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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

22名 - 4 名 26名

監督
鈴木 宣夫
（すずき のりお） 男
①1964年9月10日（49歳）
②北海道　③北海道立釧路工業
高等学校（北海道）　④関西大学

選手
山田 虎太朗
（やまだ こたろう） 男
①1992年1月6日（21歳）
②北海道　③駒澤大学附属苫小
牧高等学校（北海道）→早稲田大
学（4年）　④早稲田大学
⑤185cm　⑥95kg

選手
人見 峻
（ひとみ しゅん） 男
①1993年6月1日（20歳）
②北海道　③北海道立釧路工業
高等学校（北海道）→関西大学（2
年）　④関西大学　⑤185cm　
⑥77kg

選手
柴田 北斗
（しばた ほくと） 男
①1992年3月26日（21歳）
②北海道　③武修館高校（北海
道）→東洋大学（4年）　④東洋大
学　⑤174cm　⑥78kg

選手
小野田 拓人
（おのだ たくと） 男
①1992年5月2日（21歳）
②北海道　③北海道清水高等学
校（北海道）→中央大学（3年）　
④中央大学　⑤175cm　
⑥66kg

選手
山﨑 信弥
（やまさき しんや） 男
①1993年7月18日（20歳）
②青森県　③北海道清水高等学
校（北海道）→関西大学（2年）　
④関西大学　⑤174cm　
⑥70kg

技術スタッフ
セケシ ジャバ
（セケシ ジャバ） 男
①1964年12月5日（49歳）
② ド イ ツ　 ③University of 
Novi Sad　④フリー

選手
山本 奨弥
（やまもと しょうや） 男
①1991年4月3日（22歳）
②愛知県　③青森県八戸工業大
学第一高等学校（青森県）→関西
大学（4年）　④関西大学　
⑤176cm　⑥76kg

トレーナー
金子 知広
（かねこ ともひろ） 男
①1979年12月21日（33歳）
②茨城県　③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フリー
⑧公認アスレティックトレーナー

選手
小泉 和也
（こいずみ かずなり） 男
①1993年11月10日（20歳）
②北海道　③駒澤大学附属苫小
牧高等学校（北海道）→中央大学
（2年）　④中央大学　
⑤177cm　⑥69kg

コーチ
鈴木 貴人
（すずき たかひと） 男
①1975年8月17日（38歳）
②北海道　③駒澤大学附属苫小
牧高等学校（北海道）→東洋大学
④東洋大学

選手
秋本 デニス
（あきもと デニス） 男
①1991年8月20日（22歳）
②アムール　③埼玉栄高校（埼
玉県）→東洋大学（4年）　④東洋
大学　⑤180cm　⑥91kg

アイスホッケー［男子］
Ice Hockey［Men］
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アイスホッケー［男子］
Ice Hockey［Men］

選手
佐藤 光
（さとう ひかる） 男
①1991年12月3日（22歳）
②北海道　③白樺学園高等学校
（北海道）→明治大学（4年）
④明治大学　⑤168cm
⑥71kg

選手
越後 智哉
（えちご ともや） 男
①1992年8月18日（21歳）
②北海道　③駒澤大学附属苫小
牧高等学校（北海道）→中央大学
（3年）　④中央大学　
⑤161cm　⑥70kg

選手
高見 翼人
（たかみ よくと） 男
①1991年8月23日（22歳）
②北海道　③駒澤大学附属苫小
牧高等学校（北海道）→東洋大学
（4年）　④東洋大学　
⑤173cm　⑥76kg

選手
館田 隼
（たてだ しゅん） 男
①1993年6月10日（20歳）
②北海道　③北海道立釧路工業
高等学校（北海道）→関西大学（2
年）　④関西大学　⑤168cm
⑥65kg

選手
古橋 真来
（ふるはし まくる） 男
①1993年9月30日（20歳）
②栃木県　③栃木県立日光明峰
高等学校（栃木県）→中央大学（2
年）　④中央大学　⑤172cm
⑥81kg

選手
津久家 優
（つぐえ すぐる） 男
①1991年10月13日（22歳）
②青森県　③青森県八戸工業大
学第一高等学校（青森県）→関西
大学（4年）　④関西大学　
⑤175cm　⑥67kg

