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選　　手

スキー／アルペン
Alpine Skiing

選手

竹内 力音
（タケウチ リオン）／男

①1999年8月29日（22歳）
②札幌市立新川中学校→小樽北照高校→
日本体育大学（4年）

③日本体育大学
⑤スーパーG、大回転、回転、パラレル
回転、ミックスチームパラレル

選手

相原 史郎
（アイハラ シロウ）／男

①2001年1月20日（20歳）
②東海大学付属第四高等学校中等部→東
海大学付属札幌高校→東海大学（3年）

③東海大学
⑤スーパーG、大回転、回転、パラレル
回転、ミックスチームパラレル

選手

富井  大賀
（トミイ タイガ）／男

①1998年5月31日（23歳）
②野沢温泉村立野沢温泉中学校→Green 

Mountain Valley School（アメリカ、
バーモント州）→中央大学（3年）

③中央大学
⑤スーパーG、大回転、回転、パラレル
回転、ミックスチームパラレル

選手

若月 隼太
（ワカツキ ハヤタ）／男

①1999年1月26日（22歳）
②湯沢町立湯沢中学校→新潟県立八海高
校→近畿大学
③（公財）新潟県スポーツ協会
⑤スーパーG、大回転、回転、パラレル
回転、ミックスチームパラレル

選手

前田 知沙樹
（マエダ チサキ）／女

①1998年7月22日（23歳）
②塩尻市立塩尻中学校→私立松商学園高
校→松本大学→松本大学大学院（1年）
③松本大学大学院
⑤スーパーG、大回転、回転、パラレル
回転、ミックスチームパラレル

選手

若月 新
（ワカツキ アラタ）／女

①2000年3月17日（21歳）
②信濃町立信濃中学校→北照高校→東海
大学（4年）
③東海大学
⑤スーパーG、大回転、回転、パラレル
回転、ミックスチームパラレル

選手

石塚 結
（イシヅカ ユイ）／女

①2001年12月30日（19歳）
②つくば市立手代木中学校→秋田県立角
館高校→早稲田大学（2年）
③早稲田大学
⑤スーパーG、大回転、回転、パラレル
回転、ミックスチームパラレル

監督・コーチ等

スキー／全体
Skiing

チームリーダー

佐藤 喜員
（サトウ ヨシカズ）／男

③東京美装興業（株）

スキー／全体
Skiing

男子選手 女子選手 監督・コーチ等 合  計

– – 1名 1名

男子選手 女子選手 監督・コーチ等 合  計

4名 4名 3名 11名

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

選手

水谷 美穂
（ミズタニ ミホ）／女

①2003年1月3日（18歳）
②木曽町立開田中学校→秋田県立角館高
校→日本体育大学（1年）

③日本体育大学
⑤スーパーG、大回転、回転、パラレル
回転、ミックスチームパラレル

監督・コーチ等

スキー／アルペン
Alpine Skiing

コーチ

清野 嵩悠
（セイノ コウユウ）／男

③（株）置環

コーチ

児玉 修
（コダマ オサム）／男

コーチ

相原 博之
（アイハラ ヒロユキ）／男

③東海大学

選　　手

スキー／クロスカントリー
Cross-Country Skiing

選手

坂井 冠太
（サカイ カンタ）／男

①2002年7月15日（19歳）
②新潟県立松代中学校→新潟県立十日町
高校→専修大学（1年）

③専修大学
⑤スプリント、10km、10kmパシュート、

30kmマススタート、リレー、ミック
スチームスプリント

選手

菊地 哲
（キクチ サトシ）／男

①2001年5月31日（20歳）
②米沢市立第五中学校→山形県私立九里
学園高校→日本大学（2年）
③日本大学
⑤スプリント、10km、10kmパシュート、

30kmマススタート、リレー、ミック
スチームスプリント

選手

森口 翔太
（モリグチ ショウタ）／男

①2001年9月15日（20歳）
②京極町立京極中学校→北海道恵庭南高
校→日本大学（2年）
③日本大学
⑤スプリント、10km、10kmパシュート、

30kmマススタート、リレー、ミック
スチームスプリント

男子選手 女子選手 監督・コーチ等 合  計

5名 5名 3名 13名

スキー／クロスカントリー
Cross-Country Skiing
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スキー／クロスカントリー
Cross-Country Skiing

