
本
部

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

- - 9 名 9名

団長
塚原 光男
（つかはら みつお） 男
①1947年12月22日（65歳）
②東京都　③国学院高校（東京
都）→日本体育大学　④塚原体
操センター　⑦理事、日本ユニ
バーシアード委員会委員長、選
手強化本部常任委員、（公財）日
本体操協会副会長

輸送担当
関根 典昭
（せきね のりあき） 男
①1975年10月17日（38歳）
②埼玉県　③私立立教高校（埼
玉県）→立教大学　④株式会社
JTBコーポレートセールス

本部員
安達 和重
（あだち かずしげ） 男
①1980年1月15日（33歳）
②東京都　③私立早稲田大学系
属早稲田実業学校高等部（東京
都）→早稲田大学→早稲田大学
大学院　④公益財団法人日本オ
リンピック委員会

メディカルスタッフ／ドクター
真鍋 知宏
（まなべ ともひろ） 男
①1972年1月23日（41歳）
②香川県　③私立慶應義塾高等
学校（神奈川県）→慶應義塾大学
→慶應義塾大学大学院
④慶應義塾大学スポーツ医学研
究センター

メディカルスタッフ／ドクター
半谷 美夏
（はんがい みか） 女
①1972年6月16日（41歳）
②茨城県　③茨城県立水戸第一
高校（茨城県）→秋田大学→筑波
大学大学院　④国立スポーツ科
学センター

輸送担当
水野 竹範
（みずの たけのり） 男
①1972年12月29日（40歳）
②新潟県　③東京都立保谷高等
学校（東京都）→東京電機大学　
④株式会社JTBコーポレート
セールス

本部員
髙橋 ダニエル克弥
（たかはし ダニエルかつや） 男
①1977年12月8日（36歳）
②東京都　③東京都立文京高校
（東京都）→日本大学　④公益財
団法人日本オリンピック委員会

本部役員
岩上 祐子
（いわかみ ゆうこ） 女
①1969年7月22日（44歳）
②長野県　③長野県立須坂高校
（長野県）→学習院大学　④公益
財団法人日本オリンピック委員
会

輸送担当
樋口 枝浦
（ひぐち しほ） 女
①1986年9月3日（27歳）
②岐阜県　③私立清林館高校
（愛知県）→明治大学　④株式会
社JTBコーポレートセールス

本部
Headquarters

10　　The 26th Winter Universiade Trentino 2013 



ス
キ
ー
／
全
体

ス
キ
ー
／
ア
ル
ペ
ン

チームリーダー　
倉田 秀道
（くらた ひでみち） 男
①1961年8月26日（52歳）
②千葉県　③私立早稲田大学系
属早稲田実業学校高等部（東京
都）→早稲田大学　④あいおい
ニッセイ同和損害保険株式会社
（早稲田大学）　⑧公認スキー
コーチ

コーチ
神崎 信彦
（かんざき のぶひこ） 男
①1960年1月7日（53歳）
②栃木県　③栃木県立日光高等
学校（栃木県）→中央大学
④有限会社ライフアンドファイナ
ンス

選手
成田 秀将
（なりた ひでゆき） 男
①1993年9月23日（20歳）
②北海道　③北照高等学校（北
海道）→東海大学（2年）　④東海
大学　⑤166cm　⑥68kg

コーチ
佐藤 照友旭
（さとう てるゆき） 男
①1977年3月6日（36歳）
②北海道　③北海学園札幌高校
（北海道）→日本体育大学→順天
堂大学大学院（2年）　④学校法
人日本体育大学

選手
河野 恭介
（こうの きょうすけ） 男
①1991年10月2日（22歳）
②長野県　③長野県飯山北高校
（長野県）→早稲田大学（4年）　
④早稲田大学　⑤177cm　
⑥77kg

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

5名 5名 3名 13名

コーチ
相原 博之
（あいはら ひろゆき） 男
①1961年6月5日（52歳）
②北海道　③北照高校（北海道）
→日本体育大学　④東海大学

選手
石井 智也
（いしい ともや） 男
①1989年5月23日（24歳）
②北海道　③北照高等学校（北
海道）→東海大学　④株式会社
サンミリオン　⑤172cm　
⑥76kg

