デヴィット ヨハン）
男
①1979年7月14日（37歳）
②オランダ　③Friesland 
College Heerenveen　④（公
財）日本スケート連盟

コーチ
糸川　敏彦
（イトカワ　トシヒコ）
男
①1974年9月20日（42歳）　
②北海道　③清里町立清里中学校
（北海道）→私立白樺学園高校（北
海道）→専修大学　④（公財）日本ス
ケート連盟　⑧専任コーチングディ
レクター(トップアスリート担当)

コーチ
小原　英志
（コハラ　エイジ）
男
①1981年5月19日（35歳）　②新
潟県　③川上村立川上中学校（長野
県）→私立帝京第三高校（山梨県）→日
本大学　④ （公財）日本スケート連盟　
⑧専任コーチングディレクター(トップ
アスリート担当)⑩スケートコーチ

監督
湯田　淳
（ユダ　ジュン）
男
①1972年7月31日（44歳）　
②秋田県　③秋田市立山王中学校
（秋田県）→秋田県立秋田高校→筑
波大学→筑波大学大学院　④日本
女子体育大学　⑧専任コーチング
ディレクター(トップアスリート担当)

ドクター
松村　忠紀
（マツムラ　タダキ）
男
①1975年1月10日（42歳）
②北海道　③幕別町立幕別中学
校（北海道）→北海道帯広柏葉高
校→札幌医科大学→札幌医科大
学大学院　④東区役所前整形外
科

トレーナー
門馬　崇文
（モンマ　タカフミ）
男
①1974年5月19日（42歳）　②福
島県　③原町市立原町第一中学校
（福島県）→福島県立原町高校→福
島大学　④わたなべ整形外科　⑧
専任メディカルスタッフ(トレーナー)　
⑩アスレティックトレーナー

選手
ウィリアムソン　師円
（ウィリアムソン　シエン）
男
①1995年4月28日（21歳）
②北海道　③浦河町立浦河第二
中学校（北海道）→山形県立山形
中央高校　④日本電産サン
キョー㈱　⑤176cm　⑥69kg

選手
土屋　良輔
（ツチヤ　リョウスケ）
男
①1994年11月29日（22歳）
②群馬県　③嬬恋村立西中学校
（群馬県）→群馬県立嬬恋高校→
専修大学　④専修大学　
⑤178cm　⑥69kg

選手
小田　卓朗
（オダ　タクロウ）
男
①1992年7月13日（24歳）
②北海道　③浦河町立浦河第二
中学校（北海道）→山形県立山形
中央高校→早稲田大学　④㈱開
発計画研究所　⑤178cm　
⑥71kg

選手
中村　奨太
（ナカムラ　ショウタ）
男
①1993年9月2日（23歳）
②北海道　③安平町立早来中学
校（北海道）→私立駒澤大学附属
苫小牧高校（北海道）　④㈱ロシ
ネットジャパン　⑤171cm　
⑥70kg
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選手
髙木　美帆
（タカギ　ミホ）
女
①1994年5月22日（22歳）
②北海道　③幕別町立札内中学
校（北海道）→北海道帯広南商業
高校（北海道）→日本体育大学　
④日本体育大学　⑤164cm　
⑥58kg

選手
押切　美沙紀
（オシギリ　ミサキ）
女
①1992年9月29日（24歳）
②北海道　③中札内村立中札内
中学校（北海道）→私立駒澤大学
附属苫小牧高校（北海道）　④富
士急行㈱　⑤168cm　
⑥60kg

選手
小平　奈緒
（コダイラ　ナオ）
女
①1986年5月26日（30歳）
②長野県　③茅野市立北部中学
校（長野県）→私立伊那西高校
（長野県）→信州大学　④相澤病
院　⑤165cm　⑥61kg

選手
近藤　太郎
（コンドウ　タロウ）
男
①1994年9月8日（22歳）
②北海道　③北見市立光西中学
校（北海道）→私立駒澤大学附属
苫小牧高校（北海道）→専修大学　
④専修大学　⑤175cm　
⑥72kg

選手
村上　右磨
（ムラカミ　ユウマ）
男
①1992年12月12日（24歳）
②北海道　③帯広市立緑園中学
校（北海道）→北海道帯広工業高
校　④村上電気管理事務所　
⑤177cm　⑥77kg

選手
藤野　裕人
（フジノ　ユウト）
男
①1993年12月22日（23歳）
②北海道　③標茶町立標茶中学
校（北海道）→北海道標茶高校→
法政大学　④茨城県競技力向上
対策本部　⑤166cm　
⑥67kg

選手
中村　駿佑
（ナカムラ　シュンスケ）
男
①1992年3月1日（24歳）
②北海道　③安平町立早来中学
校（北海道）→私立駒澤大学附属
苫小牧高校（北海道）→法政大学　
④EH㈱　⑤172cm　⑥73kg

選手
一戸　誠太郎
（イチノヘ　セイタロウ）
男
①1996年1月25日（21歳）
②北海道　③美幌町立北中学校
（北海道）→山形県立山形中央高
校→信州大学　④信州大学　
⑤176cm　⑥69kg

選手
長谷川　翼
（ハセガワ　ツバサ）
男
①1994年2月8日（23歳）
②北海道　③中標津町立標津中
学校（北海道）→私立白樺学園高
校（北海道）→日本大学　④日本
電産サンキョー㈱　⑤172cm　
⑥70kg

選手
髙木　菜那
（タカギ　ナナ）
女
①1992年7月2日（24歳）
②北海道　③幕別町立札内中学
校（北海道）→北海道帯広南商業
高校　④日本電産サンキョー㈱　
⑤155cm　⑥48kg

選手
佐藤　綾乃
（サトウ　アヤノ）
女
①1996年12月10日（20歳）
②北海道　③厚岸町立真龍中学
校（北海道）→北海道釧路北陽高
校→高崎健康福祉大学　④高崎
健康福祉大学　⑤157cm　
⑥56kg

選手
歸山　麻衣
（キヤマ　マイ）
女
①1991年1月16日（26歳）
②北海道　③苫小牧市立東中学
校（北海道）→私立駒澤大学附属
苫小牧高校（北海道）→山梨学院
大学　④JFEエンジニアリング
㈱　⑤160cm　⑥53kg
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選手
郷　亜里砂
（ゴウ　アリサ）
女
①1987年12月12日（29歳）
②北海道　③別海町立上西春別
中学校（北海道）→私立白樺学園
高校（北海道）→山梨学院大学　
④愛媛県競技力向上対策本部　
⑤160cm　⑥53kg

選手
田畑　真紀
（タバタ　マキ）
女
①1974年11月9日（42歳）
②北海道　③鵡川町立鵡川中学
校（北海道）→私立駒澤大学附属
苫小牧高校（北海道）　④日本建
物管理㈱　⑤162cm　
⑥56kg

選手
辻　麻希
（ツジ　マキ）
女
①1985年4月27日（31歳）
②北海道　③帯広市立緑園中学
校（北海道）→私立白樺学園高校
（北海道）　④開西病院　
⑤162cm　⑥57kg

選手
松岡　芙蓉
（マツオカ　フヨウ）
女
①1991年12月12日（25歳）
②山梨県　③北杜市立泉中学校
（山梨県）→私立帝京第三高校
（山梨県）　④富士急行㈱
⑤166cm　⑥58kg
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