選手

土濃塚 悠成
（トノヅカ ユウセイ）／男

①2000年1月15日（21歳）
②北秋田市立合川中学校→秋田県立秋田
北鷹高校→日本大学（4年）

③日本大学
⑤スプリント、10km、10kmパシュート、

30kmマススタート、リレー、ミック
スチームスプリント

選手

廣瀬 崚
（ヒロセ リョウ）／男

①2000年11月6日（21歳）
②富山市立大沢野中学校→富山県立雄山
高校→早稲田大学（3年）

③早稲田大学
⑤スプリント、10km、10kmパシュート、

30kmマススタート、リレー、ミック
スチームスプリント

選手

本田 千佳
（ホンダ チカ）／女

①2002年3月14日（19歳）
②小坂町立小坂中学校→秋田県立花輪高
校→早稲田大学（2年）

③早稲田大学
⑤スプリント、5km、5kmパシュート、

15kmマススタート、リレー、ミック
スチームスプリント

選手

小林 萌子
（コバヤシ モエコ）／女

①2000年9月30日（21歳）
②南魚沼市立塩沢中学校→新潟県立十日
町高校→日本大学（3年）

③日本大学
⑤スプリント、5km、5kmパシュート、

15kmマススタート、リレー、ミック
スチームスプリント

選手

栃谷 和
（トチタニ ノドカ）／女

①2001年5月13日（20歳）
②鷹栖町立鷹栖中学校→音威子府村立北
海道おといねっぷ美術工芸高校→日本
大学（2年）

③日本大学
⑤スプリント、5km、5kmパシュート、

15kmマススタート、リレー、ミック
スチームスプリント

選手

横濵 汐莉
（ヨコハマ シオリ）／女

①1999年10月4日（22歳）
②野辺地町立野辺地中学校→青森県立野
辺地高校→日本大学（4年）

③日本大学
⑤スプリント、5km、5kmパシュート、

15kmマススタート、リレー、ミック
スチームスプリント

選手

祖父江 凜
（ソブエ リン）／女

①2000年11月6日（21歳）
②飯山市立城北中学校→長野県立飯山高
校→早稲田大学（3年）
③早稲田大学
⑤スプリント、5km、5kmパシュート、

15kmマススタート、リレー、ミック
スチームスプリント

監督・コーチ等

スキー／クロスカントリー
Cross-Country Skiing

コーチ

藤田 善也
（フジタ ゼンヤ）／男

③早稲田大学

コーチ

仲野 伸良
（ナカノ ノブヨシ）／男

③N PROGRAM（自営）

コーチ

山岸 修
（ヤマギシ オサム）／男
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選　　手

スキー／フリースタイル
Freestyle & Freeski

選手

古賀 結那
（コガ ユウナ）／女

①2002年4月2日（19歳）
②川崎市立高津中学校→私立武蔵野大学
付属千代田高等学院→早稲田大学（1
年）

③早稲田大学
⑤スロープスタイル、ビッグエア

監督・コーチ等

スキー／フリースタイル
Freestyle & Freeski

コーチ

米谷 優
（ヨネヤ ユウ）／男

③（株）アークコミュニケーションズ

男子選手 女子選手 監督・コーチ等 合  計

– 1名 1名 2名

スキー／フリースタイル
Freestyle & Freeski

男子選手 女子選手 監督・コーチ等 合  計

3名 3名 2名 8名

スキー／スノーボード
Snowboard

選　　手

スキー／スノーボード
Snowboard

選手

兼松 直生
（カネマツ ナオキ）／男

①2002年10月2日（19歳）
②大口町立大口中学校→私立名古屋経済
大学市邨高等学校→中京大学（1年）

③中京大学
⑤パラレル大回転、パラレル回転

選手（主将）

清水 大智
（シミズ ダイチ）／男

①2001年5月28日（20歳）
②与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学
校→福知山成美高等学校→同志社大学
（2年）
③同志社大学
⑤パラレル大回転、パラレル回転