選手
中村 和司
（なかむら かずし） 男
①1989年7月10日（24歳）　
②秋田県　③秋田県立花輪高校
（秋田県）→法政大学　④秋田ゼ
ロックス株式会社　⑤169cm　
⑥78kg

選手
新 賢範
（しん まさのり） 男
①1993年7月22日（20歳）
②北海道　③札幌第一高校（北
海道）→東洋大学（2年）　④東洋
大学　⑤169cm　⑥73kg

スキー／全体
Skiing

スキー／アルペン
Alpine Skiing
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スキー／アルペン
Alpine Skiing

選手
蓮見 小奈津
（はすみ こなつ） 女
①1992年11月27日（21歳）
②北海道　③北海学園札幌高校
（北海道）→東海大学（3年）　
④東海大学　⑤166cm　
⑥57kg

選手
新井 真季子
（あらい まきこ） 女
①1993年6月12日（20歳）　
②岐阜県　③私立高山西高等学
校（岐阜県）→法政大学（1年）
④法政大学　⑤165cm　
⑥55kg

選手
岡本 乃絵
（おかもと のえ） 女
①1992年3月22日（21歳）　
②北海道　③富良野緑峰高等学
校（北海道）→東海大学（4年）
④東海大学　⑤162cm　
⑥59kg

選手
向川 桜子
（むこうがわ さくらこ） 女
①1992年1月20日（21歳）　
②秋田県　③県立角館高校（秋
田県）→早稲田大学（4年）　④早
稲田大学　⑤161cm　
⑥61kg

選手
押味 輝
（おしみ ひかる） 女
①1994年9月2日（19歳）
②北海道　③県立柴田女子高校
（青森県）→日本体育大学（1年）
④日本体育大学　⑤161cm　
⑥57kg
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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

4名 4名 3名 11名

コーチ
高橋 光二
（たかはし こうじ） 男
①1952年10月29日（61歳）
②京都府　③京都府立宮津高校
（京都府）→同志社大学
④株式会社日の丸　⑧公認ス
キーコーチ

選手
宇田 崇二
（うだ たかつぐ） 男
①1991年10月25日（21歳）
②福井県　③福井県立勝山高校
（福井県）→東海大学（3年）
④東海大学　⑤174cm　
⑥68kg

選手
柏原 理子
（かしわばら みちこ） 女
①1991年3月14日（22歳）
②長野県　③長野県立飯山南高
校（長野県）→早稲田大学　④中
日本ハイウエイエンジニアリング
名古屋株式会社　⑤161cm　
⑥53kg

選手
大平 麻生
（おおだいら まき） 女
①1994年11月23日（19歳）
②新潟県　③新潟県立十日町高
校（新潟県）→早稲田大学（1年）
④早稲田大学　⑤152cm　
⑥47kg

技術スタッフ
藤田 善也
（ふじた ぜんや） 男
①1984年8月20日（29歳）
②北海道　③私立旭川大学高校
（北海道）→早稲田大学→早稲田
大学大学院　④国立スポーツ科
学センター　⑧公認スキーコー
チ

選手
半藤 成実
（はんどう なるみ） 女
①1993年4月21日（20歳）
②長野県　③長野県立飯山高校
（長野県）→早稲田大学（2年）
④早稲田大学　⑤165cm　
⑥55kg

選手
西田 順風
（にしだ じゅんぷう） 男
①1991年4月22日（22歳）
②神奈川県　③北海道立留萌高
校（北海道）→早稲田大学（4年）
④早稲田大学　⑤175cm　
⑥68kg

選手
大塚 裕華
（おおつか ゆうか） 女
①1990年10月3日（23歳）
②長野県　③長野県立白馬高校
（長野県）→國學院大学
④國學院大学　⑤156cm　
⑥48kg

コーチ
江川 淳
（えがわ あつし） 男
①1966年4月5日（47歳）
②北海道　③北海道立倶知安農
業高校（北海道）→近畿大学
④株式会社エムエースポーツ
サービス

