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Figure Skating
スケート／フィギュアスケート
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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
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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
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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


