
団　長 河　本　　　弘 公益財団法人埼玉県スポーツ協会専務理事

副団長 田　口　勝　也 埼玉県スケート連盟会長

〃 佐々木　康　雄 埼玉県アイスホッケー連盟会長

総監督 浪　江　美　穂 埼玉県県民生活部スポーツ振興課長

総  務 野　澤　利　男 埼玉県スケート連盟副理事長

〃 富　田　晃　光 埼玉県スケート連盟事務局長

〃 祖　山　　　旭 埼玉県アイスホッケー連盟理事

〃 塩　野　　　潔 埼玉県派遣帯同ドクター

〃 織　田　徹　也 埼玉県派遣帯同ドクター

〃 中　村　　　太 埼玉県県民生活部スポーツ振興課主査

総務員 岩　崎　賢太郎 埼玉県県民生活部スポーツ振興課主査

〃 福　田　　　哲 公益財団法人埼玉県スポーツ協会事業部長

〃 久　保　吉　史 公益財団法人埼玉県スポーツ協会総務部総務課長

顧　問 大　野　元　裕 埼玉県知事（公益財団法人埼玉県スポーツ協会会長）

〃 梅　澤　佳　一 埼玉県議会議長

〃 砂　川　裕　紀 埼玉県副知事

〃 橋　本　雅　道 埼玉県副知事

〃 高　柳　三　郎 埼玉県副知事

〃 髙　田　直　芳 埼玉県教育委員会教育長

〃 真　砂　和　敏 埼玉県県民生活部長

〃 羽　鳥　利　明 公益財団法人埼玉県スポーツ協会副会長

〃 茂　木　敬　司 公益財団法人埼玉県スポーツ協会副会長

〃 新　井　　　彰 公益財団法人埼玉県スポーツ協会副会長

〃 水　石　明　彦 公益財団法人埼玉県スポーツ協会副会長

〃 大　浜　厚　夫 埼玉県県民生活部スポーツ局長

旗手 犬塚　莉帆 少年　女子 スピードスケート選手

所　　　属 秀明英光高校（２年）

第７７回国民体育大会冬季大会「いちご一会とちぎ国体」

スケート競技会・アイスホッケー競技会

埼玉県選手団本部役員名簿

本部役員



　＝スピード＝ 　監　　督　　　３名
　選手男子　　　９名
　　　女子　　１０名

監　督 成年男子 西川　洋充 41 東松山市立高坂小学校(教) 東松山市
成年女子・少年男子 松津　庸子 50 川越ＳＳＣ 川越市
少年女子 大貫　  了 68 川越ＳＳＣ 川越市

選　手
　成年男子 5000 道下　雅繁 21 大東文化大学 東松山市

 500　　　　2000R 浅木　優吾 21 大東文化大学 東松山市
 500　　　　2000R 久保　祐斗 20 大東文化大学 東松山市
 500　1000　2000R 松井　菫也 20 大東文化大学 東松山市
1500　　　　2000R 駒野　智哉 18 大東文化大学 東松山市
1000 平泉　博貴 18 大東文化大学 東松山市
1500　5000　2000R 坂口　海都 20 東洋大学 川越市
1000　1500　2000R 松津　秀太 21 阪南大学 川越市

　成年女子             2000R 村野　静香 21 大東文化大学 東松山市
1000　1500　2000R 金野　日南 19 大東文化大学 東松山市
1000　1500　2000R 川村　小波 19 大東文化大学 東松山市
1500　3000　2000R 駒　ひなこ 18 大東文化大学 東松山市
 500　1000　2000R 新井　涼花 18 川越ＳＳＣ 川越市

少年男子  500　1000　 松津　明希 15 秀明英光高校１年 川越市

　少年女子 1500　3000　2000R 松津　智千 15 秀明英光高校１年 川越市
 500　1000　2000R 川面　  紅 15 秀明英光高校１年 川越市
 500　1000　2000R 草岡　美波 15 県立川越総合高校１年 川越市
1000　1500　2000R 犬塚　莉帆 16 秀明英光高校2年 狭山市
 500　1500　2000R 生田乃々華 14 川越市立名細中学校3年 川越市

〔２０２１年４月１日現在 　　（教）：教員　　　（職）：職員〕

スケート競技

合計 ２２名



　＝ショートトラック＝ 　監　　督　　　１名
　選手男子　　　１名
　　　女子　　　２名

監　督 成年女子・少年男子・少年女子 松平　秋子 52 川口市スケート連盟 川口市

選　手
　成年女子  500　1000 吉田　凪歩 20 神奈川大学 川口市
少年男子  500　1000 許　  嘉升 15 慶應義塾高校１年 さいたま市
少年女子  500　1000 金井　莉佳 15 埼玉栄高校１年 鴻巣市

　＝フィギュア＝ 　監　　督　　　２名
　選手男子　　　４名
　　　女子　　　４名

監　督 成年男子・少年男子 西村　尚美 50 浦和麗明高校(教) さいたま市
成年女子・少年女子 山田　和子 54 埼玉県スケート連盟 秩父市

選　手 成年男子 大島　光翔 18 明治大学 さいたま市
深瀬　憲人 19 東洋大学 鳩山町

成年女子 松原　　茜 23 埼玉アイスアリーナFC 東松山市
綾部　花音 21 大東文化大学 川越市

少年男子 山田　琉伸 16 埼玉栄高校２年 上尾市
大中  惟吹 17 秀明英光高校３年 上尾市

少年女子 石田　真綾 16 淑徳与野高校２年 さいたま市
佐藤　優妃 14 上尾上尾南中学校３年 上尾市

合計 　４名

合計 １０名



　監　　督　　　２名
　選手男子　　３２名

監　督 成年男子 大西　伸明 36 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年男子 格地　　現 56 埼玉栄高校(教) さいたま市

選　手
　成年男子 Ｇ　Ｋ 丹治　大輝 19 大東文化大学 さいたま市

Ｇ　Ｋ 川上　　塁 20 立教大学 さいたま市
Ｄ　Ｆ 佐藤　育也 32 日本製紙(株) さいたま市
Ｄ　Ｆ 成瀬　  翼 18 明治大学 さいたま市
Ｆ　Ｗ 平田　祥紘 30 埼玉栄高校（教） さいたま市
Ｆ　Ｗ 山村　旭飛 18 法政大学 さいたま市
Ｆ　Ｗ 江口　大輔 27 日本ゼオン(株) さいたま市
Ｄ　Ｆ 清水　天音 21 日本体育大学 さいたま市
Ｄ　Ｆ 在家虎仁朗 19 日本体育大学 さいたま市
Ｆ　Ｗ 伊藤　  総 19 日本体育大学 さいたま市
Ｆ　Ｗ 神山　太一 18 関西大学 さいたま市
Ｆ　Ｗ 菅原　聡太 19 大東文化大学 さいたま市
Ｄ　Ｆ 馬場　風諒 24 埼玉県アイスホッケー連盟 さいたま市
Ｆ　Ｗ 片岡　洸太 21 東海大学 さいたま市
Ｆ　Ｗ 長谷川宗矩 23 石岡市消防 さいたま市
Ｆ　Ｗ 運上　雄基 22 (株)ニトリ さいたま市

　少年男子 Ｇ　Ｋ 木村　  励 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｇ　Ｋ 常川　渉稀 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 村社　海莉 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 朝比奈大心 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 井口　藍仁 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 小桑　潤矢 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 横須賀大夢 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 森岡　滉葵 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 中村　晃世 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 斉藤　世龍 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 渡辺　力輝 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 木村　詠二 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 吉川　大晃 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 毛塚　大翔 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 棚橋　悠紀 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 安藤　佑真 15 埼玉栄高校１年 さいたま市

アイスホッケー競技
合計 ３４名



男 女 男 女

(12) 0 (12)

12 1 13

スピード 2 1 9 10 22

ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ 0 1 1 2 4

フィギュア 0 2 4 4 10

2 0 32 34

16 5 46 16 83

※　（　　）は合計に加えない。

スケート

アイスホッケー

計

埼玉県選手団総数

役員・監督 選　　手
計

顧　　　問

本部役員


	01●本部役員名簿
	77冬(ｽｹｰﾄ･ｱｲｽﾎｯｹｰ) 

	02-04●選手団名簿
	7７_名簿  

	05●選手団総数
	77



77

		埼玉県選手団総数 サイタマケン センシュダン ソウスウ



						役員・監督 ヤクイン カントク				選　　手 セン テ				計 ケイ

						男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ

		顧　　　問 カエリミ トイ				(12)

埼玉県: マイナス値で入力すると（　）がつくようになってます		0						(12)

		本部役員 ホンブ ヤクイン				12		1						13

		スケート		スピード		2		1		9		10		22

				ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ		0		1		1		2		4

				フィギュア		0		2		4		4		10		36

		アイスホッケー				2		0		32				34		34

		計 ケイ				16		5		46		16		83

				※　（　　）は合計に加えない。 ゴウケイ クワ









76

		埼玉県選手団総数 サイタマケン センシュダン ソウスウ



						役員・監督 ヤクイン カントク				選　　手 セン テ				計 ケイ

						男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ

		顧　　　問 カエリミ トイ				(11)

埼玉県: マイナス値で入力すると（　）がつくようになってます		0						(11)

		本部役員 ホンブ ヤクイン				11		1						12

		スケート		スピード		1		1		9		7		18

				ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ		0		2		0		2		4

				フィギュア		0		3		4		4		11		33

		アイスホッケー				2		0		32				34		34

		計 ケイ				14		7		45		13		79

				※　（　　）は合計に加えない。 ゴウケイ クワ

				※　監督兼選手は、監督としてカウント。







75

		埼玉県選手団総数 サイタマケン センシュダン ソウスウ



						役員・監督 ヤクイン カントク				選　　手 セン テ				計 ケイ

						男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ

		顧　　　問 カエリミ トイ				(10)

埼玉県: マイナス値で入力すると（　）がつくようになってます		(1)						(11)

		本部役員 ホンブ ヤクイン				13		0						13

		スケート		スピード		2		1		7		5		15

				ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ		0		1		0		1		2

				フィギュア		0		3		4		2		9

		アイスホッケー				3		0		32				35

		計 ケイ				18		5		43		8		74

				※　（　　）は合計に加えない。 ゴウケイ クワ

				※　監督兼選手は、監督としてカウント。







73

		埼玉県選手団総数 サイタマケン センシュダン ソウスウ



						役員・監督 ヤクイン カントク				選　　手 セン テ				計 ケイ

						男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ

		顧　　　問 カエリミ トイ				(9)

埼玉県: マイナス値で入力すると（　）がつくようになってます		(1)						(10)

		本部役員 ホンブ ヤクイン				14		0						14

		スケート		スピード		3		1		9		8		21

				ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ		0		3		6		5		14

				フィギュア		0		3		4		2		9

		アイスホッケー				2		0		32				34

		計 ケイ				19		7		51		15		92

				※　（　　）は合計に加えない。 ゴウケイ クワ

				※　監督兼選手は、監督としてカウント。







72

		埼玉県選手団総数 サイタマケン センシュダン ソウスウ



						役員・監督 ヤクイン カントク				選　　手 セン テ				計 ケイ

						男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ

		顧　　　問 カエリミ トイ				(10)

埼玉県: マイナス値で入力すると（　）がつくようになってます		(1)						(11)

		本部役員 ホンブ ヤクイン				13		0						13

		スケート		スピード		3		1		9		8		21

				ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ		0		2		6		3		11

				フィギュア		0		3		4		4		11

		アイスホッケー				3		0		32				35

		計 ケイ				19		6		51		15		91

				※　（　　）は合計に加えない。 ゴウケイ クワ

				※　監督兼選手は、監督としてカウント。







７１

		埼玉県選手団総数 サイタマケン センシュダン ソウスウ



						役員・監督 ヤクイン カントク				選　　手 セン テ				計 ケイ

						男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ

		顧　　　問 カエリミ トイ				（12）		（0）						（12）

		本部役員 ホンブ ヤクイン				13		0						13

		スケート		スピード		1		1		12		6		20

				ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ		0		2		5		3		10

				フィギュア		1		3		4		4		12

		アイスホッケー				3		0		32				35

		計 ケイ				18		6		53		13		90

				※　（　　）は合計に加えない。 ゴウケイ クワ

				※　監督兼選手は、監督としてカウント。







６９

		埼玉県選手団総数 サイタマケン センシュダン ソウスウ



						役員・監督 ヤクイン カントク				選　　手 セン テ				計 ケイ

						男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ

		顧　　　問 カエリミ トイ				（11）		（0）						（11）

		本部役員 ホンブ ヤクイン				13		0						13

		スケート		スピード		3		1		14		5		23

				ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ		0		2		6		2		10

				フィギュア		1		2		4		2		9

		アイスホッケー				3		0		32				35

		計 ケイ				20		5		56		9		90

				※　（　　）は合計に加えない。 ゴウケイ クワ

				※　監督兼選手は、監督としてカウント。







６８

		埼玉県選手団総数 サイタマケン センシュダン ソウスウ



						役員・監督 ヤクイン カントク				選　　手 セン テ				計 ケイ

						男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ

		顧　　　問 カエリミ トイ				（11）		（0）						（11）

		本部役員 ホンブ ヤクイン				14		0						14

		スケート		スピード		3		0		12		5		20

				ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ		0		2		4		2		8

				フィギュア		1		2		2		4		9

		アイスホッケー				3		0		32				35

		計 ケイ				21		4		50		11		86

				※　（　　）は合計に加えない。 ゴウケイ クワ

				※　監督兼選手は、監督としてカウント。







６７

		埼玉県選手団総数 サイタマケン センシュダン ソウスウ



						役員・監督 ヤクイン カントク				選　　手 セン テ				計 ケイ

						男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ

		顧　　　問 カエリミ トイ				（10）		（0）						（10）

		本部役員 ホンブ ヤクイン				13		0						13

		スケート		スピード		3		0		14		5		22

				ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ		0		2		6		3		11

				フィギュア		1		3		4		4		12

		アイスホッケー				3		0		32				35

		計 ケイ				20		5		56		12		93

				※　（　　）は合計に加えない。 ゴウケイ クワ







６６

		埼玉県選手団総数 サイタマケン センシュダン ソウスウ



						役員・監督 ヤクイン カントク				選　　手 セン テ				計 ケイ

						男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ

		顧　　　問 カエリミ トイ				（10）		（0）						（10）

		本部役員 ホンブ ヤクイン				13		0						13

		スケート		スピード		4		0		9		6		19

				ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ		0		2		2		2		6

				フィギュア		1		2		4		4		11

		アイスホッケー				3		0		32				35

		計 ケイ				21		4		47		12		84

				※　（　　）は合計に加えない。 ゴウケイ クワ







６３

		　　           埼玉県選手団総数 サイタマケン センシュダン ソウスウ



						役員・監督 ヤクイン カントク				選　　手 セン テ				計 ケイ

						男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ

		顧　　　問 カエリミ トイ				（8）		（１）						（9）

		本部役員 ホンブ ヤクイン				15		1						16

		スケート		スピード		4		0		11		12		27

				ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ		0		2		3		2		7

				フィギュア		2		2		4		4		12

		アイスホッケー				3		0		32				35

		計 ケイ				24		5		50		18		97

				※　（　　）は合計に加えない。 ゴウケイ クワ







６３（デニス除く）

		　　           埼玉県選手団総数 サイタマケン センシュダン ソウスウ



						役員・監督 ヤクイン カントク				選　　手 セン テ				計 ケイ

						男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ

		顧　　　問 カエリミ トイ				（8）		（１）						（9）

		本部役員 ホンブ ヤクイン				15		1						16

		スケート		スピード		4		0		11		12		27

				ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ		0		2		3		2		7

				フィギュア		2		2		4		4		12

		アイスホッケー				3		0		31				34

		計 ケイ				24		5		49		18		96

				※　（　　）は合計に加えない。 ゴウケイ クワ







６２

		　　           埼玉県選手団総数 サイタマケン センシュダン ソウスウ



						役員・監督 ヤクイン カントク				選　　手 セン テ				計 ケイ

						男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ

		顧　　　問 カエリミ トイ				（10）		（0）						（10）

		本部役員 ホンブ ヤクイン				15		0						15

		スケート		スピード		4		0		12		11		27

				ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ		0		2		3		2		7

				フィギュア		2		2		4		4		12

		アイスホッケー				3		0		38				41

		計 ケイ				24		4		57		17		102

				※　（　　）は合計に加えない。 ゴウケイ クワ







６１

		　　           埼玉県選手団総数 サイタマケン センシュダン ソウスウ



						役員・監督 ヤクイン カントク				選　　手 セン テ				計 ケイ

						男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ

		顧　　　問 カエリミ トイ				（13）		（0）						（13）

		本部役員 ホンブ ヤクイン				14		0						14

		スケート		スピード		4		0		12		11		27

				ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ		0		2		6		2		10

				フィギュア		2		2		4		4		12

		アイスホッケー				3		0		34				37

		計 ケイ				23		4		56		17		100

				※　（　　）は合計に加えない。 ゴウケイ クワ
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7７_名簿  