選手／主将
レンティング 陽 サミュエル
（レンティング あきら サミュエ
ル） 男
①1990年8月11日（23歳）
②東京都　③長野県立飯山北高
校（長野県）→早稲田大学　
④TEAM AKIRA　⑤181cm　
⑥79kg

選手
児玉 翔平
（こだま しょうへい） 男
①1991年5月13日（22歳）
②新潟県　③新潟県立十日町高
校（新潟県）→日本大学（4年）
④日本大学　⑤172cm　
⑥72kg

スキー／クロスカントリー
Cross Country Skiing
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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

4名 3名 2名 9名

コーチ
佐藤 喜員
（さとう よしかず） 男
①1969年7月13日（44歳）
②北海道　③私立東海大学付属
第四高校（北海道）→東海大学
④東京美装興業株式会社

選手
山口 瑞貴
（やまぐち みずき） 女
①1993年8月17日（20歳）
②北海道　③札幌日本大学高等
学校（北海道）→札幌大学（2年）
④札幌大学　⑤165cm　
⑥54kg

選手
原田 侑武
（はらだ ゆうむ） 男
①1990年9月15日（23歳）
②北海道　③札幌光星高等学校
（北海道）→早稲田大学
④雪印メグミルク株式会社　
⑤174cm　⑥60kg

選手
細田 将太郎
（ほそだ しょうたろう） 男
①1991年12月2日（22歳）
②北海道　③北海高校（北海道）
→北翔大学（4年）　④北翔大学
⑤182cm　⑥64kg

選手
馬淵 源
（まぶち みなと） 男
①1992年6月28日（21歳）
②秋田県　③北海道下川商業高
等学校（北海道）→旭川大学（3
年）　④旭川大学　⑤179cm　
⑥64kg

選手
小林 潤志郎
（こばやし じゅんしろう） 男
①1991年6月11日（22歳）
②岩手県　③私立盛岡中央高
（岩手県）→東海大学（4年）
④東海大学　⑤166cm　
⑥53kg

選手
岩渕 香里
（いわぶち かおり） 女
①1993年4月28日（20歳）
②長野県　③長野県立飯山高等
学校（長野県）→松本大学（2年）
④松本大学　⑤162cm　
⑥52kg

コーチ
一戸 剛
（いちのへ つよし） 男
①1976年6月9日（37歳）
②青森県　③青森県立弘前工業
高校（青森県）→早稲田大学
④株式会社アシックス

選手
松橋 亜希
（まつはし あき） 女
①1992年10月6日（21歳）
②秋田県　③秋田県立花輪高等
学校（秋田県）→東海大学（3年）
④東海大学　⑤172cm
⑥57kg

スキー／ジャンプ
Ski Jumping
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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

4名 - 1 名 5名

監督
宮嶋 啓
（みやじま ひろし） 男
①1943年7月14日（70歳）
②北海道　③北海道立小樽潮陵
高校（北海道）→早稲田大学　
④NPO法人日本ジュニアーゴル
ファー育成協議会　⑧公認ジュ
ニアスポーツ指導員

選手
曽根原 郷
（そねはら ごう） 男
①1993年10月1日（20歳）
②新潟県　③新潟県立新井高校
（新潟県）→明治大学（2年）　
④明治大学　⑤174cm　
⑥60kg

選手
堀米 翔大
（ほりごめ しょうた） 男
①1994年4月14日（19歳）
②長野県　③長野県立飯山高校
（長野県）→日本大学（1年）　
④日本大学　⑤178cm　
⑥68kg

選手
山元 豪
（やまもと ごう） 男
①1995年1月27日（18歳）
②富山県　③富山県雄山高校
（富山県）→早稲田大学（1年）　
④早稲田大学　⑤174cm　
⑥62kg

選手
清水 亜久里
（しみず あぐり） 男
①1992年3月9日（21歳）
②新潟県　③新潟県立新井高等
学校（新潟県）→専修大学（4年）
④専修大学　⑤172cm　
⑥60kg