選手

篠原 琉佑
（シノハラ リュウスケ）／男

①2001年6月19日（20歳）
②茅野市立長峰中学校→東海大学付属諏
訪高等学校→大東文化大学（2年）
③大東文化大学
⑤パラレル大回転、パラレル回転

選手

豊田 亜紗
（トヨダ アサ）／女

①1996年10月9日（25歳）
②アメリカンスクールインジャパン→ア
メリカンスクールインジャパン→ダー
トマス大学
③VICTORIA
⑤パラレル大回転、パラレル回転

選手

金澤 野愛
（カナザワ ノア）／女

①2003年1月7日（18歳）
②飯田市立旭ヶ丘中学校→飯田風越高等
学校→中京大学（1年）
③中京大学
⑤パラレル大回転、パラレル回転
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スキー／スノーボード
Snowboard

選手

大島 さくら
（オオシマ サクラ）／女

①2002年7月18日（19歳）
②白馬村立白馬中学校→長野県白馬高等
学校→中京大学（1年）

③中京大学
⑤パラレル大回転、パラレル回転

監督・コーチ等

スキー／スノーボード
Snowboard

コーチ

戸崎 啓貴
（トザキ ヒロキ）／男

③（株）こなゆき

トレーナー

山内 聡美
（ヤマウチ サトミ）／女

③フィジオルーム
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選　　手

スケート／フィギュアスケート
Figure Skating

選手

森口 澄士
（モリグチ スミタダ）／男

①2001年12月29日（19歳）
②京都市立伏見中学校→私立京都両洋高
等学校→同志社大学（2年）

③同志社大学
⑤男子シングル

選手

山隈 太一朗
（ヤマクマ タイチロウ）／男

①2000年4月14日（21歳）
②兵庫県立芦屋国際中等教育学校→兵庫
県立芦屋国際中等教育学校→明治大学
（3年）
③明治大学
⑤男子シングル

選手

竹野 比奈
（タケノ ヒナ）／女

①1997年7月10日（24歳）
②福岡市立青葉中学校→私立沖学園隆徳
館高等学校→福岡大学→福岡大学大学
院（2年）

③福岡大学 大学院
⑤女子シングル

選手

渡辺 倫果
（ワタナベ リンカ）／女

①2002年7月19日（19歳）
②私立文華女子中学校→私立青森山田高
等学校→法政大学（1年）
③法政大学
⑤女子シングル

監督・コーチ等

スケート／フィギュアスケート
Figure Skating

監督

石川 翔子
（イシカワ ショウコ）／女

③東京都スケート連盟

トレーナー

加藤 雄太
（カトウ ユウタ）／男

③医療法人社団紺整会　船橋整形外科　
西船クリニック

監督・コーチ等

スケート／全体
Skating

ドクター

福田 潤
（フクダ ジュン）／男

③（一財）同友会 藤沢湘南台病院

スケート／フィギュアスケート
Figure Skating

男子選手 女子選手 監督・コーチ等 合  計

2名 2名 3名 7名

スケート／全体
Skating

男子選手 女子選手 監督・コーチ等 合  計

– – 1名 1名
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スケート／フィギュアスケート
Figure Skating