				〔２０２１年４月１日現在 　　（教）：教員　　　（職）：職員〕 ネン ガツ ヒ ゲンザイ キョウ キョウイン ショク ショクイン												年齢基準日 ネンレイ キジュンビ

																4/1/21

		スケート競技 キョウギ



		　＝スピード＝										　監　　督　　　３名		合計 ２２名

												　選手男子　　　９名

												　　　女子　　１０名



				監　督		成年男子 セイネン ダンシ		西川　洋充 ニシ カワ ヒロ ミツ		41		東松山市立高坂小学校(教) ヒガシマツヤマ シリツ タカサカ ショウガッコウ キョウ		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				2/20/80

						成年女子・少年男子 セイネン ジョシ		松津　庸子 マツ ヅ ヨウ コ		50		川越ＳＳＣ カワゴエ		川越市 カワゴエシ				3/6/71

						少年女子		大貫　  了 オオ ヌキ アキラ		68		川越ＳＳＣ カワゴエ		川越市 カワゴエシ				5/2/52



				選　手

				　成年男子		5000		道下　雅繁 ミチ シタ マサ シゲル		21		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		東松山市 ヒガシマツヤマシ				4/10/99

						 500　　　　2000R		浅木　優吾 アサ キ ユウ ゴ		21		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		東松山市 ヒガシマツヤマシ				3/21/00

						 500　　　　2000R		久保　祐斗 ク タモツ ユウ ト		20		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		東松山市 ヒガシマツヤマシ				3/15/01

						 500　1000　2000R		松井　菫也 マツ イ キン ヤ		20		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		東松山市 ヒガシマツヤマシ				5/8/00

						1500　　　　2000R		駒野　智哉 コマ ノ トモ ヤ		18		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		東松山市 ヒガシマツヤマシ				7/24/02

						1000		平泉　博貴 ヒラ イズミ ヒロ キ		18		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		東松山市 ヒガシマツヤマシ				11/10/02

						1500　5000　2000R		坂口　海都 サカ グチ カイ ト		20		東洋大学 トウヨウダイガク		川越市 カワゴエ シ				6/18/00

						1000　1500　2000R		松津　秀太 マツ ヅ シュウ		21		阪南大学 ハンナン ダイガク		川越市 カワゴエ シ				12/2/99



				　成年女子		            2000R		村野　静香 ムラ ノ シズ カ		21		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		東松山市 ヒガシマツヤマシ				6/20/99

						1000　1500　2000R		金野　日南 コン ノ ヒ ナ		19		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		東松山市 ヒガシマツヤマシ				1/12/02

						1000　1500　2000R		川村　小波 カワ ムラ コ ナミ		19		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		東松山市 ヒガシマツヤマシ				11/27/01

						1500　3000　2000R		駒　ひなこ コマ		18		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		東松山市 ヒガシマツヤマシ				2002/7/12

						 500　1000　2000R		新井　涼花 アラ イ シズ カ		18		川越ＳＳＣ カワゴエ		川越市 カワゴエシ				9/11/02



				少年男子 ショウネン ダンシ		 500　1000　		松津　明希 マツヅ アカ		15		秀明英光高校１年 シュウメイ エイ ヒカル コウコウ ネン		川越市 カワゴエシ				3/7/06



				　少年女子 ジョシ		1500　3000　2000R		松津　智千 マツ ヅ チ ユキ		15		秀明英光高校１年 ヒデアキ ヒデミツ コウコウ		川越市 カワゴエシ				3/7/06

						 500　1000　2000R		川面　  紅 カワ ツラ コウ		15		秀明英光高校１年 ヒデアキ ヒデミツ コウコウ		川越市 カワゴエシ				7/22/05

						 500　1000　2000R		草岡　美波 クサ　　　　　　　　　オカ ミ 　ナミ		15		県立川越総合高校１年 ケンリツ カワゴエ ソウゴウ コウコウ		川越市 カワゴエシ				1/29/06

						1000　1500　2000R		犬塚　莉帆 イヌ ヅカ リ ホ		16		秀明英光高校2年 ヒデアキ ヒデミツ コウコウ		狭山市 サヤマシ				7/20/04

						 500　1500　2000R		生田乃々華 イク タ ノ　　　ノ カ		14		川越市立名細中学校3年 カワゴエシリツナボソチュウガッコウ		川越市 カワゴエシ				10/29/06

		　＝ショートトラック＝										　監　　督　　　１名		合計 　４名		　

												　選手男子　　　１名

												　　　女子　　　２名



				監　督		成年女子・少年男子・少年女子 セイネン ジョシ ショウネン ジョシ		松平　秋子 マツダイラ アキコ		52		川口市スケート連盟 カワグチシ レンメイ		川口市				9/30/68



				選　手

				　成年女子 セイネン ジョシ		 500　1000		吉田　凪歩 ヨシダ ナギ ホ		20		神奈川大学 カナガワ ダイガク		川口市 カワグチシ				8/22/00

				少年男子 ショウネン ダンシ		 500　1000		許　  嘉升 キョ カ ショウ		15		慶應義塾高校１年 ケイオウ ギジュク コウコウ		さいたま市 シ				4/26/05

				少年女子 ショウネン ジョシ		 500　1000		金井　莉佳		15		埼玉栄高校１年 サイタマ サカエ コウコウ		鴻巣市 コウノスシ				9/25/05



		　＝フィギュア＝										　監　　督　　　２名		合計 １０名

												　選手男子　　　４名

												　　　女子　　　４名 ジョ



				監　督		成年男子・少年男子 セイネン ショウネン ダンシ		西村　尚美 ニシムラ ナオミ		50		浦和麗明高校(教) ウラワ レイメイ コウコウ キョウ		さいたま市 シ				3/2/71

						成年女子・少年女子 セイネンジョシ オンナ		山田　和子 ヤマダ カズコ		54		埼玉県スケート連盟 サイタマケン レンメイ		秩父市 チチブシ				1/5/67



				選　手		成年男子		大島　光翔 オオ シマ コウ ショウ		18		明治大学 メイジダイガク		さいたま市 シ				2/15/03

								深瀬　憲人 フカ セ ケン　　　　　　　　　ト		19		東洋大学 トウヨウダイガク		鳩山町 ハトヤママチ				3/29/02



						成年女子 セイネン ジョシ		松原　　茜 マツバラ アカネ		23		埼玉アイスアリーナFC サイタマ		東松山市 ヒガシマツヤマシ				10/7/97

								綾部　花音 アヤベ ハナ オト		21		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		川越市 カワゴエ シ				10/7/99



						少年男子 ダンシ		山田　琉伸 ヤマ タ リュウ シン		16		埼玉栄高校２年 サイタマ サカエ コウコウ ネン		上尾市 アゲオシ				1/2/05

								大中  惟吹 オオ ナカ イ ブキ		17		秀明英光高校３年 ヒデアキ ヒデミツ コウコウ		上尾市 アゲオシ				12/26/03



						少年女子 ジョシ		石田　真綾 イシダ マアヤ		16		淑徳与野高校２年 シュクトク ヨノ コウコウ ネン		さいたま市 シ				3/8/05

								佐藤　優妃 サ トウ ユウ　　　　　　　　　キ		14		上尾上尾南中学校３年 アゲオ アゲオ ミナミ チュウガッコウ ネン		上尾市 アゲオ シ				12/31/06

		アイスホッケー競技 キョウギ



												　監　　督　　　２名		合計 ３４名

												　選手男子　　３２名



				監　督		成年男子		大西　伸明 オオニシ ノブアキ		36		埼玉栄高校(教)		さいたま市				4/14/84

						少年男子		格地　　現		56		埼玉栄高校(教)		さいたま市				10/4/64





				選　手

				　成年男子		Ｇ　Ｋ		丹治　大輝 タンジ ダイキ		19		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		さいたま市				5/30/01		1

						Ｇ　Ｋ		川上　　塁 カワカミ ルイ		20		立教大学 リッキョウ ダイガク		さいたま市				7/2/00		19

						Ｄ　Ｆ		佐藤　育也		32		日本製紙(株)		さいたま市				10/30/88		15

						Ｄ　Ｆ		成瀬　  翼		18		明治大学		さいたま市				9/5/02		18

						Ｆ　Ｗ		平田　祥紘 ヒラタ		30		埼玉栄高校（教） コウコウ コウ キョウ		さいたま市				7/17/90		11

						Ｆ　Ｗ		山村　旭飛		18		法政大学		さいたま市				8/26/02		17

						Ｆ　Ｗ		江口　大輔 エグチ ダイスケ		27		日本ゼオン(株) ニホン カブ		さいたま市				8/13/93		13

						Ｄ　Ｆ		清水　天音 シミズ テン オト		21		日本体育大学 ニホン タイイク ダイガク		さいたま市				8/14/99		12

						Ｄ　Ｆ		在家虎仁朗 ザイケ トラ ニ ロウ		19		日本体育大学 ニホンタイイクダイガク		さいたま市				5/2/01		2

						Ｆ　Ｗ		伊藤　  総		19		日本体育大学 ニホン タイイク ダイガク		さいたま市				5/1/01		14

						Ｆ　Ｗ		神山　太一		18		関西大学		さいたま市				5/12/02		16

						Ｆ　Ｗ		菅原　聡太		19		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		さいたま市				1/11/02		7

						Ｄ　Ｆ		馬場　風諒		24		埼玉県アイスホッケー連盟 レンメイ		さいたま市				8/20/96		4

						Ｆ　Ｗ		片岡　洸太		21		東海大学		さいたま市				12/13/99		10

						Ｆ　Ｗ		長谷川宗矩		23		石岡市消防		さいたま市				12/27/97		8

						Ｆ　Ｗ		運上　雄基 ウンジョウ ユウ キ		22		(株)ニトリ		さいたま市				11/8/98		9



				　少年男子		Ｇ　Ｋ		木村　  励		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				11/6/03		1

						Ｇ　Ｋ		常川　渉稀 ツネカワ ワタル キ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				1/13/04		44

						Ｄ　Ｆ		村社　海莉		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				11/28/03		6

						Ｄ　Ｆ		朝比奈大心		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				6/8/04		29

						Ｆ　Ｗ		井口　藍仁		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				8/16/03		34

						Ｆ　Ｗ		小桑　潤矢		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				9/3/05		18

						Ｆ　Ｗ		横須賀大夢		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				9/5/03		17

						Ｄ　Ｆ		森岡　滉葵		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				1/27/04		12

						Ｄ　Ｆ		中村　晃世		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				1/24/04		13

						Ｆ　Ｗ		斉藤　世龍		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/8/04		8

						Ｆ　Ｗ		渡辺　力輝		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				6/3/04		7

						Ｆ　Ｗ		木村　詠二		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				10/12/04		14

						Ｄ　Ｆ		吉川　大晃 ヨシカワ ダイ アキラ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				6/15/04		4

						Ｆ　Ｗ		毛塚　大翔		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/4/05		11

						Ｆ　Ｗ		棚橋　悠紀		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				4/8/04		16

						Ｆ　Ｗ		安藤　佑真 アンドウ ユウ シン		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				10/11/05		15

						Ｇ　Ｋ		河合　智哉 カワイ トモヤ		23		慶應義塾大学４年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン		さいたま市				10/27/97

						Ｄ　Ｆ		中居　隼都 ナカイ ハヤト ト		32		三菱ＵＦＪ信託銀行(株) ミツビシ シンタク ギンコウ カブ		さいたま市				5/7/88

						Ｄ　Ｆ		菊池　秀治 キクチ シュウジ		34		ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ生命保険(株) セイメイ ホケン カブ		さいたま市				9/7/86

						Ｄ　Ｆ		杉澤　　優 スギサワ ユウ		31		北日本造船(株) キタ ニホン ゾウセン カブ		さいたま市				4/18/89

						Ｄ　Ｆ		佐藤　正志 サトウ マサシ		23		立命館大学４年 リツメイカン ダイガク ネン		さいたま市				9/12/97

						Ｄ　Ｆ		菅田　路莞 カンダ ロ イ		20		中央大学１年 チュウオウ ダイガク ネン		さいたま市				8/16/00

						Ｆ　Ｗ		長谷川宗矩 ハセガワ ムネ ノリ		23		東海大学４年 トウカイ ダイガク ネン		さいたま市				12/27/97

						Ｆ　Ｗ		平田　祥紘 ヒラタ		30		埼玉栄高校(教) サイタマ サカエ コウコウ キョウ		さいたま市				7/17/90

						Ｆ　Ｗ		茂木慎之介 モテギ シンノスケ		23		大東文化大学４年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				8/7/97

						Ｆ　Ｗ		土屋　光翼 ツチヤ ヒカリ ツバサ		22		法政大学３年 ホウセイ ダイガク ネン		さいたま市				3/2/99

						Ｆ　Ｗ		土田　啓太 ツチダ ケイタ		22		法政大学３年 ホウセイ ダイガク ネン		さいたま市				11/10/98

						Ｆ　Ｗ		江口　大輔 エグチ ダイスケ		27		日本ゼオン(株) ニホン カブ		さいたま市				8/13/93

						Ｆ　Ｗ		矢島　　龍 ヤジマ リュウ		24		(株)ｶｼﾜﾊﾞﾗ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ カブ		さいたま市				5/22/96

						Ｆ　Ｗ		松渕　雄太 マツ ブチ ユウタ		24		(株)ツムラ カブ		さいたま市				8/4/96

						Ｆ　Ｗ		運上　雄基 ウンジョウ ユウ キ		22		慶應義塾大学３年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン		さいたま市				11/8/98