スキー／ノルディック複合
Nordic Combined

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
スキー／フリースタイル
Freestyle Skiing

ス
キ
ー
／
フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル

コーチ
福島 のり子
（ふくしま のりこ） 女
①1979年10月18日（34歳）
②長野県　③長野県立白馬高校
（長野県）→日本大学

選手
新里 尚子
（にいさと しょうこ） 女
①1991年7月10日（21歳）
②岩手県　③平舘高等学校（岩
手県）→東海大学（4年）　④東海
大学　⑤165cm　⑥62kg

選手
石塚 陸紘
（いしづか たかひろ） 男
①1992年11月7日（21歳）
②北海道　③双葉高校（北海道）
→日本大学（3年）　④日本大学
⑤168cm　⑥68kg
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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

3名 3名 2名 8名

選手
小林 学
（こばやし まなぶ） 男
①1989年4月27日（24歳）
②山梨県　③山梨学院大学附属
高等学校（山梨県）→山梨学院　
⑤170cm　⑥68kg

選手
渡辺 大介
（わたなべ だいすけ） 男
①1993年2月21日（20歳）
②北海道　③登別大谷高校（北
海道）→北翔大学（3年）　④北翔
大学　⑤178cm　⑥78kg

選手
松沢 美甫
（まつざわ みほ） 女
①1993年2月12日（20歳）
②長野県　③長野県立白馬高校
（長野県）→松本大学（3年）
④松本大学　⑤158cm　
⑥50kg

選手
岩垂 かれん
（いわだれ かれん） 女
①1993年12月24日（19歳）
②神奈川県　③私立日出高等学
校（東京都）→日本体育大学（2
年）　④日本体育大学　
⑤160cm　⑥46kg

コーチ
橋本 朝臣
（はしもと あさみ） 男
①1975年7月17日（38歳）
②北海道　③北海道立札幌東陵
高校（北海道）　④有限会社ワン
グリーン

選手
本多 未沙
（ほんだ みさ） 女
①1994年1月18日（19歳）
②神奈川県　③私立日本女子体
育大学付属二階堂高等学校（東
京都）→国士舘大学（2年）　④国
士舘大学　⑤151cm　
⑥46kg

コーチ
神戸 忠仙
（かんべ ただのり） 男
①1976年7月25日（37歳）
②群馬県　③群馬県立桐生工業
高等学校（群馬県）　④株式会社
カムイ御坂スキー場

選手
神野 愼之助
（かみの しんのすけ） 男
①1993年6月21日（20歳）
②大阪府　③山梨県立韮崎高校
（山梨県）→早稲田大学（2年）
④早稲田大学　⑤174cm　
⑥70kg

スキー／スノーボード
Snowboarding
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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

10名 10名 5名 25名
スケート／スピードスケート
Speed Skating

コーチ
入澤 孝一
（いりさわ こういち） 男
①1949年3月8日（64歳）
②群馬県　③群馬県立渋川高校
（群馬県）→中京大学　④高崎健
康福祉大学　⑧公認スケート上
級コーチ

選手
坂本 永吉
（さかもと えいきち） 男
①1994年12月19日（18歳）
②北海道　③山形県立山形中央
高校（山形県）→高崎健康福祉大
学（1年）　④高崎健康福祉大学
⑤175cm　⑥65kg

コーチ
河瀬 祐二
（かわせ ゆうじ） 男
①1965年4月28日（48歳）
②北海道　③北海道立上士幌高
校（北海道）→日本大学　④帯広
市役所

選手
中村 駿佑
（なかむら しゅんすけ） 男
①1992年3月1日（21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
（3年）　④法政大学　
⑤172cm　⑥72kg

コーチ
青柳 徹
（あおやなぎ とおる） 男
①1968年4月12日（45歳）
②北海道　③私立釧路短期大学
付属高等学校（北海道）→日本体
育大学→筑波大学大学院　④日
本体育大学

選手
長谷川 翼
（はせがわ つばさ） 男
①1994年2月8日（19歳）
②北海道　③私立白樺学園高校
（北海道）→日本大学（2年）　
④日本大学　⑤171cm　
⑥72kg