総務

小佐野 貴子
（コサノ タカコ）／女

③東京都スケート連盟

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

男子選手 女子選手 監督・コーチ等 合  計

5名 5名 3名 13名

選　　手

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

選手

齋藤 駿
（サイトウ シュン）／男

①1999年6月24日（22歳）
②相模原市立清新中学校→神奈川県立麻
溝台高校→神奈川大学（4年）

③神奈川大学
⑤500m、1000m、1500m、5000mリ
レー

選手

松津 秀太
（マツヅ シュウタ）／男

①1999年12月2日（22歳）
②川越市立第一中学校→私立秀明英光高
校→阪南大学（4年）

③阪南大学
⑤500m、1000m、1500m、5000mリ
レー

選手

井上 瑠汰
（イノウエ リュウタ）／男

①2000年5月16日（21歳）
②福岡市立博多中学校→私立沖学園高校
→中京大学（3年）

③中京大学
⑤500m、1000m、1500m、5000mリ
レー

選手

井上 幹皓
（イノウエ ミキヒロ）／男

①2001年12月10日（20歳）
②福岡市立博多中学校→私立沖学園高校
→阪南大学（2年）
③阪南大学
⑤500m、1000m、1500m、5000mリ
レー

選手

新井 雄貴
（アライ ユウキ）／男

①2000年11月5日（21歳）
②南牧村立南牧中学校→長野県小海高校
→日本大学（3年）
③日本大学
⑤500m、1000m、1500m、5000mリ
レー

選手

島根 くるみ
（シマネ クルミ）／女

①1998年10月28日（23歳）
②川口市立戸塚西中学校→私立浦和学院
高校→阪南大学
③（株）シュゼット・ホールディングス
⑤500m、1000m、1500m、3000mリ
レー

選手（旗手）

松山 雛子
（マツヤマ ヒナコ）／女

①1998年7月26日（23歳）
②私立カリタス女子中学校→私立カリタ
ス女子高校→立教大学
③富士通（株）
⑤500m、1000m、1500m、3000mリ
レー
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スケート／ショートトラック
Short Track Speed Skating

選手

山名 里奈
（ヤマナ リナ）／女

①1999年12月16日（21歳）
②三田市立狭間中学校→兵庫県立有馬高
校→山梨学院大学（4年）

③山梨学院大学
⑤500m、1000m、1500m、3000mリ
レー

選手

吉田 凪歩
（ヨシダ ナギホ）／女

①2000年8月22日（21歳）
②川口市立鳩ヶ谷中学校→川口市立高校
→神奈川大学（3年）

③神奈川大学
⑤500m、1000m、1500m、3000mリ
レー

選手

長森 遥南
（ナガモリ ハルナ）／女

①2002年4月25日（19歳）
②私立親和中学校→私立親和女子高校→
関西学院大学（1年）

③関西学院大学
⑤500m、1000m、1500m、3000mリ
レー

監督・コーチ等

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

監督

石関 祐樹
（イシゼキ ユウキ）／男

③群馬県立渋川特別支援学校

コーチ

小山 友香里
（コヤマ ユカリ）／女

③（株）ルームズ

トレーナー

吉岡 慶
（ヨシオカ ケイ）／男

③医療法人社団幸風会　緑園ゆきひろ整
形外科
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男子選手 女子選手 監督・コーチ等 合  計