						Ｆ　Ｗ		石井　秀人 イシイ シュウ ヒト		23		日本体育大学４年 ニホン タイイク ダイガク ネン		さいたま市				10/27/97

						Ｇ　Ｋ		丹治　大輝 タンジ ダイキ		19		埼玉栄高校３年		さいたま市				5/30/01

						Ｄ　Ｆ		在家虎仁朗 ザイケ トラ ニ ロウ		19		埼玉栄高校３年		さいたま市				5/2/01

						Ｄ　Ｆ		中舘庸太朗 ナカダテ ヨウ タロウ		19		埼玉栄高校３年		さいたま市				9/9/01

						Ｄ　Ｆ		漆畑　　慶 ウルシバタ ケイ		19		埼玉栄高校３年		さいたま市				11/15/01

						Ｄ　Ｆ		成瀬　　翼 ナルセ ツバサ		18		埼玉栄高校２年		さいたま市				9/5/02

						Ｄ　Ｆ		村社　海莉 ムラ シャ ウミ リ		17		埼玉栄高校１年		さいたま市				11/28/03

						Ｄ　Ｆ		横須賀大夢 ヨコスカ ダイ ユメ		17		埼玉栄高校１年		さいたま市				9/5/03

						Ｆ　Ｗ		伊藤　　総 イトウ ソウ		19		埼玉栄高校３年		さいたま市				5/1/01

						Ｆ　Ｗ		荒井　大空 アライ オオゾラ		19		埼玉栄高校３年		さいたま市				6/2/01

						Ｆ　Ｗ		高橋　　葵 タカハシ アオイ		18		埼玉栄高校２年		さいたま市				9/3/02

						Ｆ　Ｗ		神山　太一 コウヤマ タイチ		18		埼玉栄高校２年		さいたま市				5/12/02

						Ｆ　Ｗ		山村　旭飛 ヤマムラ アサヒ ト		18		埼玉栄高校２年		さいたま市				8/26/02

						Ｆ　Ｗ		振津　青瑚 フリツ アオ コ		18		埼玉栄高校２年		さいたま市				5/22/02

						Ｆ　Ｗ		井口　藍仁 イグチ アイ ジン		17		埼玉栄高校１年		さいたま市				8/16/03

						Ｆ　Ｗ		大塚　鵬蓉 オオツカ ホウ ヨウ		19		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/3/02

						Ｆ　Ｗ		上野　懸勢 ウエノ ケン セイ		19		埼玉栄高校３年		さいたま市				5/13/01







76_名簿 

				〔２０２０年４月１日現在 　　（教）：教員　　　（職）：職員〕 ネン ガツ ヒ ゲンザイ キョウ キョウイン ショク ショクイン												年齢基準日 ネンレイ キジュンビ

																4/1/20

		スケート競技 キョウギ



		　＝スピード＝										　監　　督　　　１名		合計 １８名

												　監督兼選手　　１名 カントク ケン センシュ メイ

												　選手男子　　　９名

												　　　女子　　　７名



				監　督		成年男子・少年男子・少年女子 セイネン ダンシ ショウネン ダンシ ショウネン ジョシ		西川　洋充 ニシ カワ ヒロ ミツ		40		東松山市立高坂小学校(教) ヒガシマツヤマ シリツ タカサカ ショウガッコウ キョウ		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				2/20/80

						成年女子兼選手 セイネン ジョシ ケン センシュ		松津　庸子 マツ ヅ ヨウ コ		49		川越ＳＳＣ カワゴエ		川越市 カワゴエシ				3/6/71





				選　手

				　成年男子		1500　5000　		中村　開哉 ナカ ムラ カイ ナリ		21		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		東松山市 ヒガシマツヤマシ				4/25/98

						1500　5000		高橋　孝汰 タカ ハシ タカ タ		21		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		東松山市 ヒガシマツヤマシ				5/9/98

						5000　　　　2000R		道下　雅繁 ミチ シタ マサ シゲル		20		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		東松山市 ヒガシマツヤマシ				4/10/99

						 500　　　　2000R		浅木　優吾 アサ キ ユウ ゴ		20		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		東松山市 ヒガシマツヤマシ				3/21/00

						1000　　　　2000R		久保　祐斗 ク タモツ ユウ ト		19		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		東松山市 ヒガシマツヤマシ				3/15/01

						 500　1000　2000R		松井　菫也 マツ イ キン ヤ		19		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		東松山市 ヒガシマツヤマシ				5/8/00

						1000　1500　2000R		松津　秀太 マツ ツ シュウ タ		20		阪南大学 ハンナン ダイガク		上尾市 アゲオシ				12/2/99

						 500　　　　2000R		吉田　佳太 ヨシダ ケイタ		21		東洋大学 トウヨウ ダイガク		川越市 カワゴエ シ				12/28/98



				　成年女子		 500　    　2000R		松津　庸子 マツ ヅ ヨウ コ		49		川越ＳＳＣ カワゴエ		川越市 カワゴエシ				3/6/71

						            2000R		田中　姫麗 タ ナカ ヒメ レイ		21		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				9/1/98

						1000　1500　2000R		金野　日南 コンノ ヒナ		18		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				1/12/02

						1000　1500　2000R		川村　小波 カワムラ コナミ		18		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				11/27/01



				少年男子 ショウネン ダンシ		1000　1500　		松津　明希 マツヅ アカ		14		川越市立川越第一中学校３年 カワゴエ シリツ カワゴエ ダイイチ チュウガッコウ ネン		川越市 カワゴエシ				3/7/06



				　少年女子 ジョシ		 500　1000　2000R		新井　涼花 アライ スズ ハナ		17		県立ふじみ野高校３年 ケン リツ ノ コウコウ コウ ネン		川越市 カワゴエ シ				9/11/02

						1500　3000　2000R		土井　双葉 ドイ フタバ		17		県立坂戸西高校３年 ケンリツ サカド ニシ コウコウ ネン		川越市 カワゴエシ				11/28/02

						 500　1000　2000R		川面　　紅 カワツラ クレナイ		14		川越市立福原中学校３年 カワゴエ シリツ フクハラ チュウガッコウ ネン		川越市 カワゴエシ				7/22/05

						1500　3000　2000R		松津　智千 マツヅ チ セン		14		川越市立川越第一中学校３年 カワゴエ シリツ カワゴエ ダイイチ チュウガッコウ ネン		川越市 カワゴエシ				3/7/06

		　＝ショートトラック＝										　監　　督　　　２名		合計 　４名		　

												　選手女子　　　２名



				監　督		成年女子 セイネン ジョシ		松平　秋子 マツダイラ アキコ		51		川口市スケート連盟 カワグチシ レンメイ		川口市				9/30/68

						少年女子 ショウネン ジョシ		島根　恵美 シマネ エミ		53		川口市スケート連盟 カワグチシ レンメイ		川口市				12/6/66



				選　手

				　成年女子 セイネン ジョシ		 500　1000		吉田　凪歩 ヨシダ ナギ ホ		19		神奈川大学 カナガワ ダイガク		川口市 カワグチシ				8/22/00

				少年女子 ショウネン ジョシ		 500　1000		犬塚　莉帆 イヌヅカ リ ホ		15		秀明英光高校１年 シュウメイ エイ ヒカル コウコウ ネン		狭山市 サヤマ シ				7/20/04



		　＝フィギュア＝										　監　　督　　　３名		合計 　１１名

												　選手男子　　　４名

												　　　女子　　　４名 ジョ



				監　督		成年男子・少年男子 セイネン ショウネン ダンシ		西村　尚美 ニシムラ ナオミ		49		浦和麗明高校(教) ウラワ レイメイ コウコウ キョウ		さいたま市 シ				3/2/71

						成年女子 セイネンジョシ		山田　和子 ヤマダ カズコ		53		埼玉県スケート連盟 サイタマケン レンメイ		秩父市 チチブシ				1/5/67

						少年女子 ジョシ		藤田　早苗 フジタ サナエ		55		川越市役所 カワゴエシヤクショ		川越市 カワゴエシ				6/15/64



				選　手		成年男子		小林　建斗 ショウ ハヤシ ケン ト		21		法政大学 ホウセイ ダイガク		川越市 カワゴエシ				5/4/98

								神戸　巧輝 ジン ト コウ テル		21		東洋大学 トウヨウ ダイガク		ふじみ野市 ノ シ				11/26/98



						成年女子 セイネン ジョシ		松原　　茜 マツバラ アカネ		22		株式会社トータル・メディカル カブシキガイシャ		上尾市 アゲオシ				10/7/97

								綾部　花音 アヤベ ハナ オト		20		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		川越市 カワゴエ シ				10/7/99



						少年男子 ダンシ		佐藤　　駿 サトウ シュン		16		埼玉栄高校２年 サイタマ サカエ コウコウ ネン		さいたま市 シ				2/6/04

								大島　光翔 オオシマ ヒカル カケル		17		立教新座高校３年 リッキョウ ニイザ コウコウ ネン		さいたま市 シ				2/15/03



						少年女子 ジョシ		石田　真綾 イシダ マアヤ		15		淑徳与野高校１年 シュクトク ヨノ コウコウ ネン		さいたま市 シ				3/8/05

								綾部　花恋 アヤベ ハナ コイ		14		川越市立初雁中学校３年 カワゴエ シリツ ハツカリ チュウガッコウ ネン		川越市 カワゴエ シ				7/21/05

		アイスホッケー競技 キョウギ



												　監　　督　　　２名		合計 ３４名

												　選手男子　　３２名



				監　督		成年男子		大西　伸明 オオニシ ノブアキ		35		埼玉栄高校(教)		さいたま市				4/14/84

						少年男子		格地　　現		55		埼玉栄高校(教)		さいたま市				10/4/64





				選　手

				　成年男子		Ｇ　Ｋ		丹治　大輝 タンジ ダイキ		18		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		さいたま市				5/30/01		1

						Ｄ　Ｆ		中居　隼都 ナカイ ハヤト ト		31		三菱ＵＦＪ信託銀行(株) ミツビシ シンタク ギンコウ カブ		さいたま市				5/7/88		10

						Ｄ　Ｆ		下野　悠太 シモノ ユウタ		27		(株)Ｙ's カブ		さいたま市				1/29/93		6

						Ｄ　Ｆ		清水　天音 シミズ テン オト		20		日本体育大学 ニホン タイイク ダイガク		さいたま市				8/14/99		5

						Ｄ　Ｆ		在家虎仁朗 ザイケ トラ ニ ロウ		18		日本体育大学 ニホンタイイクダイガク		さいたま市				5/2/01		2

						Ｄ　Ｆ		漆畑　　慶 ウルシバタ ケイ		18		青山学院大学 アオヤマ ガクインダイ ガク		さいたま市				11/15/01		3

						Ｄ　Ｆ		宮崎　真紘 ミヤザキ マ ヒロ		19		大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク		さいたま市				10/3/00		4

						Ｆ　Ｗ		平田　祥紘 ヒラタ		29		埼玉栄高校(教) サイタマ サカエ コウコウ キョウ		さいたま市				7/17/90		11

						Ｆ　Ｗ		江口　大輔 エグチ ダイスケ		26		日本ゼオン(株) ニホン カブ		さいたま市				8/13/93		12

						Ｆ　Ｗ		石井　秀人 イシイ シュウ ヒト		22		日本体育大学 ニホン タイイク ダイガク		さいたま市				10/27/97		17

						Ｆ　Ｗ		土田　啓太 ツチダ ケイタ		21		法政大学 ホウセイ ダイガク		さいたま市				11/10/98		14

						Ｆ　Ｗ		運上　雄基 ウンジョウ ユウ キ		21		慶應義塾大学 ケイオウ ギジュク ダイガク		さいたま市				11/8/98		15

						Ｆ　Ｗ		古川　憂人 フルカワ ユウ ヒト		19		法政大学 ホウセイ ダイガク		さいたま市				11/23/00		8

						Ｆ　Ｗ		荒井　大空 アライ オオゾラ		18		法政大学 ホウセイ ダイガク		さいたま市				6/2/01		16

						Ｆ　Ｗ		伊藤　　総 イトウ ソウ		18		日本体育大学 ニホンタイイクダイガク		さいたま市				5/1/01		18

						Ｆ　Ｗ		竹渕　　舜 タケ フチ シュン		24		(株)サイオー カブ		さいたま市				10/14/95		9



				　少年男子		Ｇ　Ｋ		木村　　励 キムラ レイ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				11/6/03		1

						Ｇ　Ｋ		常川　渉稀 ツネカワ ワタル マレ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				1/30/04		44

						Ｄ　Ｆ		成瀬　　翼 ナルセ ツバサ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				9/5/02		18

						Ｄ　Ｆ		高橋　　葵 タカハシ アオイ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				9/3/02		3

						Ｄ　Ｆ		横須賀大夢 ヨコスカ ダイ ユメ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				9/5/03		17

						Ｄ　Ｆ		村社　海莉 ムラ シャ ウミ リ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				11/28/03		6

						Ｄ　Ｆ		中村　晃世 ナカムラ アキラ ヨ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				1/24/04		13

						Ｄ　Ｆ		森岡　滉葵 モリオカ コウ アオイ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				1/27/04		12

						Ｄ　Ｆ		朝比奈大心 アサヒナ ダイ ココロ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				6/8/04		29

						Ｆ　Ｗ		神山　太一 コウヤマ タイチ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				5/12/02		10

						Ｆ　Ｗ		山村　旭飛 ヤマムラ アサヒ ト		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				8/26/02		19

						Ｆ　Ｗ		振津　青瑚 フリツ アオ ゴ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				5/22/02		22

						Ｆ　Ｗ		井口　藍仁 イグチ アイ ジン		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				8/16/03		34

						Ｆ　Ｗ		斉藤　世龍 サイトウ ヨ リュウ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/8/04		8

						Ｆ　Ｗ		渡辺　力輝 ワタナベ チカラ カガヤ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				6/3/04		7

						Ｆ　Ｗ		木村　詠二 キムラ エイ ニ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				10/12/04		14

						Ｇ　Ｋ		河合　智哉 カワイ トモヤ		22		慶應義塾大学４年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン		さいたま市				10/27/97

						Ｄ　Ｆ		中居　隼都 ナカイ ハヤト ト		31		三菱ＵＦＪ信託銀行(株) ミツビシ シンタク ギンコウ カブ		さいたま市				5/7/88

						Ｄ　Ｆ		菊池　秀治 キクチ シュウジ		33		ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ生命保険(株) セイメイ ホケン カブ		さいたま市				9/7/86

						Ｄ　Ｆ		杉澤　　優 スギサワ ユウ		30		北日本造船(株) キタ ニホン ゾウセン カブ		さいたま市				4/18/89

						Ｄ　Ｆ		佐藤　正志 サトウ マサシ		22		立命館大学４年 リツメイカン ダイガク ネン		さいたま市				9/12/97

						Ｄ　Ｆ		菅田　路莞 カンダ ロ イ		19		中央大学１年 チュウオウ ダイガク ネン		さいたま市				8/16/00

						Ｆ　Ｗ		長谷川宗矩 ハセガワ ムネ ノリ		22		東海大学４年 トウカイ ダイガク ネン		さいたま市				12/27/97

						Ｆ　Ｗ		平田　祥紘 ヒラタ		29		埼玉栄高校(教) サイタマ サカエ コウコウ キョウ		さいたま市				7/17/90

						Ｆ　Ｗ		茂木慎之介 モテギ シンノスケ		22		大東文化大学４年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				8/7/97