監督
糸川 敏彦
（いとかわ としひこ） 男
①1974年9月20日（39歳）
②北海道　③私立白樺学園高校
（北海道）→専修大学　④専修大
学

トレーナー
門馬 崇文
（もんま たかふみ） 男
①1974年5月19日（39歳）
②福島県　③福島県立原町高校
（福島県）→福島大学　④わたな
べ整形外科　⑧公認アスレティッ
クトレーナー

選手
後藤 卓也
（ごとう たくや） 男
①1995年3月9日（18歳）
②北海道　③北海道立帯広農業
高校（北海道）→日本大学（1年）
④日本大学　⑤170cm　
⑥64kg

選手
三輪 準也
（みわ じゅんや） 男
①1993年7月6日（20歳）
②北海道 ③私立白樺学園高校
（北海道）→法政大学（2年）　
④法政大学　⑤172cm　
⑥71kg

選手
大和田 真
（おおわだ まこと） 男
①1991年5月31日（22歳）
②北海道　③北海道立本別高校
（北海道）→北翔大学（4年）
④北翔大学　⑤180cm　
⑥76kg

選手
近藤 太郎
（こんどう たろう） 男
①1994年9月8日（19歳）
②北海道　③私立駒澤大学附属
苫小牧高校（北海道）→専修大学
（1年）　④専修大学　
⑤175cm　⑥77kg
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選手
小川 新太
（おがわ あらた） 男
①1993年2月14日（20歳）
②北海道　③私立白樺学園高校
（北海道）→明治大学（3年）　
④明治大学　⑤171cm　
⑥65kg

選手
土屋 良輔
（つちや りょうすけ） 男
①1994年11月29日（19歳）
②群馬県　③群馬県立嬬恋高校
（群馬県）→専修大学（1年）　
④専修大学　⑤178cm　
⑥70kg

選手
桜井 萌美
（さくらい もえみ） 女
①1994年11月26日（19歳）
②北海道　③私立白樺学園高校
（北海道）→日本体育大学（1年）
④日本体育大学　⑤157cm
⑥60kg

選手
渡部 知也
（わたなべ ともや） 男
①1991年10月14日（22歳）
②北海道　③北海道立池田高校
（北海道）→日本体育大学（4年）
④日本体育大学　⑤170cm
⑥71kg

選手
宮﨑 麻衣
（みやざき まい） 女
①1990年10月4日（23歳）　
②群馬県　③群馬県立嬬恋高校
（群馬県）→信州大学　④群馬県
スケート連盟　⑤160cm　
⑥54kg

選手
辻中 杏奈
（つじなか あんな） 女
①1993年6月8日（20歳）
②長野県　③長野県立岡谷南高
校（長野県）→大東文化大学（2
年）　④大東文化大学　
⑤164cm　⑥70kg

選手
関口 莉菜
（せきぐち りな） 女
①1993年1月21日（20歳）　
②北海道　③帯広市立帯広南商
業高校（北海道）→高崎健康福祉
大学（3年）　④高崎健康福祉大
学　⑤160cm　⑥57kg

選手
黒岩 美生
（くろいわ みお） 女
①1989年5月3日（24歳）
②群馬県　③群馬県立嬬恋高校
（群馬県）→日本体育大学（2年）
④日本体育大学　⑤163cm　
⑥56kg

ス
ケ
ー
ト
／
ス
ピ
ー
ド
ス
ケ
ー
ト

スケート／スピードスケート
Speed Skating

選手／旗手
髙木 美帆
（たかぎ みほ） 女
①1994年5月22日（19歳）
②北海道　③帯広市立帯広南商
業高校（北海道）→日本体育大学
（1年）　④日本体育大学　
⑤164cm　⑥57kg

選手
長屋 千夏
（ながや ちなつ） 女
①1994年8月2日（19歳）
②北海道　③私立駒澤大学附属
苫小牧高校（北海道）→高崎健康
福祉大学（1年）　④高崎健康福
祉大学　⑤157cm　⑥53kg

