
�0 THE 25th Winter Universiade Erzurum 2011

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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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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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