						Ｆ　Ｗ		土屋　光翼 ツチヤ ヒカリ ツバサ		21		法政大学３年 ホウセイ ダイガク ネン		さいたま市				3/2/99

						Ｆ　Ｗ		土田　啓太 ツチダ ケイタ		21		法政大学３年 ホウセイ ダイガク ネン		さいたま市				11/10/98

						Ｆ　Ｗ		江口　大輔 エグチ ダイスケ		26		日本ゼオン(株) ニホン カブ		さいたま市				8/13/93

						Ｆ　Ｗ		矢島　　龍 ヤジマ リュウ		23		(株)ｶｼﾜﾊﾞﾗ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ カブ		さいたま市				5/22/96

						Ｆ　Ｗ		松渕　雄太 マツ ブチ ユウタ		23		(株)ツムラ カブ		さいたま市				8/4/96

						Ｆ　Ｗ		運上　雄基 ウンジョウ ユウ キ		21		慶應義塾大学３年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン		さいたま市				11/8/98

						Ｆ　Ｗ		石井　秀人 イシイ シュウ ヒト		22		日本体育大学４年 ニホン タイイク ダイガク ネン		さいたま市				10/27/97

						Ｇ　Ｋ		丹治　大輝 タンジ ダイキ		18		埼玉栄高校３年		さいたま市				5/30/01

						Ｄ　Ｆ		在家虎仁朗 ザイケ トラ ニ ロウ		18		埼玉栄高校３年		さいたま市				5/2/01

						Ｄ　Ｆ		中舘庸太朗 ナカダテ ヨウ タロウ		18		埼玉栄高校３年		さいたま市				9/9/01

						Ｄ　Ｆ		漆畑　　慶 ウルシバタ ケイ		18		埼玉栄高校３年		さいたま市				11/15/01

						Ｄ　Ｆ		成瀬　　翼 ナルセ ツバサ		17		埼玉栄高校２年		さいたま市				9/5/02

						Ｄ　Ｆ		村社　海莉 ムラ シャ ウミ リ		16		埼玉栄高校１年		さいたま市				11/28/03

						Ｄ　Ｆ		横須賀大夢 ヨコスカ ダイ ユメ		16		埼玉栄高校１年		さいたま市				9/5/03

						Ｆ　Ｗ		伊藤　　総 イトウ ソウ		18		埼玉栄高校３年		さいたま市				5/1/01

						Ｆ　Ｗ		荒井　大空 アライ オオゾラ		18		埼玉栄高校３年		さいたま市				6/2/01

						Ｆ　Ｗ		高橋　　葵 タカハシ アオイ		17		埼玉栄高校２年		さいたま市				9/3/02

						Ｆ　Ｗ		神山　太一 コウヤマ タイチ		17		埼玉栄高校２年		さいたま市				5/12/02

						Ｆ　Ｗ		山村　旭飛 ヤマムラ アサヒ ト		17		埼玉栄高校２年		さいたま市				8/26/02

						Ｆ　Ｗ		振津　青瑚 フリツ アオ コ		17		埼玉栄高校２年		さいたま市				5/22/02

						Ｆ　Ｗ		井口　藍仁 イグチ アイ ジン		16		埼玉栄高校１年		さいたま市				8/16/03

						Ｆ　Ｗ		大塚　鵬蓉 オオツカ ホウ ヨウ		18		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/3/02

						Ｆ　Ｗ		上野　懸勢 ウエノ ケン セイ		18		埼玉栄高校３年		さいたま市				5/13/01







75_名簿 

				〔２０１９年４月１日現在 　　（教）：教員　　　（職）：職員〕 ネン ガツ ヒ ゲンザイ キョウ キョウイン ショク ショクイン												年齢基準日 ネンレイ キジュンビ

																4/1/19

		スケート競技 キョウギ



		　＝スピード＝										　監　　督　　　２名		合計 １５名

												　監督兼選手　　１名 カントク ケン センシュ メイ

												　選手男子　　　７名

												　　　女子　　　５名



				監　督		成年男子 セイネン ダンシ		浅見　芳弘 アサ ミ ヨシ ヒロシ		57		秩父市役所 チチブシヤクショ		秩父市 チチブシ				1/21/62

						成年女子兼選手 セイネン ジョシ ケン センシュ		松津　庸子 マツ ヅ ヨウ コ		48		川越ＳＳＣ カワゴエ		川越市 カワゴエシ				3/6/71

						少年男子・少年女子 ショウネン ダンシ ショウネン ジョシ		西川　洋充 ニシ カワ ヒロ ミツ		39		東松山市立高坂小学校(教) ヒガシマツヤマ シリツ タカサカ ショウガッコウ キョウ		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				2/20/80



				選　手

				　成年男子		1500　5000　2000R		中村　開哉 ナカ ムラ カイ ナリ		20		大東文化大学３年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシマツヤマシ				4/25/98

						1500　5000		高橋　孝汰 タカ ハシ タカ タ		20		大東文化大学３年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシマツヤマシ				5/9/98

						5000　　　　2000R		道下　雅繁 ミチ シタ マサ シゲル		19		大東文化大学２年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシマツヤマシ				4/10/99

						 500　　　　2000R		浅木　優吾 アサ キ ユウ ゴ		19		大東文化大学２年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシマツヤマシ				3/21/00

						 500　1000　2000R		久保　祐斗 ク タモツ ユウ ト		18		大東文化大学１年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシマツヤマシ				3/15/01

						 500　1000　2000R		松井　菫也 マツ イ キン ヤ		18		大東文化大学１年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシマツヤマシ				5/8/00

						1000　1500　2000R		松津　秀太 マツ ツ シュウ タ		19		阪南大学２年 ハンナン ダイガク ネン		上尾市 アゲオシ				12/2/99



				　成年女子		1500　3000　2000R		田中　姫麗 タ ナカ ヒメ レイ		20		大東文化大学３年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				9/1/98

						 500　1000　2000R		村野　静香 ムラ ノ セイ カオリ		19		大東文化大学２年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				6/20/99

						 500　1000　2000R		能戸　若菜 ノウ ト ワカ ナ		21		大東文化大学４年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				5/11/97

						1500　    　2000R		松津　庸子 マツ ヅ ヨウ コ		48		川越ＳＳＣ カワゴエ		川越市 カワゴエシ				3/6/71



				　少年女子 ジョシ		 500  1000		飯田　風音 メシ タ カザ オト		17		県立川越工業高校３年 ケンリツ カワゴエ コウギョウ コウコウ ネン		川越市 カワゴエシ				8/9/01

						 500　1000		新井　涼花 アライ スズ ハナ		16		県立ふじみ野高校２年 ケン リツ ノ コウコウ コウ ネン		ふじみ野市 ノ シ				9/11/02

		　＝ショートトラック＝										　監　　督　　　１名		合計 　２名		　

												　選手女子　　　１名



				監　督		成年女子 セイネン ジョシ		島根　恵美 シマネ エミ		52		川口市スケート連盟 カワグチシ レンメイ		川口市				12/6/66



				選　手

				　成年女子 セイネン ジョシ		 500　1000		吉田　凪歩 ヨシダ ナギ ホ		18		神奈川大学１年 カナガワ ダイガク ネン		川口市 カワグチシ				8/22/00

		　＝フィギュア＝										　監　　督　　　３名		合計 　９名

												　選手男子　　　４名

												　　　女子　　　２名 ジョ



				監　督		成年男子		山田　和子 ヤマダ カズコ		52		埼玉県スケート連盟 サイタマケン レンメイ		秩父市 チチブシ				1/5/67

						少年男子		西村　尚美 ニシムラ ナオミ		48		浦和麗明高校(教) ウラワ レイメイ コウコウ キョウ		さいたま市 シ				3/2/71

						少年女子 ジョシ		藤田　早苗 フジタ サナエ		54		川越市役所 カワゴエシヤクショ		川越市 カワゴエシ				6/15/64



				選　手		成年男子		小林　建斗 ショウ ハヤシ ケン ト		20		法政大学３年 ホウセイ ダイガク ネン		川越市 カワゴエシ				5/4/98

								神戸　巧輝 ジン ト コウ テル		20		東洋大学３年 トウヨウ ダイガク ネン		ふじみ野市 ノ シ				11/26/98



						少年男子 ダンシ		大島　光翔 オオシマ ヒカリ ショウ		16		立教新座高校２年 リッキョウ ニイザ コウコウ ネン		新座市 ニイザシ				2/15/03

								大中　惟吹 ダイ ナカ コレ フ		15		秀明英光高校１年 シュウメイ エイ コウ コウコウ コウ ネン		上尾市 アゲオシ				12/26/03



						少年女子 ジョシ		石田　真綾 イシダ マアヤ		14		川越市立霞ヶ関東中学校３年 カワゴエシリツ カスミガセキ ヒガシ チュウガッコウ ドシ		川越市 カワゴエシ				3/8/05

								田中　帆南 タナカ ホ ミナミ		17		埼玉栄高校３年 サイタマ サカエ コウコウ ネン		さいたま市 シ				7/25/01

		アイスホッケー競技 キョウギ



												　監　　督　　　３名		合計 ３５名

												　選手男子　　３２名



				監　督				ワシリー ペルウーヒン		62		埼玉県アイスホッケー連盟 サイタマケン レンメイ		さいたま市

						成年男子		大西　伸明 オオニシ ノブアキ		34		埼玉栄高校(教)		さいたま市				4/14/84

						少年男子		格地　　現		54		埼玉栄高校(教)		さいたま市				10/4/64



				選　手

				　成年男子		Ｇ　Ｋ		河合　智哉 カワイ トモヤ		21		慶應義塾大学４年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン		さいたま市				10/27/97		1

						Ｄ　Ｆ		中居　隼都 ナカイ ハヤト ト		30		三菱ＵＦＪ信託銀行(株) ミツビシ シンタク ギンコウ カブ		さいたま市				5/7/88		12

						Ｄ　Ｆ		菊池　秀治 キクチ シュウジ		32		ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ生命保険(株) セイメイ ホケン カブ		さいたま市				9/7/86		10

						Ｄ　Ｆ		杉澤　　優 スギサワ ユウ		29		北日本造船(株) キタ ニホン ゾウセン カブ		さいたま市				4/18/89		6

						Ｄ　Ｆ		佐藤　正志 サトウ マサシ		21		立命館大学４年 リツメイカン ダイガク ネン		さいたま市				9/12/97		5

						Ｄ　Ｆ		菅田　路莞 カンダ ロ イ		18		中央大学１年 チュウオウ ダイガク ネン		さいたま市				8/16/00		8

						Ｆ　Ｗ		長谷川宗矩 ハセガワ ムネ ノリ		21		東海大学４年 トウカイ ダイガク ネン		さいたま市				12/27/97		3

						Ｆ　Ｗ		平田　祥紘 ヒラタ		28		埼玉栄高校(教) サイタマ サカエ コウコウ キョウ		さいたま市				7/17/90		11

						Ｆ　Ｗ		茂木慎之介 モテギ シンノスケ		21		大東文化大学４年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				8/7/97		9

						Ｆ　Ｗ		土屋　光翼 ツチヤ ヒカリ ツバサ		20		法政大学３年 ホウセイ ダイガク ネン		さいたま市				3/2/99		16

						Ｆ　Ｗ		土田　啓太 ツチダ ケイタ		20		法政大学３年 ホウセイ ダイガク ネン		さいたま市				11/10/98		14

						Ｆ　Ｗ		江口　大輔 エグチ ダイスケ		25		日本ゼオン(株) ニホン カブ		さいたま市				8/13/93		13

						Ｆ　Ｗ		矢島　　龍 ヤジマ リュウ		22		(株)ｶｼﾜﾊﾞﾗ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ カブ		さいたま市				5/22/96		7

						Ｆ　Ｗ		松渕　雄太 マツ ブチ ユウタ		22		(株)ツムラ カブ		さいたま市				8/4/96		18

						Ｆ　Ｗ		運上　雄基 ウンジョウ ユウ キ		20		慶應義塾大学３年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン		さいたま市				11/8/98		15

						Ｆ　Ｗ		石井　秀人 イシイ シュウ ヒト		21		日本体育大学４年 ニホン タイイク ダイガク ネン		さいたま市				10/27/97		17



				　少年男子		Ｇ　Ｋ		丹治　大輝 タンジ ダイキ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				5/30/01		30

						Ｄ　Ｆ		在家虎仁朗 ザイケ トラ ニ ロウ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				5/2/01		11

						Ｄ　Ｆ		中舘庸太朗 ナカダテ ヨウ タロウ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				9/9/01		2

						Ｄ　Ｆ		漆畑　　慶 ウルシバタ ケイ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				11/15/01		28

						Ｄ　Ｆ		成瀬　　翼 ナルセ ツバサ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				9/5/02		18

						Ｄ　Ｆ		村社　海莉 ムラ シャ ウミ リ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				11/28/03		6

						Ｄ　Ｆ		横須賀大夢 ヨコスカ ダイ ユメ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				9/5/03		17

						Ｆ　Ｗ		伊藤　　総 イトウ ソウ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				5/1/01		15

						Ｆ　Ｗ		荒井　大空 アライ オオゾラ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				6/2/01		14

						Ｆ　Ｗ		高橋　　葵 タカハシ アオイ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				9/3/02		3

						Ｆ　Ｗ		神山　太一 コウヤマ タイチ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				5/12/02		10

						Ｆ　Ｗ		山村　旭飛 ヤマムラ アサヒ ト		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				8/26/02		19

						Ｆ　Ｗ		振津　青瑚 フリツ アオ コ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				5/22/02		22

						Ｆ　Ｗ		井口　藍仁 イグチ アイ ジン		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				8/16/03		34

						Ｆ　Ｗ		大塚　鵬蓉 オオツカ ホウ ヨウ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/3/02		16

						Ｆ　Ｗ		上野　懸勢 ウエノ ケン セイ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				5/13/01		21

						Ｄ　Ｆ		馬場　風諒 ババ カゼ リョウ		22		大東文化大学４年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				8/20/96

						Ｄ　Ｆ		日高　正也 ヒダカ マサヤ		20		大東文化大学２年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				10/5/98

						Ｄ　Ｆ		下野　悠太 シモノ ユウタ		26		(株)ペックテクニカル カブ		さいたま市				1/29/93

						Ｆ　Ｗ		土田　啓太 ツチダ ケイタ		20		法政大学２年 ホウセイ ダイガク ネン		さいたま市				11/10/98

						Ｆ　Ｗ		三浦　和憲 ミウラ カズノリ		22		同志社大学４年 ドウシシャ ダイガク ネン		さいたま市				1/19/97

						Ｆ　Ｗ		小林　優希 コバヤシ ユウキ		23		ホームテック(株) カブ		さいたま市				1/13/96

						Ｄ　Ｆ		大西　伸明 オオニシ ノブアキ		34		埼玉栄高校(教)		さいたま市				4/14/84

						Ｇ　Ｋ		六尾　　陽 ロク オ ヨウ		19		東海大学１年 トウカイ ダイガク ネン		さいたま市				9/7/99

						Ｆ　Ｗ		森　　　將 モリ ショウ		32		全日空空輸(株) ゼンニックウ クウユ カブ		さいたま市				1/15/87

						Ｇ　Ｋ		紀　　健太 キノ ケンタ		23		大東文化大学４年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				1/11/96