選手
髙橋 菜那
（たかはし なな） 女
①1993年4月3日（20歳）
②北海道　③私立白樺学園高校
（北海道）→山梨学院大学（2年）
④山梨学院大学　⑤169cm
⑥57kg

選手
阿部 友香
（あべ ゆか） 女
①1992年10月9日（21歳）
②北海道　③私立駒澤大学附属
苫小牧高校（北海道）→高崎健康
福祉大学（3年）　④高崎健康福
祉大学　⑤163cm　⑥62kg
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スケート／スピードスケート
Speed Skating

選手
阿部 真衣
（あべ まい） 女
①1991年5月17日（22歳）
②北海道　③北海道立釧路明輝
高校（北海道）→日本体育大学（4
年）　④日本体育大学　
⑤150cm　⑥52kg

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

2名 2名 2名 6名
スケート／フィギュアスケート
Figure Skating

ス
ケ
ー
ト
／
ス
ピ
ー
ド
ス
ケ
ー
ト

監督
小河 優子
（おがわ ゆうこ） 女
①1970年9月20日（43歳）
②東京都　③都立杉並高等学校
（東京都）→日本大学

選手
鈴木 真梨
（すずき まり） 女
①1991年11月2日（22歳）
②宮城県　③東北高等学校（宮
城県）→東北福祉大学（4年）
④東北福祉大学　⑤162cm
⑥52kg

選手
上野 沙耶
（うえの さや） 女
①1994年4月10日（19歳）
②兵庫県　③私立大阪薫英女学
院高等学校（大阪府）→関西大学
（1年）　④関西大学　
⑤157cm　⑥46kg

選手
佐々木 彰生
（ささき あきお） 男
①1991年3月19日（22歳）
②神奈川県　③私立武相高等学
校（神奈川県）→明治大学（4年）
④明治大学　⑤162cm　
⑥58kg

選手
坪井 遥司
（つぼい ようじ） 男
①1992年11月29日（21歳）
②岡山県　③県立岡山芳泉高等
学校（岡山県）→岡山大学（3年）
④岡山大学　⑤165cm　
⑥64kg

総務
堀内 律子
（ほりうち りつこ） 女
①1970年3月14日（43歳）
②東京都　③私立東京女子高等
学校（東京都）→青山学院大学
⑧公認スケート上級コーチ

ス
ケ
ー
ト
／
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
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ス
ケ
ー
ト
／
シ
ョ
ー
ト
ト
ラ
ッ
ク

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

5名 5名 3名 13名

監督
川上 隆史
（かわかみ たかし） 男
①1952年8月20日（61歳）
②東京都　③私立早稲田実業高
等学校（東京都）→早稲田大学
④山梨学院大学　⑧公認スケー
ト上級コーチ

選手
伊藤 聡貴
（いとう さとき） 男
①1993年12月26日（19歳）
②福岡県　③私立東福岡高等学
校（福岡県）→阪南大学（2年）
④阪南大学　⑤168cm
⑥62kg

選手
三澤 夏陽
（みさわ なつひ） 男
①1994年6月9日（19歳）
②愛知県　③私立春日部共栄高
等学校（埼玉県）→阪南大学（1
年）　④阪南大学　⑤165cm
⑥54kg

選手
大坪 里希
（おおつぼ さき） 女
①1992年4月21日（21歳）
②青森県　③青森県立八戸高等
学校（青森県）→慶應義塾大学（3
年）　④慶應義塾大学　
⑤162cm　⑥58kg

選手
齋藤 悠
（さいとう ゆう） 男
①1993年6月14日（20歳）
②神奈川県　③神奈川県立麻溝
台高等学校（神奈川県）→神奈川
大学（2年）　④神奈川大学
⑤162cm　⑥55kg

選手
北吹 史
（きたぶき ふみ） 女
①1991年8月23日（22歳）
②東京都　③私立日本橋女学館
高等学校（東京都）→法政大学（4
年）　④法政大学　⑤148cm
⑥46kg