– 23名 4名 27名

アイスホッケー
Ice Hockey

アイスホッケー
Ice Hockey

選　　手

アイスホッケー
Ice Hockey

選手

永野元 佳乃
（エノモト ヨシノ）／女

①1998年9月22日（23歳）
②苫小牧市立青翔中学校→クラーク国際
高等学校→早稲田大学（4年）

③早稲田大学
⑤FW

選手

大森 汐恵
（オオモリ シオエ）／女

①1997年11月19日（24歳）
②釧路市立鳥取西中学校→北海道釧路商
業高等学校→釧路公立大学

③村井建設（株）
⑤FW

選手

山本 真優
（ヤマモト マヒロ）／女

①2000年7月4日（21歳）
②釧路市立鳥取西中学校→北海道釧路商
業高等学校→釧路短期大学

⑤FW

選手

小川 美憂梨
（オガワ ミユリ）／女

①2000年10月3日（21歳）
②釧路市立鳥取中学校→北海道釧路東高
等学校→釧路公立大学（3年）

③釧路公立大学
⑤FW

選手

堤 萌香
（ツツミ モエカ）／女

①2001年2月7日（20歳）
②釧路市立鳥取中学校→北海道釧路明輝
高等学校→北海道教育大学（3年）

③北海道教育大学
⑤FW

選手

垣原 みなみ
（カキハラ ミナミ）／女

①2001年2月24日（20歳）
②苫小牧市立苫小牧東中学校→駒澤大学
付属苫小牧高等学校→北翔大学（3年）
③北翔大学
⑤FW

選手

日向 蘭
（ヒナタ ラン）／女

①1999年7月27日（22歳）
②八戸市立湊中学校→青森県立八戸商業
高等学校→北翔大学（4年）
③北翔大学
⑤FW

選手

黒須 若菜
（クロス ワカナ）／女

①2000年6月3日（21歳）
②苫小牧市立和光中学校→駒澤大学附属
苫小牧高等学校→北海道文教大学（3
年）
③北海道文教大学
⑤FW

選手

長岡 真鈴
（ナガオカ マリン）／女

①2002年7月27日（19歳）
②釧路市立青陵中学校→北海道釧路江南
高等学校→中央大学（1年）
③中央大学
⑤FW

選手

水野 舞花
（ミズノ マイカ）／女

①1998年3月19日（23歳）
②神戸市立御影中学校（兵庫県）→神戸龍
谷高等学校（兵庫県）→武蔵野大学
⑤FW

選手

宮崎 千里
（ミヤザキ チサト）／女

①1997年8月8日（24歳）
②江戸川区立小岩第一中学校（東京都）→
私立錦城学園高等学校（東京都）→早稲
田大学
③宮崎精機製作所
⑤FW
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アイスホッケー
Ice Hockey

選手

中川 鈴
（ナカガワ スズ）／女

①1997年12月21日（23歳）
②神戸市立高倉中学校（兵庫県）→神戸市
立須磨翔風高等学校（兵庫県）→日本体
育大学

⑤DF

選手

水橋 優花
（ミズハシ ユウカ）／女

①2000年4月28日（21歳）
②苫小牧市立明倫中学校→北海道苫小牧
西高等学校→北海道文教大学（3年）

③北海道文教大学
⑤DF

選手

佐藤 菜摘
（サトウ ナツミ）／女

①2001年5月23日（20歳）
②苫小牧市立苫小牧東中学校→北海道苫
小牧西高等学校→北海道文教大学（2
年）

③北海道文教大学
⑤DF

選手

桜井 芽愛
（サクライ メイ）／女

①2002年3月28日（19歳）
②苫小牧市立光洋中学校→北海道苫小牧
西高等学校→北星学園大学短期大学部
（2年）
③北星学園大学短期大学部
⑤DF

選手

太田 こころ
（オオタ ココロ）／女

①2000年2月12日（21歳）
②清水町立御影中学校→北海道帯広農業
高等学校→帯広大学短期大学

③（株）光和
⑤DF

選手

小林 姫公
（コバヤシ キク）／女

①2002年7月7日（19歳）
②佐久長聖中学校→東京都立東大和高等
学校→早稲田大学（1年）

③早稲田大学
⑤GK

選手

佐々木 愛実
（ササキ アミ）／女

①2002年2月3日（19歳）
②札幌市立あやめ野中学校→北海学園札
幌高校→札幌国際大学（2年）
③札幌国際大学
⑤FW

選手

鈴木 花歩
（スズキ カホ）／女

①2002年2月2日（19歳）
②釧路市立鳥取中学校→北海道釧路明輝
高校→早稲田大学（2年）
③早稲田大学　
⑤FW

選手

関 夏菜美
（セキ カナミ）／女

①2000年6月23日（21歳）
②札幌市立新琴似北中学校→武修館高校
→国士舘大学（3年）
③国士舘大学
⑤DF

選手

笹野 文香
（ササノ フミカ）／女

①1997年6月26日（24歳）
②八戸市立下長中学校→青森県立八戸高
校→日本大学
③太陽生命保険（株）
⑤DF

選手

増原 海夕
（マスハラ ミユウ）／女

①2001年10月4日（20歳）
②苫小牧市立啓北中学校→北海道苫小牧
西高校→札幌国際大学（2年）
③札幌国際大学
⑤GK

選手

佐藤 めい
（サトウ メイ）／女

①2000年9月21日（21歳）
②釧路市立共栄中学校→北海道釧路江南
高校→釧路短期大学
③（株）ホクトハウス
⑤GK
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アイスホッケー
Ice Hockey