						Ｆ　Ｗ		山田　大雅 ヤマダ タイガ		23		東洋大学４年 トウヨウ ダイガク ネン		さいたま市				4/23/95

						Ｆ　Ｗ		鶴見耕太朗 ツルミ コウ タロウ		22		同志社大学３年 ドウシシャ ダイガク ネン		さいたま市				9/26/96

						Ｄ　Ｆ		小池　玲央 コイケ レイ オウ		24		慶應義塾大学４年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン		さいたま市				10/9/94

						Ｄ　Ｆ		格地龍太郎 カク チ リュウタロウ		23		早稲田大学３年 ワセダ ダイガク ネン		さいたま市				7/7/95

						Ｆ　Ｗ		青木優之介 アオキ ユウ ノ スケ		24		早稲田大学４年 ワセダ ダイガク ネン		さいたま市				8/18/94

						Ｆ　Ｗ		松永　　強 マツナガ ツヨシ		24		同志社大学４年 ドウシシャ ダイガク ネン		さいたま市				6/2/94

						Ｄ　Ｆ		竹渕　　舜 タケブチ シュン		23		東海大学３年 トウカイ ダイガク ネン		さいたま市				10/14/95

						Ｆ　Ｗ		長田　寛司 オサダ ヒロシ ツカサ		31		(株)フロムスクラッチ カブ		さいたま市				6/17/87

						Ｆ　Ｗ		髙木　優也 タカギ ユウヤ		23		大東文化大学３年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				9/27/95

						Ｄ　Ｆ		清水　天音 シミズ テン オト		19		埼玉栄高校３年		さいたま市				8/14/99

						Ｄ　Ｆ		小川　　翼 オガワ ツバサ		19		埼玉栄高校３年		さいたま市				8/30/99

						Ｆ　Ｗ		片岡　洸太 カタオカ コウタ		19		埼玉栄高校３年		さいたま市				12/13/99

						Ｆ　Ｗ		振津　直弥 フリツ ナオヤ		19		埼玉栄高校３年		さいたま市				1/4/00

						Ｆ　Ｗ		山崎絢志郎 ヤマザキ アヤ シ ロウ		19		埼玉栄高校３年		さいたま市				7/21/99

						Ｆ　Ｗ		中村　海大 ナカムラ ウミ ダイ		19		埼玉栄高校３年		さいたま市				10/18/99

						Ｆ　Ｗ		髙橋　佑太 タカハシ ユウ タ		19		埼玉栄高校３年		さいたま市				11/12/99

						Ｄ　Ｆ		寺西　泰成 テラニシ ヤスナリ		19		埼玉栄高校３年		さいたま市				8/14/99

						Ｆ　Ｗ		土屋　光翼 ツチヤ ヒカリ ツバサ		20		法政大学２年 ホウセイ ダイガク ネン		さいたま市				3/2/99

						Ｇ　Ｋ		川上　　塁 カワカミ ルイ		18		埼玉栄高校３年		さいたま市				7/2/00

						Ｄ　Ｆ		高橋　　葵 タカハシ アオイ		16		埼玉栄高校１年		さいたま市				9/3/02

						Ｄ　Ｆ		成瀬　　翼 ナルセ ツバサ		16		埼玉栄高校１年		さいたま市				9/5/02

						Ｆ　Ｗ		佐藤　大慈 サトウ タイ ジ		18		埼玉栄高校３年		さいたま市				1/17/01

						Ｆ　Ｗ		仲野谷　素 ナカ ノ ヤ ス		18		埼玉栄高校３年		さいたま市				4/25/00

						Ｆ　Ｗ		神山　太一 コウヤマ タイチ		16		埼玉栄高校１年		さいたま市				5/12/02





74_名簿

				〔４月１日現在 　　（教）：教員　　　（職）：職員〕 ガツ ヒ ゲンザイ キョウ キョウイン ショク ショクイン



		スケート競技 キョウギ



		　＝スピード＝										　監　　督　　　２名		合計 １８名

												　監督兼選手　　１名 カントク ケン センシュ メイ

												　選手男子　　　９名

												　　　女子　　　６名



				監　督		成年男子 セイネン ダンシ		岡部　文武 オカ ブ フミ タケ		29		早稲田大学 ワセダ ダイガク		秩父市 チチブシ				3/31/18		7/12/88

						成年女子兼選手 セイネン ジョシ ケン センシュ		松津　庸子 マツ ヅ ヨウ コ		47		川越ＳＳＣ カワゴエ		川越市 カワゴエシ				3/31/18		3/6/71

						少年男子・少年女子 ショウネン ダンシ ショウネン ジョシ		西川　洋充 ニシ カワ ヒロ ミツ		38		東松山市立高坂小学校(教) ヒガシマツヤマ シリツ タカサカ ショウガッコウ キョウ		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				3/31/18		2/20/80



				選　手

				　成年男子		 500　1000　2000R		川目　拓磨 カワ メ タク オサム		21		東洋大学４年 ヒガシ ヨウ ダイ ガク ネン		川越市				3/31/18		4/24/96

						1500　　　　2000R		奥山　大輝 オクヤマ ダイキ		18		東洋大学１年 ヒガシ ヨウ ダイ ガク ネン		川越市				3/31/18		4/4/99

						 500　　　　2000R		川森　嵩大 カワモリ スウ ダイ		19		東洋大学２年 ヒガシ ヨウ ダイ ガク ネン		川越市				3/31/18		9/5/98

						1000　　　　2000R		遠藤　　蓮 エンドウ ハス		19		東洋大学２年 ヒガシ ヨウ ダイ ガク ネン		川越市				3/31/18		11/19/98

						1500　5000		中村　開哉 ナカムラ カイ ヤ		19		大東文化大学２年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマシ				3/31/18		4/25/98

						1500　5000　2000R		高橋　孝汰 タカハシ コウ タ		19		大東文化大学２年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマシ				3/31/18		5/9/98

						 500　1000　2000R		川村　航汰 カワムラ コウ タ		18		大東文化大学１年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマシ				3/31/18		12/7/99

						5000		道下　雅繁 ミチシタ マサ シゲル		18		大東文化大学１年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマシ				3/31/18		4/10/99



				　成年女子		 500　1000　2000R		能戸　若菜 ノウ ト ワカ ナ		20		大東文化大学３年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				3/31/18		5/11/97

						1000　1500　2000R		田中　姫麗 タナカ ヒメ レイ		19		大東文化大学２年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				3/31/18		9/1/98

						 500　1500　2000R		村野　静香 ムラノ シズカ		18		大東文化大学１年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				3/31/18		6/20/99

						 500　1000　2000R		松津　庸子 マツ ヅ ヨウ コ		47		川越ＳＳＣ カワゴエ		川越市 カワゴエシ				3/31/18		3/6/71



				　少年男子		 500		阿部　翔太 アベ ショウタ		14		戸田市立笹目中学校３年 トダシ リツ ササメ チュウガッコウ ネン		戸田市 トダシ				3/31/18		10/6/03



				　少年女子 ジョシ		1000　3000		土井　双葉 ドイ フタバ		15		県立坂戸西高校１年 ケン リツ サカド ニシ コウコウ コウ ネン		坂戸市 サカドシ				3/31/18		11/28/02

						 500　1000		新井　涼花 アライ スズ ハナ		15		県立ふじみ野高校１年 ケン リツ ノ コウコウ コウ ネン		ふじみ野市 ノ シ				3/31/18		9/11/02

						 500		飯田　風音 メシ タ カザ オト		16		県立川越工業高校２年 ケンリツ カワゴエ コウギョウ コウコウ ネン		川越市 カワゴエシ				3/31/18		8/9/01

		　＝ショートトラック＝										　監　　督　　　３名		合計 １４名

												　選手男子　　　６名

												　　　女子　　　５名



				監　督		成年男子 セイ コ		角張　亮子 カクバリ リョウコ		61		大東文化大学(職) ダイトウ ブンカ ダイガク ショク		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				3/31/18		2/21/57

						成年女子・少年女子 セイネン ジョシ ショウネン ジョシ		島根　恵美 シマネ エミ		51		川口市スケート連盟 カワグチシ レンメイ		川口市				3/31/18		12/6/66

						少年男子 ショウネン ダンシ		松平　秋子 マツダイラ アキコ		49		川口市スケート連盟 カワグチシ レンメイ		川口市				3/31/18		9/30/68



				選　手

				　成年男子		 500　　　　5000R		吉田　陵平 キチ タ リョウ ヘイ		20		神奈川大学３年 カナガワ ダイガク ネン		さいたま市 シ				3/31/18		8/15/97

						　　　　　　5000R		吉川　政志 ヨシカワ マサシ		26		富士通(株) フジツウ カブ		川口市 カワグチシ				3/31/18		11/21/91

						　　　1000  5000R		梅田　　匠 ウメ タ タクミ		19		阪南大学２年 ハンナン ダイガク ネン		和光市 ワコウシ				3/31/18		6/2/98

						 500　1000  5000R		松津　秀太 マツ ヅ シュウ タ		18		阪南大学１年 ハンナン ダイガク ネン		上尾市 アゲオシ				3/31/18		12/2/99

						 500　1000  5000R		河合　健朗 カワイ ケン ロウ		21		早稲田大学４年 ワセダ ダイガク ネン		川越市 カワゴエシ				3/31/18		8/27/96



				　成年女子 ジョシ		 500　1000　3000R		巻島　　槙 マキシマ マキ		21		早稲田大学４年 ワセダ ダイガク ネン		朝霞市 アサカシ				3/31/18		6/24/96

						 500　1000　3000R		島根くるみ シマネ		19		阪南大学２年 ハンナン ダイガク ネン		さいたま市 シ				3/31/18		10/28/98

						 500　1000　3000R		武井　咲樹 タケイ サ キ		19		東洋大学２年 トウヨウ ダイガク ネン		さいたま市 シ				3/31/18		7/25/98

						　　　　　　3000R		友光　　渚 トモミツ ナギサ		30		(株)東京ドームスポーツ カブ トウキョウ		川口市 カワグチシ				3/31/18		9/9/87



				　少年男子		 500　1000		山口　耕平 ヤマ クチ コウ ヒラ		16		川口市立高校２年 カワグチ シリツ コウコウ ネン		川口市 カワグチシ				3/31/18		5/16/01



				　少年女子 ショウネン ジョシ		 500　1000		吉田　凪歩 ヨシダ ナギ ホ		17		川口市立高校３年 カワグチ シリツ コウコウ ネン		川口市 カワグチシ				3/31/18		8/22/00

		　＝フィギュア＝										　監　　督　　　２名		合計 　６名

												　選手男子　　　４名



				監　督		成年男子		山田　和子 ヤマダ カズコ		51		埼玉県スケート連盟 サイタマケン レンメイ		秩父市 チチブシ				3/31/18		1/5/67

						少年男子		西村　尚美 ニシムラ ナオミ		47		浦和麗明高校(教) ウラワ レイメイ コウコウ キョウ		さいたま市 シ				3/31/18		3/2/71



				選　手		成年男子		小林　建斗 ショウ ハヤシ ケン ト		19		法政大学２年 ホウセイ ダイガク ネン		川越市 カワゴエシ				3/31/18		5/4/98

								神戸　巧輝 ジン ト コウ テル		19		東洋大学２年 トウヨウ ダイガク ネン		ふじみ野市 ノ シ				3/31/18		11/26/98



						少年男子 ダンシ		大島　光翔 オオシマ ヒカリ ショウ		15		立教新座高校１年 リッキョウ ニイザ コウコウ ネン		新座市 ニイザシ				3/31/18		2/15/03

								佐藤　　駿 サトウ シュン		14		埼玉栄中学校３年 サイタマ サカエ チュウガッコウ ネン		さいたま市 シ				3/31/18		2/6/04

		アイスホッケー競技 キョウギ



												　監　　督　　　３名		合計 ３５名

												　選手男子　　３２名



				監　督				ワシリー ペルウーヒン		61		埼玉県アイスホッケー連盟 サイタマケン レンメイ		さいたま市				3/31/18

						成年男子		大西　伸明 オオニシ ノブアキ		33		埼玉栄高校(教)		さいたま市				3/31/18		4/14/84

						少年男子		格地　　現		53		埼玉栄高校(教)		さいたま市				3/31/18		10/4/64



				選　手

				　成年男子		Ｇ　Ｋ		前北　恵介 マエ キタ ケイスケ		22		(株)日本アクセス カブ ニホン		さいたま市				3/31/18		10/3/95

						Ｇ　Ｋ		河合　智哉 カワイ トモヤ		20		慶應義塾大学３年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		10/27/97

						Ｄ　Ｆ		菊池　秀治 キクチ シュウジ		31		ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ生命保険(株) セイメイ ホケン カブ		さいたま市				3/31/18		9/7/86

						Ｄ　Ｆ		ハリデー慈英 ジエイ		21		早稲田大学４年 ワセダ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		8/29/96

						Ｄ　Ｆ		中居　隼都 ナカイ ハヤト ト		29		三菱ＵＦＪ信託銀行(株) ミツビシ シンタク ギンコウ カブ		さいたま市				3/31/18		5/7/88

						Ｄ　Ｆ		在家　秀虎 ザイケ シュウ トラ		21		慶應義塾大学４年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		1/12/97

						Ｄ　Ｆ		佐藤　正志 サトウ マサシ		20		立命館大学３年 リツメイカン ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		9/12/97

						Ｆ　Ｗ		長谷川宗矩 ハセガワ ムネ ノリ		20		東海大学３年 トウカイ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		12/27/97

						Ｆ　Ｗ		平田　祥紘 ヒラタ		27		埼玉栄高校(教) サイタマ サカエ コウコウ キョウ		さいたま市				3/31/18		7/17/90

						Ｆ　Ｗ		青木孝史朗 アオキ コウ フミ ロウ		20		早稲田大学３年 ワセダ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		4/22/97

						Ｆ　Ｗ		松渕　雄太 マツ ブチ ユウタ		21		大東文化大学４年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		8/4/96

						Ｆ　Ｗ		茂木慎之介 モテギ シンノスケ		20		大東文化大学３年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		8/7/97

						Ｆ　Ｗ		貞宗謙太郎 サダムネ ケンタロウ		31		S Body 加圧ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵ カアツ		さいたま市				3/31/18		6/4/86

						Ｆ　Ｗ		江口　大輔 エグチ ダイスケ		24		日本ゼオン(株) ニホン カブ		さいたま市				3/31/18		8/13/93

						Ｆ　Ｗ		矢島　　龍 ヤジマ リュウ		21		大東文化大学４年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		5/22/96

						Ｆ　Ｗ		運上　雄基 ウンジョウ ユウ キ		19		慶應義塾大学２年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		11/8/98

						Ｄ　Ｆ		馬場　風諒 ババ カゼ リョウ		21		大東文化大学４年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		8/20/96

						Ｄ　Ｆ		日高　正也 ヒダカ マサヤ		19		大東文化大学２年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		10/5/98

						Ｄ　Ｆ		下野　悠太 シモノ ユウタ		25		(株)ペックテクニカル カブ		さいたま市				3/31/18		1/29/93

						Ｆ　Ｗ		土田　啓太 ツチダ ケイタ		19		法政大学２年 ホウセイ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		11/10/98

						Ｆ　Ｗ		三浦　和憲 ミウラ カズノリ		21		同志社大学４年 ドウシシャ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		1/19/97