選手
横山 大希
（よこやま ひろき） 男
①1994年2月18日（19歳）
②香川県　③私立関西学院高等
部（兵庫県）→関西学院大学（2
年）　④関西学院大学　
⑤168cm　⑥54kg

選手
菊池 悠希
（きくち ゆうき） 女
①1990年7月24日（23歳）
②長野県　③長野県小諸商業高
等学校（長野県）→立教大学（4
年）　④立教大学　⑤159cm
⑥55kg

トレーナー
𠮷岡 慶
（よしおか けい） 男
①1977年7月4日（36歳）
②東京都　③東京都立駒場高等
学校（東京都）→東京衛生学園専
門学校　④緑園ゆきひろ整形外
科

選手
中口 雪絵
（なかぐち ゆきえ） 女
①1990年6月5日（23歳）
②大阪府　③私立山梨学院大学
附属高等学校（山梨県）→山梨学
院大学　④池本刷子工業株式会
社　⑤155cm　⑥60kg

コーチ
神野 由佳
（かみの ゆか） 女
①1980年12月8日（33歳）
②大阪府　③私立大谷高等学校
（大阪府）→立命館大学　④公益
財団法人日本ｽｹｰﾄ連盟　⑧公認
スケートコーチ

選手
吉川 政志
（よしかわ まさし） 男
①1991年11月21日（22歳）
②埼玉県　③川口市立武南高等
学校（埼玉県）→大阪経済大学（4
年）　④大阪経済大学　
⑤171cm　⑥65kg

スケート／ショートトラック
Short Track Speed Skating
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スケート／ショートトラック
Short Track Speed Skating

選手
辰巳 香子
（たつみ きょうこ） 女
①1994年4月8日（19歳）
②北海道　③福岡県立糸島高等
学校（福岡県）→福岡大学（1年）
④福岡大学　⑤158cm　
⑥54kg

ドクター
川口 行雄
（かわぐち ゆきお） 男
①1972年8月25日（41歳）　
②愛知県　③青森県立弘前高等
学校（青森県）→滋賀医科大学　
④藤沢湘南台病院　⑧公認ス
ポーツドクター

スケート／3種別担当
Skating

ス
ケ
ー
ト
／
シ
ョ
ー
ト
ト
ラ
ッ
ク

ス
ケ
ー
ト
／
３
種
別
担
当
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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］

ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
﹇
男
子
﹈﹇
女
子
﹈
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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］

ア
イ
ス
ホ
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﹇
女
子
﹈
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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］

ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
﹇
女
子
﹈

バ
イ
ア
ス
ロ
ン

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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カーリング
Curling

カ
ー
リ
ン
グ

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

- 5 名 2名 7名

監督
浪岡 正行
（なみおか まさゆき） 男
①1957年5月19日（56歳）
②岩手県　③岩手県立福岡高等
学校（岩手県）→東京経済大学　
④株式会社浪岡時好堂　⑧公認
カーリング上級指導員

選手
石山 奈津子
（いしやま なつこ） 女
①1991年10月18日（22歳）
②北海道　③札幌市立北海道札
幌新川高校（北海道）→札幌国際
大学（4年）　④札幌国際大学
⑤148cm　⑥51kg

選手
石垣 真央
（いしがき まお） 女
①1991年11月26日（22歳）
②北海道　③北海道常呂高校
（北海道）→札幌国際大学（4年）
④札幌国際大学　⑤157cm
⑥53kg

選手
氏原 梨沙
（うじはら りさ） 女
①1992年3月15日（21歳）
②北海道　③北海道常呂高校
（北海道）→札幌国際大学（4年）
④札幌国際大学　⑤155cm
⑥53kg

選手
井田 莉菜
（いだ りな） 女
①1991年11月27日（22歳）
②北海道　③北海道常呂高校
（北海道）→札幌国際大学（4年）
④札幌国際大学　⑤157cm
⑥56kg

選手
吉村 紗也香
（よしむら さやか） 女
①1992年1月30日（21歳）
②北海道　③北海道常呂高校
（北海道）→札幌国際大学（4年）
④札幌国際大学　⑤163cm
⑥54kg