選手
勝田 貴之
（かつた たかゆき） 男
①1992年1月25日（21歳）
②New York　 ③Rye High 
School NY, USA→早稲田大学
（4年）　④早稲田大学
⑤178cm　⑥75kg

選手
大宮 良
（おおみや りょう） 男
①1992年1月8日（21歳）
②北海道　③埼玉県埼玉栄高等
学校（埼玉県）→関西大学（4年）
④関西大学　⑤170cm　
⑥73kg

選手
篠原 雅人
（しのはら まさと） 男
①1991年9月12日（22歳）
②北海道　③北海道立釧路工業
高等学校（北海道）→関西大学（4
年）　④関西大学　⑤173cm　
⑥66kg

選手
岩槻 翔吾
（いわつき しょうご） 男
①1992年1月10日（21歳）
②北海道　③佐藤栄学園埼玉栄
高等学校（埼玉県）→法政大学（4
年）　④法政大学　⑤170cm
⑥77kg

選手
澤崎 翔
（さわざき しょう） 男
①1991年6月19日（22歳）
②北海道　③武修館高等学校
（北海道）→東洋大学（4年）　
④東洋大学　⑤171cm　
⑥78kg

選手
中島 彰吾
（なかじま しょうご） 男
①1993年10月26日（20歳）
②北海道　③武修館高等学校
（北海道）→中央大学（2年）
④中央大学　⑤175cm　
⑥74kg
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選手
大津 晃介
（おおつ こうすけ） 男
①1993年9月6日（20歳）
②栃木県　③日光明峰高等学校
（栃木県）→明治大学（2年）
④明治大学　⑤173cm
⑥75kg

選手
前田 葉月
（まえだ はづき） 女
①1991年5月29日（22歳）
②北海道　③北海道苫小牧東高
等学校（北海道）→北海道文教大
学（4年）　④学校法人鶴岡学園
北海道文教大学　⑤150cm
⑥47kg

トレーナー
伊藤 秀吉
（いとう ひでよし） 男
①1989年6月1日（24歳）
②北海道　③札幌日本大学高等
学校（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　⑧公認アスレティックトレー
ナー

コーチ
大谷 陽子
（おおたに ようこ） 女
①1980年8月2日（33歳）
②北海道　③白樺学園高等学校
（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
（かさはら ゆうじろう） 男
①1984年2月9日（29歳）
②北海道　③苫小牧南高等学校
（北海道）→東北学院大学　④ゼ
ビオ株式会社

選手
坂本 梨緒
（さかもと りお） 女
①1991年9月2日（22歳）
②北海道　③北海道苫小牧西高
等学校（北海道）→苫小牧駒澤大
学（4年）　④学校法人苫小牧駒
澤大学　⑤158cm　⑥58kg

チームリーダー
坂井 寿如
（さかい としゆき） 男
①1964年9月3日（49歳）
②北海道　③苫小牧東高等学校
（北海道）→明治大学　④ゼビオ
株式会社

選手
森竹 留那
（もりたけ るな） 女
①1993年3月9日（20歳）
②北海道　③北海道苫小牧西高
等学校（北海道）→北翔大学（3
年）　④学校法人浅井学園北翔
大学　⑤159cm　⑥51kg

選手
池田 一騎
（いけだ いっき） 男
①1992年10月27日（21歳）
②北海道　③駒澤大学附属苫小
牧高等学校（北海道）→早稲田大
学（3年）　④早稲田大学
⑤178cm　⑥80kg

選手
一條 綾乃
（いちじょう あやの） 女
①1989年5月22日（24歳）
②北海道　③北海道苫小牧東高
等学校（北海道）→早稲田大学
④トヨタ自動車北海道株式会社
⑤169cm　⑥62kg

アイスホッケー［男子］
Ice Hockey［Men］

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

- 20 名 4名 24名
アイスホッケー［女子］
Ice Hockey［Women］
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選手
遠藤 真凛
（えんどう まりん） 女
①1994年4月2日（19歳）
②北海道　③北海道釧路工業高
等学校（北海道）→釧路短期大学
（1年）　④釧路短期大学
⑤162cm　⑥50kg

選手
澤出 結衣
（さわで ゆい） 女
①1994年8月23日（19歳）
②北海道　③北海道釧路江南高
等学校（北海道）→北海道教育大
学釧路校（1年）　④北海道教育
大学釧路校　⑤152cm
⑥50kg