						Ｆ　Ｗ		小林　優希 コバヤシ ユウキ		22		ホームテック(株) カブ		さいたま市				3/31/18		1/13/96

						Ｄ　Ｆ		大西　伸明 オオニシ ノブアキ		33		埼玉栄高校(教)		さいたま市				3/31/18		4/14/84

						Ｇ　Ｋ		六尾　　陽 ロク オ ヨウ		18		東海大学１年 トウカイ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		9/7/99

						Ｆ　Ｗ		森　　　將 モリ ショウ		31		全日空空輸(株) ゼンニックウ クウユ カブ		さいたま市				3/31/18		1/15/87

						Ｇ　Ｋ		紀　　健太 キノ ケンタ		22		大東文化大学４年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		1/11/96

						Ｆ　Ｗ		山田　大雅 ヤマダ タイガ		22		東洋大学４年 トウヨウ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		4/23/95

						Ｆ　Ｗ		鶴見耕太朗 ツルミ コウ タロウ		21		同志社大学３年 ドウシシャ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		9/26/96

						Ｄ　Ｆ		小池　玲央 コイケ レイ オウ		23		慶應義塾大学４年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		10/9/94

						Ｄ　Ｆ		格地龍太郎 カク チ リュウタロウ		22		早稲田大学３年 ワセダ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		7/7/95

						Ｆ　Ｗ		青木優之介 アオキ ユウ ノ スケ		23		早稲田大学４年 ワセダ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		8/18/94

						Ｆ　Ｗ		松永　　強 マツナガ ツヨシ		23		同志社大学４年 ドウシシャ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		6/2/94

						Ｄ　Ｆ		竹渕　　舜 タケブチ シュン		22		東海大学３年 トウカイ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		10/14/95

						Ｆ　Ｗ		長田　寛司 オサダ ヒロシ ツカサ		30		(株)フロムスクラッチ カブ		さいたま市				3/31/18		6/17/87

						Ｆ　Ｗ		髙木　優也 タカギ ユウヤ		22		大東文化大学３年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		9/27/95

						Ｄ　Ｆ		清水　天音 シミズ テン オト		18		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/18		8/14/99

						Ｄ　Ｆ		小川　　翼 オガワ ツバサ		18		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/18		8/30/99

						Ｆ　Ｗ		片岡　洸太 カタオカ コウタ		18		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/18		12/13/99

						Ｆ　Ｗ		振津　直弥 フリツ ナオヤ		18		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/18		1/4/00

						Ｆ　Ｗ		山崎絢志郎 ヤマザキ アヤ シ ロウ		18		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/18		7/21/99

						Ｆ　Ｗ		中村　海大 ナカムラ ウミ ダイ		18		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/18		10/18/99

						Ｆ　Ｗ		髙橋　佑太 タカハシ ユウ タ		18		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/18		11/12/99

						Ｄ　Ｆ		寺西　泰成 テラニシ ヤスナリ		18		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/18		8/14/99

						Ｆ　Ｗ		土屋　光翼 ツチヤ ヒカリ ツバサ		19		法政大学２年 ホウセイ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/18		3/2/99



				　少年男子		Ｇ　Ｋ		丹治　大輝 タンジ ダイキ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/18		5/30/01

						Ｄ　Ｆ		菅田　路莞 カンダ ロ イ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/18		8/16/00

						Ｄ　Ｆ		宮崎　真紘 ミヤザキ マ ヒロ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/18		10/3/00

						Ｄ　Ｆ		佐々中健人 ササ ナカ ケント		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/18		2/18/01

						Ｄ　Ｆ		中舘庸太朗 ナカダテ ヨウ タロウ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/18		9/9/01

						Ｄ　Ｆ		在家虎仁朗 ザイケ トラ ニ ロウ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/18		5/2/01

						Ｄ　Ｆ		漆畑　　慶 ウルシバタ ケイ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/18		11/15/01

						Ｆ　Ｗ		古川　憂人 フルカワ ユウ ジン		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/18		11/23/00

						Ｆ　Ｗ		塩野　伊織 シオノ イオリ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/18		6/26/00

						Ｆ　Ｗ		坂本　大地 サカモト ダイチ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/18		6/20/01

						Ｆ　Ｗ		荒井　大空 アライ オオゾラ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/18		6/2/01

						Ｆ　Ｗ		伊藤　　総 イトウ ソウ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/18		5/1/01

						Ｆ　Ｗ		大塚　鵬蓉 オオツカ ホウ ヨウ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/18		3/3/02

						Ｆ　Ｗ		上野　懸勢 ウエノ ケン セイ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/18		5/13/01

						Ｆ　Ｗ		山村　旭飛 ヤマムラ アサヒ ト		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/18		8/26/02

						Ｆ　Ｗ		谷　　圭介 タニ ケイスケ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/18		7/11/00

						Ｇ　Ｋ		川上　　塁 カワカミ ルイ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/18		7/2/00

						Ｄ　Ｆ		高橋　　葵 タカハシ アオイ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/18		9/3/02

						Ｄ　Ｆ		成瀬　　翼 ナルセ ツバサ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/18		9/5/02

						Ｆ　Ｗ		佐藤　大慈 サトウ タイ ジ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/18		1/17/01

						Ｆ　Ｗ		仲野谷　素 ナカ ノ ヤ ス		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/18		4/25/00

						Ｆ　Ｗ		神山　太一 コウヤマ タイチ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/18		5/12/02

						Ｆ　Ｗ		振津　青瑚 フリツ アオ コ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/18		5/22/02





73_名簿

				〔４月１日現在 　　（教）：教員　　　（職）：職員〕 ガツ ヒ ゲンザイ キョウ キョウイン ショク ショクイン



		スケート競技 キョウギ



		　＝スピード＝										　監　　督　　　３名		合計 ２１名

												　監督兼選手　　１名 カントク ケン センシュ メイ

												　選手男子　　　９名

												　　　女子　　　８名



				監　督		成年男子 セイネン ダンシ		岡部　文武 オカ ブ フミ タケ		28		早稲田大学 ワセダ ダイガク		所沢市 トコロザワシ				3/31/17		7/12/88

						成年女子兼選手 セイネン ジョシ ケン センシュ		松津　庸子 マツ ヅ ヨウ コ		46		川越ＳＳＣ カワゴエ		川越市 カワゴエシ				3/31/17		3/6/71

						少年男子 ショウネン ダンシ		大貫　　了 オオヌキ リョウ		64		川越ＳＳＣ カワゴエ		川越市 カワゴエシ				3/31/17		5/2/52

						少年女子 ショウネン ジョ		西川　洋充 ニシ カワ ヒロ ミツ		37		東松山市立高坂小学校（教） ヒガシマツヤマ シリツ タカサカ ショウガッコウ キョウ		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				3/31/17		2/20/80



				選　手

				　成年男子		 500　1000　2000R		川目　拓磨 カワ メ タク オサム		20		東洋大学３年 ヒガシ ヨウ ダイ ガク ネン		川越市				3/31/17		4/24/96

						1500　5000　2000R		仲　　陽生 ナカ ヨウ イ		18		東洋大学１年 ヒガシ ヨウ ダイ ガク ネン		川越市				3/31/17		12/13/98

						 500　1000　2000R		川森　嵩大 カワモリ スウ ダイ		18		東洋大学１年 ヒガシ ヨウ ダイ ガク ネン		川越市				3/31/17		9/5/98

						1500　5000　2000R		高橋　孝汰 タカハシ タカシ タ		18		大東文化大学１年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマシ				3/31/17		5/9/98

						1500　5000		中村　開哉 ナカムラ カイ ヤ		18		大東文化大学１年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマシ				3/31/17		4/25/98

						1000　　　　2000R		加藤　隼太 カ フジ ハヤブサ タ		20		大東文化大学３年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマシ				3/31/17		2/28/97

						 500　　　　2000R		河合　健朗 カワ ア ケン ロウ		20		早稲田大学３年 ワセダ ダイガク ネン		川越市				3/31/17		8/27/96



				　成年女子		 500　1500　2000R		松津　庸子 マツ ヅ ヨウ コ		46		川越ＳＳＣ カワゴエ		川越市 カワゴエシ				3/31/17		3/6/71

						 500　1000　2000R		吉田愛結美 ヨシ ダ 　ア　ユ　ミ		31		さいたま市立川通中学校(教) シリツ カワ トオリ チュウ キョウ		さいたま市 シ				3/31/17		11/30/85

						1000　1500　2000R		山澤　清楓 ヤマ サワ キヨシ カエデ		20		大東文化大学３年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				3/31/17		4/16/96

						 500　　　　2000R		能戸　若菜 ノウ ト ワカ ナ		19		大東文化大学２年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				3/31/17		5/11/97

						1000　1500　2000R		田中　姫麗 タナカ ヒメ レイ		18		大東文化大学１年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				3/31/17		9/1/98



				　少年男子		1000  1500		松津　秀太 マツ ヅ ヒデ タ		17		秀明英光高校３年 シュウメイ エイコウ コウコウ ネン		上尾市 アゲオ シ				3/31/17		12/2/99

						 500　1000		狩野　亜聞 カリノ ア キ		14		上尾市立上平中学校３年 アゲオシ リツ カミヒラ チュウガッコウ ネン		上尾市 アゲオ シ				3/31/17		1/7/03



				　少年女子 ジョシ		1000　1500　2000R		飯田　風音 メシ タ カザ オト		15		県立川越工業高校１年 ケンリツ カワゴエ コウギョウ コウコウ ネン		川越市 カワゴエシ				3/31/17		8/9/01

						 500　1000　2000R		武井　香樹 タケシ イ カ キ		16		星野高校２年 ホシノ コウコウ ネン		川越市 カワゴエシ				3/31/17		6/3/00

						3000　　　　2000R		土井　双葉 ドイ フタバ		14		川越市立鯨井中学校３年 カワゴエシリツ クジライ チュウガッコウ ネン		川越市 カワゴエシ				3/31/17		11/28/02

						 500　1000　2000R		新井　涼花 アライ スズ ハナ		14		川越市立川越第一中学校３年 カワゴエシリツ カワゴエ ダイイチ チュウガッコウ ネン		川越市 カワゴエシ				3/31/17		9/11/02

		　＝ショートトラック＝										　監　　督　　　３名		合計 １４名

												　選手男子　　　６名

												　　　女子　　　５名



				監　督		成年男子 セイ コ		角張　亮子 カクバリ リョウコ		60		大東文化大学(職) ダイトウ ブンカ ダイガク ショク		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				3/31/17		2/21/57

						成年女子・少年女子 セイネン ジョシ ショウネン ジョシ		島根　恵美 シマネ エミ		50		川口市スケート連盟 カワグチシ レンメイ		川口市				3/31/17		12/6/66

						少年男子 ショウネン ダンシ		松平　秋子 マツダイラ アキコ		48		川口市スケート連盟 カワグチシ レンメイ		川口市				3/31/17		9/30/68



				選　手

				　成年男子		　　　　　　5000R		濱田　　哲 ハマ タ テツ		21		東洋大学４年 ヒガシ ヨウ ダイ ガク ネン		川越市 カワゴエシ				3/31/17		12/31/95

						 500　1000　5000R		吉田　陵平 キチ タ リョウ ヘイ		19		神奈川大学２年 カナガワ ダイガク ネン		さいたま市 シ				3/31/17		8/15/97

						 500　1000  5000R		梅田　　匠 ウメ タ タクミ		18		阪南大学１年 ハンナン ダイガク ネン		和光市 ワコウシ				3/31/17		6/2/98

						 500　　　　5000R		島根　隆司 シマネ タカシ		26		(株)フォーシーズ		川口市 カワグチシ				3/31/17		7/20/90

						　　　1000　5000R		吉川　政志 ヨシカワ マサシ		25		富士通(株) フジツウ カブ		川口市 カワグチシ				3/31/17		11/21/91



				　成年女子 ジョシ		 500　1000　3000R		巻島　　槙 マキシマ マキ		20		早稲田大学３年 ワセダ ダイガク ネン		朝霞市 アサカシ				3/31/17		6/24/96

						 500　1000　3000R		島根くるみ シマネ		18		阪南大学１年 ハンナン ダイガク ネン		さいたま市 シ				3/31/17		10/28/98

						　　　1000　3000R		武井　咲樹 タケイ サ キ		18		東洋大学１年 トウヨウ ダイガク ネン		川越市 カワゴエシ				3/31/17		7/25/98

						 500　　　　3000R		友光　　渚 トモミツ ナギサ		29		(株)東京ドームスポーツ カブ トウキョウ		川口市 カワグチシ				3/31/17		9/9/87



				　少年男子		 500　1000		山口　耕平 ヤマ クチ コウ ヒラ		15		川口市立川口総合高校１年 カワグチ シリツ カワグチ ソウゴウ コウコウ ネン		川口市 カワグチシ				3/31/17		5/16/01



				　少年女子 ショウネン ジョシ		 500　1000		吉田　凪歩 ヨシダ ナギ ホ		16		川口市立川口総合高校２年 カワグチ シリツ カワグチ ソウゴウ コウコウ ネン		川口市 カワグチシ				3/31/17		8/22/00

		　＝フィギュア＝										　監　　督　　　３名		合計 　９名

												　選手男子　　　４名

												　　　女子　　　２名



				監　督		成年男子		西村　尚美 ニシムラ ナオミ		46		浦和麗明高校(教) ウラワ レイメイ コウコウ キョウ		さいたま市 シ				3/31/17		3/2/71

						成年女子		山田　和子 ヤマダ カズコ		50		埼玉県スケート連盟 サイタマケン レンメイ		秩父市 チチブシ				3/31/17		1/5/67

						少年男子 ダンシ		藤田　早苗 フジタ サナエ		52		川越市役所 カワゴエシヤクショ		川越市 カワゴエ シ				3/31/17		6/15/64



				選　手		成年男子		小林　建斗 ショウ ハヤシ ケン ト		18		法政大学１年 ホウセイ ダイガク ネン		川越市 カワゴエシ				3/31/17		5/4/98

								神戸　巧輝 ジン ト コウ テル		18		東洋大学１年 トウヨウ ダイガク ネン		ふじみ野市 ノ シ				4/1/17		11/26/98



						成年女子		川上　紗季 カワカミ サ キ		19		東洋大学２年 トウヨウ ダイガク ネン		所沢市 トコロザワシ				3/31/17		9/5/97

								金志　澪夏 キン シ ミオ ナツ		18		大東文化大学１年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		所沢市 トコロザワシ				3/31/17		7/31/98



						少年男子 ダンシ		大島　光翔 オオシマ ヒカリ ショウ		14		立教新座中学校３年 リッキョウ ニイザ チュウガッコウ ネン		新座市 ニイザシ				3/31/17		2/15/03

								深瀬　憲人 フカセ ケン ヒト		15		霞ヶ関高等学校１年 カスミガセキ コウトウ ガッコウ ネン		川越市 カワゴエシ				3/31/17		3/29/02

		アイスホッケー競技 キョウギ



												　監　　督　　　２名		合計 ３４名

												　選手男子　　３２名



				監　督		成年男子		大西　伸明 オオニシ ノブアキ		32		埼玉栄高校(教)		さいたま市				3/31/17		4/14/84

						少年男子		格地　　現		52		埼玉栄高校(教)		さいたま市				3/31/17		10/4/64



				選　手

				　成年男子		Ｇ　Ｋ		前北　恵介 マエ キタ ケイスケ		21		明治大学４年 メイジ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		10/3/95

						Ｄ　Ｆ		佐藤　正志 サトウ マサシ		19		立命館大学２年 リツメイカン ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		9/12/97