コーチ
小林 博文
（こばやし ひろふみ） 男
①1963年2月3日（50歳）
②北海道　③北海道小樽水産高
校（北海道）　④自営業(漁業)　
⑧公認カーリング指導員
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ル

アルペン／トレーナー
丸山 伸也
（まるやま しんや） 男
①1975年4月3日（38歳）
②長野県　③長野県立諏訪清陵
高校（長野県）→日本体育大学→
順天堂大学大学院　④まるやま
鍼灸接骨院

アルペン／技術スタッフ
須合 紀之
（すごう のりゆき） 男
①1965年2月1日（48歳）
②東京都　③私立東京工業高校
（東京都）→明治学院大学
④S-GO

クロスカントリー／技術スタッフ
安村 英彦
（やすむら ひでひこ） 男
①1967年1月3日（46歳）
②青森県　③青森県立野辺地高
校（青森県）→専修大学
④野辺地町役場

スノーボード／コーチ
松里 啓
（まつざと あきら） 男
①1967年5月19日（46歳）
②埼玉県　③埼玉県立蕨高校
（埼玉県）→駒澤大学　④（有）グ
ローバル･スノーボード･サービ
ス　⑧公認スキーコーチ

フィギュアスケート／コーチ
長澤 琴枝
（ながさわ ことえ） 女
①1950年6月11日（63歳）
②静岡県　③県立川崎高等学校
（神奈川県）→日本大学　④岡山
国際スケートリンク　⑧公認ス
ケートコーチ／スケート教師

フィギュアスケート／トレーナー
前波 卓也
（まえなみ たくや） 男
①1979年7月7日（34歳）
②茨城県　③私立昌平高等学校
（埼玉県）→富士アスレティック&
ビジネス専門学校　
④V-conditioning studio ／
Team AOYAMA

フィギュアスケート／コーチ
阿部 奈々美
（あべ ななみ） 女
①1972年10月11日（41歳）
②宮城県　③私立三島学園高等
学校（宮城県）→東北学院大学　
④宮城FSC　⑧公認スケート
コーチ

フィギュアスケート／コーチ
佐藤 亜希子
（さとう あきこ） 女
①1971年1月24日（42歳）
②東京都　③私立品川高等学校
（東京都）→富士短期大学　④公
益財団法人横浜市体育協会神奈
川スケートリンク　⑧公認スケー
ト教師

ショートトラック／コーチ
菊池 由喜男
（きくち ゆきお） 男
①1969年4月8日（44歳）
②北海道　③私立白樺学園高等
学校（北海道）→山梨学院大学
④福島県立安積高等学校御舘校
⑧公認スケートコーチ

バイアスロン／コーチ
能登 直
（のと すなお） 男
①1977年3月7日（36歳）
②北海道　③遠軽高校（北海道）
④陸上自衛隊　冬季戦技教育隊
⑧公認近代五種コーチ

ノルディック複合／コーチ
富井 彦
（とみい げん） 男
①1973年5月30日（40歳）
②長野県　③長野県下高井農林
高校（長野県）→早稲田大学　
④札幌国際ビル株式会社

カーリング／総務
新井 貢
（あらい みつぐ） 男
①1961年4月2日（52歳）
②北海道　③北海道本別高校
（北海道）→日本大学→北海道教
育大学　④札幌国際大学　⑧公
認スケート指導員

合計

12名
アディショナルオフィシャル
Additional Offi cials
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フィギュアスケート
小塚 あゆみ
（こづか あゆみ） 女
①1965年5月29日（48歳）
②東京都　③私立立教女学院高
等学校（東京都）→東京女子大学

フィギュアスケート
小林 明子
（こばやし あきこ） 女
①1969年1月30日（44歳）
②新潟県　③県立長野吉田高等
学校（長野県）→東洋大学 ④太
平印刷株式会社

ショートトラック
佐々木 拓
（ささき たく） 男
①1976年10月2日（37歳）
②青森県　③青森県立弘前高等
学校（青森県）→京都大学→京都
大学大学院　④立命館大学

帯同審判
Accompanying Referess and Judges

合計

3名
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