選手
吉田 美友加
（よしだ みゆか） 女
①1993年8月5日（20歳）
②宮城県　③聖ドミニコ学院高
等学校（宮城県）→清泉女子大学
（2年）　④清泉女子大学
⑤163cm　⑥61kg

選手
大橋 麻実
（おおはし あさみ） 女
①1991年12月4日（22歳）
②東京都　③日本大学鶴ヶ丘高
等学校（東京都）→日本大学（4
年）　④日本大学　⑤151cm
⑥50kg

選手
湯山 せいか
（ゆやま せいか） 女
①1994年3月7日（19歳）
②三重県　③私立東洋高等学校
（東京都）→早稲田大学（2年）
④早稲田大学　⑤156cm　
⑥56kg

選手
能登谷 優衣
（のとや ゆい） 女
①1993年10月17日（20歳）
②青森県　③私立日本女子体育
大学附属二階堂高等学校（東京
都）→東京女子体育大学（2年）
④東京女子体育大学　
⑤157cm　⑥53kg

選手
倉田 知実
（くらた ともみ） 女
①1990年3月6日（23歳）
②大阪府　③大阪府立清友高等
学校（大阪府）→関西大学　④株
式会社コナミスポーツ&ライフ
⑤164cm　⑥57kg

選手
藤本 奈千
（ふじもと なち） 女
①1991年5月7日（22歳）
②北海道　③立命館慶祥高等学
校（北海道）→札幌国際大学（4
年）　④札幌国際大学
⑤159cm　⑥60kg

選手
當間 実結
（とうま みゆう） 女
①1993年2月9日（20歳）
②東京都　③東京都立上水高等
学校（東京都）→日本体育大学（3
年）　④日本体育大学　
⑤155cm　⑥49kg

選手
太田 ゆき菜
（おおた ゆきな） 女
①1992年2月13日（21歳）
②北海道　③北海道帯広柏葉高
等学校（北海道）→帯広畜産大学
（4年）　④帯広畜産大学　
⑤149cm　⑥45kg

選手
木村 圭
（きむら けい） 女
①1989年4月18日（24歳）
②北海道　③北海道苫小牧工業
高等学校（北海道）→日本体育大
学　④なし　⑤162cm　
⑥57kg

選手
宇野澤 八恵
（うのさわ やえ） 女
①1989年8月8日（24歳）
②東京都　③都立保谷高校（東
京都）→武蔵野大学　④ティップ
ネス池袋店　⑤155cm
⑥57kg

アイスホッケー［女子］
Ice Hockey［Women］
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選手
森井 真衣
（もりい まい） 女
①1993年12月28日（19歳）
②宮城県　③東村山西高等学校
（東京都）→法政大学（2年）　
④法政大学　⑤155cm　
⑥57kg

選手
浮田 莉沙
（うきた りさ） 女
①1993年3月26日（20歳）
②北海道　③北海道釧路工業高
等学校（北海道）→北海道教育大
学釧路校（3年）　④北海道教育
大学釧路校　⑤162cm
⑥55kg

アイスホッケー［女子］
Ice Hockey［Women］
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選手
田中 北人
（たなか ほくと） 男
①1991年6月28日（22歳）
②新潟県　③新潟県立小出高校
（新潟県）→東京農業大学（4年）
④東京農業大学　⑤170cm
⑥６3kg

選手
古谷 沙理
（ふるや さり） 女
①1990年5月25日（23歳）
②北海道　③北海道倶知安高等
学校（北海道）→早稲田大学
④陸上自衛隊冬季戦技教育隊
⑤166cm　⑥58kg

選手
菊池 沙都
（きくち さと） 女
①1989年5月18日（24歳）
②東京都　③東京都立石神井高
等学校（東京都）→日本体育大学
④ゼビオナビゲーターズンネット
ワーク　⑤160cm　⑥62kg

選手
岩﨑 真由
（いわさき まゆ） 女
①1993年7月2日（20歳）
②長野県　③北海学園札幌高等
学校（北海道）→札幌国際大学（2
年）　④札幌国際大学
⑤160cm　⑥66kg

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

1名 1名 1名 3名
バイアスロン
Biathlon

総務
出口 弘之
（でぐち ひろゆき） 男
①1953年1月17日（60歳）
②北海道　③北海道倶知安高等
学校（北海道）　④(一社)日本バ
イアスロン連盟
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