監督・コーチ等

アイスホッケー
Ice Hockey

チームリーダー

髙橋 利行
（タカハシ トシユキ）／男

③（公財）日本アイスホッケー連盟

監督

青木 香奈枝
（アオキ カナエ）／女

③（株）松本鐵工所

コーチ

安宅 奈々
（アタギ ナナ）／女

③（有）ノースメディア

トレーナー

大塚 百恵
（オオツカ モモエ）／女

③（株）ワイズ・スポーツ＆エンターテイ
メント
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男子選手 女子選手 監督・コーチ等 合  計

5名 5名 2名 12名

カーリング
Curling

カーリング
Curling

選　　手

カーリング
Curling

選手

青木 豪
（アオキ ゴウ）／男

①1999年12月6日（22歳）
②江別市立大麻中学校→北海道立札幌厚
別高校→札幌国際大学（4年）

③札幌国際大学
⑤男子

選手

新野 和志
（ニイノ カズシ）／男

①2001年2月25日（20歳）
②南富良野町立南富良野中学校→北海道
立富良野高校→札幌国際大学（3年）

③札幌国際大学
⑤男子

選手

佐々木 彩斗
（ササキ アヤト）／男

①2000年11月10日（21歳）
②南富良野町立南富良野中学校→北海道
南富良野高校→札幌国際大学（3年）

③札幌国際大学
⑤男子

選手

鎌田 渓
（カマダ ケイ）／男

①1999年11月8日（22歳）
②札幌市立柏丘中学校→北海道大麻高校
→札幌国際大学（4年）

③札幌国際大学
⑤男子

選手

荻原 功暉
（オギワラ コウキ）／男

①1997年5月15日（24歳）
②軽井沢町立軽井沢中学校→長野県立岩
村田高校→札幌国際大学→札幌国際大
学大学院（1年）

③札幌国際大学大学院
⑤男子

選手

鈴木 香那子
（スズキ カナコ）／女

①2001年10月13日（20歳）
②青森市立南中学校→青森県立青森南高
校→筑波大学（2年）
③筑波大学
⑤女子

選手

小出 捺貴
（コイデ ナツキ）／女

①1999年6月25日（22歳）
②南富良野町立南富良野中学校→北海道
南富良野高校→札幌国際大学（4年）
③札幌国際大学
⑤女子

選手

原 瑞希
（ハラ ミズキ）／女

①1999年4月5日（22歳）
②妹背牛町立妹背牛中学校→北海道滝川
西高校→札幌学院大学（4年）
③札幌学院大学
⑤女子

選手

安井 涼音
（ヤスイ スズネ）／女

①1999年7月16日（22歳）
②妹背牛町立妹背牛中学校→北海道深川
西高校→札幌学院大学（4年）
③札幌学院大学
⑤女子

選手

佐々木 穂香
（ササキ ホノカ）／女

①1998年12月19日（22歳）
②名寄市立風連中学校→北海道立名寄高
校→北海道教育大学札幌校
③北央電設株式会社
⑤女子
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カーリング
Curling

監督・コーチ等

カーリング
Curling

コーチ

土居 誉享
（ドイ タカユキ）／男

③札幌国際大学

コーチ

松澤 大介
（マツザワ ダイスケ）／男

③名寄市役所
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男子選手 女子選手 監督・コーチ等 合  計

1名 1名 1名 3名

バイアスロン
Biathlon

バイアスロン
Biathlon

選　　手

バイアスロン
Biathlon

選手

山本 大晴
（ヤマモト マサハル）／男

①2000年10月9日（21歳）
②魚沼市立大巻中学校→新潟県立六日町
高校→日本体育大学（3年）

③日本体育大学
⑤15km個人、10kmスプリント、12.5km
パシュート、15kmマススタート

選手

佐々木 美紗
（ササキ ミサ）／女

①2002年2月6日（19歳）
②倶知安町立倶知安中学校→北海道立富
良野高校→早稲田大学（2年）

③早稲田大学
⑤12.5km個人、7.5kmスプリント、10km
パシュート、12.5kmマススタート

監督・コーチ等

バイアスロン
Biathlon

監督

瀧澤 明博
（タキザワ アキヒロ）／男

③（一社）日本バイアスロン連盟
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男子選手 女子選手 監督・コーチ等 合  計