						Ｄ　Ｆ		ハリデー慈英 ジエイ		20		早稲田大学３年 ワセダ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		8/29/96

						Ｄ　Ｆ		中居　隼都 ナカイ ハヤト ト		28		三菱東京ＵＦＪ信託銀行(株) ミツビシ トウキョウ シンタク ギンコウ カブ		さいたま市				3/31/17		5/7/88

						Ｄ　Ｆ		在家　秀虎 ザイケ シュウ トラ		20		慶應義塾大学３年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		1/12/97

						Ｄ　Ｆ		菊池　秀治 キクチ シュウジ		30		プルデンシャル生命保険(株) セイメイ ホケン カブ		さいたま市				3/31/17		9/7/86

						Ｄ　Ｆ		長谷川宗矩 ハセガワ ムネ ノリ		19		東海大学２年 トウカイ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		12/27/97

						Ｆ　Ｗ		平田　祥紘 ヒラタ		26		埼玉栄高校(教) サイタマ サカエ コウコウ キョウ		さいたま市				3/31/17		7/17/90

						Ｆ　Ｗ		松渕　雄太 マツ ブチ ユウタ		20		大東文化大学３年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		8/4/96

						Ｆ　Ｗ		小林　優希 コバヤシ ユウキ		21		東海大学４年 トウカイ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		1/13/96

						Ｆ　Ｗ		江口　大輔 エグチ ダイスケ		23		日本ゼオン(株) ニホン カブ		さいたま市				3/31/17		8/13/93

						Ｆ　Ｗ		土屋　光翼 ツチヤ ヒカリ ツバサ		18		法政大学１年 ホウセイ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		3/2/99

						Ｆ　Ｗ		矢島　　龍 ヤジマ リュウ		20		大東文化大学３年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		5/22/96

						Ｆ　Ｗ		茂木慎之介 モテギ シンノスケ		19		大東文化大学２年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		8/7/97

						Ｆ　Ｗ		石井　秀人 イシイ シュウト		19		日本体育大学２年 ニホン タイイク ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		10/27/97

						Ｆ　Ｗ		運上　雄基 ウンジョウ ユウ キ		18		慶應義塾大学１年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		11/8/98

						Ｇ　Ｋ		河合　智哉 カワイ トモヤ		19		慶應義塾大学２年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		10/27/97

						Ｇ　Ｋ		紀　　健太 キノ ケンタ		21		大東文化大学４年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		1/11/96

						Ｄ　Ｆ		下野　悠太 シモノ ユウタ		24		(株)ペックテクニカル カブ		さいたま市				3/31/17		1/29/93

						Ｄ　Ｆ		馬場　風諒 ババ カゼ リョウ		20		大東文化大学３年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		8/20/96

						Ｄ　Ｆ		日高　正也 ヒダカ マサヤ		18		大東文化大学１年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		10/5/98

						Ｆ　Ｗ		青木孝史朗 アオキ コウ フミ ロウ		19		早稲田大学２年 ワセダ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		4/22/97

						Ｆ　Ｗ		山田　大雅 ヤマダ タイガ		21		東洋大学４年 トウヨウ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		4/23/95

						Ｆ　Ｗ		鶴見耕太朗 ツルミ コウ タロウ		20		同志社大学３年 ドウシシャ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		9/26/96

						Ｄ　Ｆ		小池　玲央 コイケ レイ オウ		22		慶應義塾大学４年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		10/9/94

						Ｄ　Ｆ		格地龍太郎 カク チ リュウタロウ		21		早稲田大学３年 ワセダ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		7/7/95

						Ｆ　Ｗ		青木優之介 アオキ ユウ ノ スケ		22		早稲田大学４年 ワセダ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		8/18/94

						Ｆ　Ｗ		松永　　強 マツナガ ツヨシ		22		同志社大学４年 ドウシシャ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		6/2/94

						Ｄ　Ｆ		竹渕　　舜 タケブチ シュン		21		東海大学３年 トウカイ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		10/14/95

						Ｆ　Ｗ		長田　寛司 オサダ ヒロシ ツカサ		29		(株)フロムスクラッチ カブ		さいたま市				3/31/17		6/17/87

						Ｆ　Ｗ		髙木　優也 タカギ ユウヤ		21		大東文化大学３年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/17		9/27/95

				　少年男子		Ｇ　Ｋ		六尾　　陽 ロク オ ヨウ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/17		9/7/99

						Ｄ　Ｆ		清水　天音 シミズ テン オト		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/17		8/14/99

						Ｄ　Ｆ		小川　　翼 オガワ ツバサ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/17		8/30/99

						Ｄ　Ｆ		菅田　路莞 カンダ ロ イ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/17		8/16/00

						Ｄ　Ｆ		宮崎　真紘 ミヤザキ マ ヒロ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/17		10/3/00

						Ｄ　Ｆ		佐々中健人 ササ ナカ ケント		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/17		2/18/01

						Ｄ　Ｆ		在家虎仁朗 ザイケ トラ ニ ロウ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/17		5/2/01

						Ｆ　Ｗ		片岡　洸太 カタオカ コウタ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/17		12/13/99

						Ｆ　Ｗ		振津　直弥 フリツ ナオヤ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/17		1/4/00

						Ｆ　Ｗ		山崎絢志郎 ヤマザキ アヤ シ ロウ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/17		7/21/99

						Ｆ　Ｗ		中村　海大 ナカムラ ウミ ダイ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/17		10/18/99

						Ｆ　Ｗ		髙橋　佑太 タカハシ ユウ タ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/17		11/12/99

						Ｆ　Ｗ		古川　憂人 フルカワ ユウ ジン		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/17		11/23/00

						Ｆ　Ｗ		塩野　伊織 シオノ イオリ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/17		6/26/00

						Ｆ　Ｗ		谷　　圭介 タニ ケイスケ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/17		7/11/00

						Ｆ　Ｗ		伊藤　　総 イトウ ソウ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/17		5/1/01

						Ｄ　Ｆ		寺西　泰成 テラニシ ヤスナリ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/17		8/14/99

						Ｆ　Ｗ		仲野谷　素 ナカ ノ ヤ ス		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/17		4/25/00

						Ｆ　Ｗ		佐藤　大慈 サトウ タイ ジ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/17		1/17/01

						Ｇ　Ｋ		川上　　塁 カワカミ ルイ		16		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/17		7/2/00

						Ｄ　Ｆ		丹治　大輝 タンジ ダイキ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/17		5/30/01

						Ｆ　Ｗ		仲舘庸太朗 ナカダテ ヨウ タロウ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/17		9/9/01

						Ｄ　Ｆ		荒井　大空 アライ オオゾラ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/17		6/2/01

						Ｆ　Ｗ		大塚　鵬蓉 オオツカ ホウ ヨウ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/17		3/3/02

						Ｆ　Ｗ		上野　懸勢 ウエノ ケン セイ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/17		5/13/01





72_名簿

				〔４月１日現在 　　（教）：教員　　　（職）：職員〕 ガツ ヒ ゲンザイ キョウ キョウイン ショク ショクイン



		スケート競技 キョウギ



		　＝スピード＝										　監　　督　　　３名		合計 ２１名

												　監督兼選手　　１名 カントク ケン センシュ メイ

												　選手男子　　　９名

												　　　女子　　　８名



				監　督		成年男子 セイネン ダンシ		浅見　芳弘 アサ ミ ヨシ ヒロ		54		秩父市役所 チチブ シヤクショ		秩父市 チチブシ				3/31/16		1/21/62

						成年女子兼選手 セイネン ジョシ ケン センシュ		吉田愛結美 ヨシ ダ 　ア　ユ　ミ		30		さいたま市立川通中学校(教) シリツ カワ トオリ チュウ キョウ		さいたま市 シ				3/31/16		11/30/85

						少年男子 ショウネン ダンシ		岡部　文武 オカ ブ フミ タケ		27		早稲田大学大学院 ワセダ ダイガク ダイガクイン		所沢市 トコロザワシ				3/31/16		7/12/88

						少年女子 ショウネン ジョ		西川　洋充 ニシ カワ ヒロ ミツ		36		東松山市立高坂小学校（教） ヒガシマツヤマ シリツ タカサカ ショウガッコウ キョウ		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				3/31/16		2/20/80



				選　手

				　成年男子		1500　5000		小岩　和輝 ショウ イワ ワ テル		18		東洋大学１年 ヒガシ ヨウ ダイ ガク ネン		川越市				3/31/16		5/16/97

						　　　　　　2000R		川目　　健 カワ メ ケン		21		東洋大学４年 ヒガシ ヨウ ダイ ガク ネン		川越市				3/31/16		9/2/94

						1500　　　　2000R		河島　圭悟 カワ シマ ケイ ゴ		20		東洋大学３年 ヒガシ ヨウ ダイ ガク ネン		川越市				3/31/16		1/30/96

						 500　　　　2000R		川目　拓磨 カワ メ タク オサム		19		東洋大学２年 ヒガシ ヨウ ダイ ガク ネン		川越市				3/31/16		4/24/96

						5000		本間　浩太 ホン アイダ ヒロシ フトシ		21		大東文化大学４年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマシ				3/31/16		3/10/95

						1000　　　　2000R		山下　智大 ヤマ シタ トモ ダイ		20		大東文化大学４年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマシ				3/31/16		6/6/95

						1000　　　　2000R		加藤　隼太 カ フジ ハヤブサ タ		19		大東文化大学２年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマシ				3/31/16		2/28/97

						 500　　　　2000R		河合　健朗 カワ ア ケン ロウ		19		早稲田大学２年 ワセダ ダイガク ネン		川越市				3/31/16		8/27/96



				　成年女子		1500　　　　2000R		吉田愛結美 ヨシ ダ 　ア　ユ　ミ		30		さいたま市立川通中学校(教) シリツ カワ トオリ チュウ キョウ		さいたま市 シ				3/31/16		11/30/85

						　　　　　　2000R		吉田果尚美 ヨシ ダ カ ナ　ミ		26		東松山市スケート連盟 ヒガシマツヤマシ		滑川市 ナメガワ シ				3/31/16		2/21/90

						 500　　　　2000R		松津　庸子 マツ ヅ ヨウ コ		45		川越ＳＳＣ カワゴエ		川越市 カワゴエシ				3/31/16		3/6/71

						1000　1500　2000R		山澤　清楓 ヤマ サワ キヨシ カエデ		19		大東文化大学２年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				3/31/16		4/16/96

						 500　1000　2000R		能戸　若菜 ノウ ト ワカ ナ		18		大東文化大学１年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				3/31/16		5/11/97



				　少年男子		1000  1500		松津　秀太 マツ ヅ ヒデ タ		16		秀明英光高校２年 シュウメイ エイコウ コウコウ ネン		上尾市 アゲオ シ				3/31/16		12/2/99



				　少年女子 ジョシ		 500　1000　2000R		武井　咲樹 タケシ イ サキ キ		17		星野高校３年 ホシノ コウコウ ガクネン		川越市 カワゴエシ				3/31/16		7/25/98

						 500　　　　2000R		石戸　千春 イシド チハル		16		県立川越南高校２年 ケンリツ カワゴエ ミナミ コウコウ ガクネン		川越市 カワゴエシ				3/31/16		3/17/00

						1000　1500　2000R		武井　香樹 タケシ イ カ キ		15		星野高校１年 ホシノ コウコウ ネン		川越市 カワゴエシ				3/31/16		6/3/00

						1500　3000　2000R		飯田　風音 メシ タ カザ オト		14		さいたま市立土呂中学校３年 シ リツ トロ チュウガッコウ ネン		さいたま市 シ				3/31/16		8/9/01

		　＝ショートトラック＝										　監　　督　　　２名		合計 １１名

												　選手男子　　　６名

												　　　女子　　　３名



				監　督		成年男子・成年女子 セイ コ セイネン ジョシ		角張　亮子 カクバリ リョウコ		59		大東文化大学(職) ダイトウ ブンカ ダイガク ショク		東松山市 ヒガシ マツヤマ シ				3/31/16		2/21/57

						少年男子・少年女子 ショウネン ダンシ ショウネン ジョシ		島根　恵美 シマネ エミ		49		川口市スケート連盟 カワグチシ レンメイ		川口市				3/31/16		12/6/66



				選　手

				　成年男子		　　　　　　5000R		吉田　陵平 キチ タ リョウ ヘイ		18		神奈川大学１年 カナガワ ダイガク ネン		さいたま市 シ				3/31/16		8/15/97

						 500　1000  5000R		新井　聖也 シン イ セイ ヤ		19		阪南大学２年 ハンナン ダイガク ネン		ふじみ野市 ノ シ				3/31/16		3/19/97

						 500　1000  5000R		濱田　　哲 ハマ タ テツ		20		東洋大学３年 ヒガシ ヨウ ダイ ガク ネン		川越市 カワゴエシ				3/31/16		12/31/95

						　　　　　　5000R		八木下光成 ヤギシタ コウ シゲル		30		(株)ジェイエイエナジー埼玉 サイタマ		川越市 カワゴエシ				3/31/16		10/23/85



				　成年女子 ジョシ		 500　1000		巻島　　槙 マキシマ マキ		19		早稲田大学２年 ワセダ ダイガク ネン		朝霞市 アサカシ				3/31/16		6/24/96



				　少年男子		 500　1000		山口　耕平 ヤマ クチ コウ ヒラ		14		川口市立幸並中学校３年 カワグチ シリツ サチ ナミ チュウガッコウ ネン		川口市 カワグチシ				3/31/16		5/16/01

						 500　1000		梅田　　匠 ウメ タ タクミ		17		県立和光国際高校３年 ケンリツ ワコウ コクサイ コウコウ ネン		和光市 ワコウシ				3/31/16		6/2/98



				　少年女子 ショウネン ジョシ		 500　1000		島根くるみ シマネ		17		浦和学院高校３年 ウラワ ガクイン コウコウ ネン		さいたま市 シ				3/31/16		10/28/98

						 500　1000		吉田　凪歩 ヨシダ ナギ ホ		15		川口市立川口総合高校１年 カワグチ シリツ カワグチ ソウゴウ コウコウ ネン		川口市 カワグチシ				3/31/16		8/22/00

		　＝フィギュア＝										　監　　督　　　３名		合計 １１名

												　選手男子　　　４名

												　　　女子　　　４名



				監　督		成年男子・少年男子 ショウネン ダンシ		西村　尚美 ニシムラ ナオミ		45		浦和麗明高校(教) ウラワ レイメイ コウコウ キョウ		さいたま市 シ				3/31/16		3/2/71

						成年女子		山田　和子 ヤマダ カズコ		49		埼玉県スケート連盟 サイタマケン レンメイ		秩父市 チチブシ				3/31/16		1/5/67

						少年女子 オンナ		藤田　早苗 フジタ サナエ		51		川越市役所 カワゴエシヤクショ		川越市 カワゴエ シ				3/31/16		6/15/64



				選　手		成年男子		服部　瑛貴 ハッ トリ エイ キ		22		ゴディバジャパン(株) カブ		鴻巣市 コウノスシ				3/31/16		1/23/94

								鈴木　元気 スズキ ゲンキ		19		学習院大学２年 ガクシュウイン ダイガク ネン		入間市 イルマシ				3/31/16		8/2/96



						成年女子		川上　紗季 カワカミ サ キ		18		東洋大学１年 トウヨウ ダイガク ネン		志木市 シキシ				3/31/16		9/5/97

								斎藤　沙良 サイトウ サ ヨ		19		立教大学２年 リッキョウ ダイガク ネン		さいたま市 シ				3/31/16		11/7/96



						少年男子 ダンシ		小林　建斗 ショウ ハヤシ ケン ト		17		秀明英光高校３年 シュウメイ エイコウ コウコウ ネン		上尾市 アゲオシ				3/31/16		5/4/98