1名 1名 1名 3名

スキーオリエンテーリング
Ski Orienteering

スキーオリエンテーリング
Ski Orienteering

選　　手

スキーオリエンテーリング
Ski Orienteering

選手

石原 湧樹
（イシハラ ユウキ）／男

①1997年2月7日（24歳）
②遠軽町立白滝中学校→北海道立北海道
旭川東高等学校→東京大学→東京大学
大学院（3年）

③（株）アークコミュニケーションズ
⑤スプリント、スプリントリレー、パシ
ュート

選手

本間 樹良来
（ホンマ キララ）／女

①1998年2月24日（23歳）
②札幌市立向陵中学校→札幌市立旭丘高
校→京都大学→京都大学大学院（1年）

③京都大学大学院
⑤スプリント、スプリントリレー、パシ
ュート

監督・コーチ等

スキーオリエンテーリング
Ski Orienteering

チームリーダー

柴田 達真
（シバタ タツマ）／男

③（株）アイディーエス
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本部
Headquarters

合  計

9名

本部
Headquarters

団長

原田 雅彦
（ハラダ マサヒコ）／男

③雪印メグミルク（株）
④理事、（公財）全日本スキー連盟 理事

本部員

吉田 周平
（ヨシダ シュウヘイ）／男

③（公財）日本オリンピック委員会

本部員

小原 雅史
（オハラ マサフミ）／男

③（公財）日本オリンピック委員会

本部員

藤沢 奈津美
（フジサワ ナツミ）／女

③（公財）日本オリンピック委員会

本部員（メディカルスタッフ／ドクター）

友利 杏奈
（トモリ アンナ）／女

③国立スポーツ科学センター
④医学サポート部門員

本部員（メディカルスタッフ／ドクター）

西田 雄亮
（ニシダ ユウスケ）／男

③国立スポーツ科学センター

本部員（輸送担当）

森 崇
（モリ タカシ）／男

③（株）エイチ・アイ・エス

本部員（輸送担当）

若林 晋光
（ワカバヤシ クニミツ）／男

③（株）エイチ・アイ・エス

本部員（輸送担当）

神岡 綾子
（カミオカ アヤコ）／女

③（株）エイチ・アイ・エス
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アディショナルオフィシャル
Additional Officials

合  計

10名

アディショナルオフィシャル
Additional Officials

スキー／アルペン（コーチ）

SPILAR Zan
（スピラー ザン）／男

③ŠPILAR SKI, Žan Špilar s.p.

スキー／クロスカントリー（コーチ）

安村 英彦
（ヤスムラ ヒデヒコ）／男

③野辺地町役場

スケート／フィギュアスケート（コーチ）

佐藤 洸彬
（サトウ ヒロアキ）／男

③木下スケートアカデミー

スケート／フィギュアスケート（コーチ）

重松 直樹
（シゲマツ ナオキ）／男

③ダイドードリンコアイスアリーナ

スケート／フィギュアスケート（コーチ）

石原 美和
（イシハラ ミワ）／女

③パピオアイスアリーナ

スケート／フィギュアスケート（コーチ）

南雲 百恵
（ナグモ モモエ）／女

③MFアカデミー

スケート／ショートトラック（コーチ）

古賀 あや
（コガ アヤ）／女

③春日市立春日東中学校

カーリング（総務）

植原 真由
（ウエハラ マユ）／女

③（公社）日本カーリング協会

バイアスロン（コーチ）

渡部 恒
（ワタナベ ワタル）／男

③自衛隊体育学校

スキーオリエンテーリング（技術スタッフ）

木村 佳司
（キムラ ケイシ）／男



The 30th Winter Universiade Lucerne 2021

帯同審判
Accompanying Referees and Judges

合  計

3名

帯同審判
Accompanying Referees and Judges

アイスホッケー

寺門 吾郎
（テラカド ゴロウ）／男

③苫小牧市役所

アイスホッケー

黒田 アンナ
（クロダ アンナ）／女

③Delivery Hero Japan（株）

アイスホッケー

奥田 久美子
（オクダ クミコ）／女

③苫小牧市役所
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