								神戸　巧輝 ジン ト コウ テル		17		県立ふじみ野高校３年 ケンリツ ノ コウコウ ネン		ふじみ野市 ノ シ				3/31/16		11/26/98



						少年女子 ジョシ		下川奈々夏 シモカワ ナナ ナツ		15		秀明英光高校１年 シュウメイ エイ コウ コウコウ ネン		上尾市 アゲオシ				3/31/16		6/21/00

								田中　帆南 タナカ ホ ミナミ		14		朝霞市立朝霞第三中学校３年 アサカ シ リツ アサカ ダイ サン チュウガッコウ ネン		朝霞市 アサカシ				3/31/16		7/25/01

		アイスホッケー競技 キョウギ



												　監　　督　　　３名		合計 ３５名

												　選手男子　　３２名



				監　督				ワシリ ペルーヒン		59		埼玉県アイスホッケー連盟 サイタマケン レンメイ		さいたま市				3/31/16

						成年男子		大西　伸明 オオニシ ノブアキ		31		埼玉栄高校(教)		さいたま市				3/31/16		4/14/84

						少年男子		格地　　現		51		埼玉栄高校(教)		さいたま市				3/31/16		10/4/64



				選　手

				　成年男子		Ｇ　Ｋ		河合　智哉 カワイ トモヤ		18		慶應義塾大学１年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン		さいたま市				3/31/16		10/27/97

						Ｄ　Ｆ		小池　玲央 コイケ レイ オウ		21		慶應義塾大学４年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン		さいたま市				3/31/16		10/9/94

						Ｄ　Ｆ		格地龍太郎 カク チ リュウタロウ		20		早稲田大学３年 ワセダ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/16		7/7/95

						Ｄ　Ｆ		在家　秀虎 ザイケ シュウ トラ		19		慶應義塾大学２年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン		さいたま市				3/31/16		1/12/97

						Ｄ　Ｆ		下野　悠太 シモノ ユウタ		23		(株)セックテクニカル カブ		さいたま市				3/31/16		1/29/93

						Ｄ　Ｆ		中居　隼都 ナカイ ハヤト ト		27		ＵＦＪ信託銀行 シンタク ギンコウ		さいたま市				3/31/16		5/7/88

						Ｄ　Ｆ		江口　大輔 エグチ ダイスケ		22		日本ゼオン(株) ニホン カブ		さいたま市				3/31/16		8/13/93

						Ｆ　Ｗ		平田　祥紘 ヒラタ		25		埼玉栄高校(教) サイタマ サカエ コウコウ キョウ		さいたま市				3/31/16		7/17/90

						Ｆ　Ｗ		青木優之介 アオキ ユウ ノ スケ		21		早稲田大学４年 ワセダ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/16		8/18/94

						Ｆ　Ｗ		小林　優希 コバヤシ ユウキ		20		東海大学３年 トウカイ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/16		1/13/96

						Ｆ　Ｗ		青木孝史朗 アオキ コウ フミ ロウ		18		早稲田大学１年 ワセダ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/16		4/22/97

						Ｆ　Ｗ		石井　秀人 イシイ シュウト		18		日本体育大学１年 ニホン タイイク ダイガク ネン		さいたま市				3/31/16		10/27/97

						Ｆ　Ｗ		茂木慎之介 モテギ シンノスケ		18		大東文化大学１年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/16		8/7/97

						Ｆ　Ｗ		山田　大雅 ヤマダ タイガ		20		東洋大学３年 トウヨウ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/16		4/23/95

						Ｆ　Ｗ		松永　　強 マツナガ ツヨシ		21		同志社大学４年 ドウシシャ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/16		6/2/94

						Ｆ　Ｗ		松渕　雄太 マツ ブチ ユウタ		19		大東文化大学２年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/16		8/4/96

						Ｇ　Ｋ		前北　恵介 マエ キタ ケイスケ		20		明治大学３年 メイジ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/16		10/3/95

						Ｇ　Ｋ		紀　　健太 キノ ケンタ		20		大東文化大学３年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/16		1/11/96

						Ｄ　Ｆ		竹渕　　舜 タケブチ シュン		20		東海大学３年 トウカイ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/16		10/14/95

						Ｄ　Ｆ		馬場　風諒 ババ カゼ リョウ		19		大東文化大学２年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/16		8/20/96

						Ｄ　Ｆ		長谷川宗矩 ハセガワ ムネ ノリ		18		東海大学１年 トウカイ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/16		12/27/97

						Ｆ　Ｗ		長田　寛司 オサダ ヒロシ ツカサ		28		(株)フロムスクラッチ カブ		さいたま市				3/31/16		6/17/87

						Ｆ　Ｗ		矢島　　龍 ヤジマ リュウ		19		大東文化大学２年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/16		5/22/96

						Ｆ　Ｗ		髙木　優也 タカギ ユウヤ		20		大東文化大学３年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン		さいたま市				3/31/16		9/27/95

				　少年男子		Ｇ　Ｋ		清島　賢人 キヨシマ ケント		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/16		9/24/98

						Ｄ　Ｆ		日高　正也 ヒダカ マサヤ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/16		10/5/98

						Ｄ　Ｆ		飛田　洋志 トビタ ヒロシ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/16		11/5/98

						Ｄ　Ｆ		清水　天音 シミズ テン オト		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/16		8/14/99

						Ｄ　Ｆ		小川　　翼 オガワ ツバサ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/16		8/30/99

						Ｄ　Ｆ		寺西　泰成 テラニシ ヤスナリ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/16		8/14/99

						Ｄ　Ｆ		菅田　路莞 カンダ ロ イ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/16		8/16/00

						Ｆ　Ｗ		土田　啓太 ツチダ ケイタ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/16		11/10/98

						Ｆ　Ｗ		運上　雄基 ウンジョウ ユウ キ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/16		11/8/98

						Ｆ　Ｗ		中田　翔洋 ナカタ ショウ ヨウ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/16		7/2/98

						Ｆ　Ｗ		土屋　光翼 ツチヤ ヒカリ ツバサ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/16		3/2/99

						Ｆ　Ｗ		片岡　洸太 カタオカ コウタ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/16		12/13/99

						Ｆ　Ｗ		振津　直弥 フリツ ナオヤ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/16		1/4/00

						Ｆ　Ｗ		髙橋　佑太 タカハシ ユウ タ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/16		11/12/99

						Ｆ　Ｗ		谷　　圭介 タニ ケイスケ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/16		7/11/00

						Ｆ　Ｗ		古川　憂人 フルカワ ユウ ジン		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/16		11/23/00

						Ｇ　Ｋ		六尾　　陽 ロク オ ヨウ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/16		9/7/99

						Ｄ　Ｆ		宮崎　真紘 ミヤザキ マ ヒロ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/16		10/3/00

						Ｄ　Ｆ		佐々中健人 ササ ナカ ケント		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/16		2/18/01

						Ｆ　Ｗ		山内　拓海 ヤマウチ タクミ		17		埼玉栄高校３年		さいたま市				3/31/16		5/28/98

						Ｆ　Ｗ		山崎絢志郎 ヤマザキ アヤ シ ロウ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/16		7/21/99

						Ｆ　Ｗ		中村　海大 ナカムラ ウミ ダイ		16		埼玉栄高校２年		さいたま市				3/31/16		10/18/99

						Ｆ　Ｗ		仲野谷　素 ナカ ノ ヤ ス		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/16		4/25/00

						Ｆ　Ｗ		佐藤　大慈 サトウ タイ ジ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/16		1/17/01

						Ｆ　Ｗ		塩野　伊織 シオノ イオリ		15		埼玉栄高校１年		さいたま市				3/31/16		6/26/00





71 名簿

		◇スケート競技◇ キョウギ

						監督　　　　　１名				合計 ２０名

		　＝スピ－ド＝				監督兼選手　　１名 カントク ケン センシュ メイ

						選手　　男子１２名

						　　  　女子　６名



		監　督

		　成年男子・少年男女 ショウネン ダンジョ				西川　洋充 ニシカワ ヒロミツ		３５		吉見町立東第一小学校(教) ヨシミ チョウリツ ヒガシ ダイイチ ショウガッコウ キョウ						吉見町 ヨシミ マチ

		　成年女子兼選手 ケン センシュ				吉田愛結美		２９		さいたま市立川通中学校(教) シ リツ カワ ドオ チュウガッコウ キョウ						さいたま市 シ



		選　手

		　成年男子		500　 1000  2000R		遠藤　弘樹 エンドウ ヒロキ		２１		東洋大学４年						川越市

				1000  1500　2000R		川目　　健 カワ メ ケン		２０		東洋大学３年						川越市

				1500  5000　		本間　浩太 ホン アイダ ヒロシ フトシ		２０		大東文化大学３年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン						東松山市 ヒガシ マツヤマシ

				1500  5000  2000R		山澤　　諒 ヤマ サワ リョウ		２１		大東文化大学４年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン						東松山市 ヒガシ マツヤマシ

				5000		岡部　文武 オカ ベ フミタケ		２６		早稲田大学博士２年 ワセダ ダイガク ハクシ ネン						秩父市 チチブ

				1000        2000R		河島　圭悟 カワシマ ケイゴ		１９		東洋大学２年						川越市

				500         2000R		河合　健朗 カワイ ケン アキラ		１８		早稲田大学１年 ワセダ ダイガク ネン						川越市

				500         2000R		川目　拓磨 カワ メ タクマ		１８		東洋大学１年 トウヨウ ダイガク ネン						川越市



		　成年女子		500　 1000　2000R		吉田愛結美		２９		さいたま市立川通中学校(教) シ リツ カワ ドオ チュウガッコウ キョウ						さいたま市 シ

				　　        2000R		吉田果尚美 ヨシダ カ ナオミ		２５		東松山市スケート連盟 ヒガシマツヤマ シ レンメイ						東松山市 ヒガシ マツヤマ シ

				500　 1000　2000R		松津　庸子 マツ ヅ ヨウコ		４４		川越ＳＳＣ カワゴエ						川越市 カワゴエシ

				1000  1500　2000R		山澤　清楓 ヤマサワ セイ カエデ		１８		大東文化大学１年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン						東松山市 ヒガシ マツヤマ シ

				500         2000R		友光　　渚 トモミツ ナギサ		２７		(株)東京ドームスポーツ カブ トウキョウ						川口市 カワグチシ



		　少年男子		1500  5000　2000R		中島　泰樹 ナカジマ ヤス キ		１７		県立ふじみ野高校３年 ケンリツ ノ コウコウ ネン						ふじみ野市 ノ シ

				500 　1000　2000R		梅田　　匠 ウメダ タクミ		１６		県立和光国際高校２年 ケンリツ ワコウ コクサイ コウコウ ネン						和光市 ワコウシ

				　　　　　　2000R  		山本裕一郎 ヤマモト ユウイチロウ		１７		埼玉平成高校３年 サイタマ ヘイセイ コウコウ ネン						毛呂山町 モロヤマ マチ

				1000  1500  2000R		松津　秀太 マツ ヅ ヒデ タ		１５		秀明英光高校１年 シュウメイ エイコウ コウコウ ネン						上尾市 アゲオ シ



		　少年女子 ジョシ		1500  3000　		武井　咲樹 タケシ イ サキ キ		１６		星野高校２年 ホシノ コウコウ ガクネン						川越市 カワゴエシ

				500 　1000		石戸　千春 イシド チハル		１５		県立川越南高校１年 ケンリツ カワゴエ ミナミ コウコウ ガクネン						川越市 カワゴエシ





						監督　　　　　２名

		　＝ショートトラック＝				選手　　男子　５名				合計 １０名

						　　  　女子　３名



		監　督

		　成年男子・成年女子 セイ コ セイネン ジョシ				角張　亮子 カクバリ リョウコ		５８		大東文化大学(職) ダイトウ ブンカ ダイガク ショク						東松山市 ヒガシ マツヤマ シ

		　少年男子・少年女子 ショウネン ダンシ ショウネン ジョシ				島根　恵美 シマネ エミ		４８		川口市スケート連盟 カワグチシ レンメイ						川口市



		選　手

		　成年男子		   　 　　  5000R　		八木下光成 ヤギシタ ミツナリ		２９		(株)ジェイエイエナジー埼玉 カブ サイタマ						川越市 カワゴエシ

				500   1000  5000R		濱田　　哲 ハマダ テツ		１９		東洋大学２年 トウヨウ ダイガク ネン						川越市 カワゴエシ

				500   1000  5000R		新井　聖也 アライ セイ ヤ		１８		阪南大学１年 ハンナン ダイガク ネン						ふじみ野市 ノ シ

				500   1000  5000R		松平　和也 マツダイラ カズヤ		１９		阪南大学２年 ハンナン ダイガク ネン						三郷市 ミサト シ



		　成年女子 ジョシ		500　 1000　		巻島　　槙 マキシマ マキ		１８		早稲田大学１年 ワセダ ダイガク ネン						朝霞市 アサカシ



		　少年男子		500　 1000　		吉田　陵平 キチ タ リョウ ヘイ		１７		浦和学院高校３年 ウラワ ガクイン コウコウ コウ ネン						さいたま市 シ



		　少年女子 ショウネン ジョシ		500　 1000　		島根くるみ シマネ		１６		浦和学院高校２年 ウラワ ガクイン コウコウ コウ ネン						さいたま市 シ

				500　 1000　		吉田　凪歩 ヨシダ ナギ ホ		１４		川口市立鳩ヶ谷中学校３年 カワグチシ リツ ハトガヤ チュウガッコウ ネン						川口市 カワグチシ





						監督　　　　 ４名 メイ

		　＝フィギュア＝				選手　　男子 ４名 ダンシ メイ				合計 １２名

						　　　　女子 ４名 ジョシ メイ



		監　督

		　成年男子				吉田　雅彦		４４		豊島税務署 トシマ ゼイムショ						さいたま市 シ

		　成年女子				西村　尚美		４４		浦和麗明高校(教) ウラワ レイメイ コウコウ						さいたま市 シ

		　少年男子 ダン				藤田　早苗 フジタ サナエ		５０		川越市役所 カワゴエシヤクショ						川越市 カワゴエ シ

		　少年女子 オンナ				吉田瑠美奈 ルミナ ナ		３６		(株)ヴィズ・ケイ共立アカデミー カブ キョウリツ						さいたま市 シ



		選　手

		　成年男子				服部　瑛貴 ハッ トリ エイ キ		２１		法政大学４年 ホウセイ ダイガク ネン						鴻巣市 コウノスシ

						鈴木　元気 スズキ ゲンキ		１８		学習院大学１年 ガクシュウイン ダイガク ネン						入間市 イルマシ



		　成年女子				中村　未夏 ナカムラ ミカ		２１		東洋大学４年 トウヨウ ダイガク ネン						三芳町 ミヨシ マチ

						佐藤千富美 サトウ セン フミ		１８		大東文化大学１年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン						東松山市 ヒガシマツヤマシ



		　少年男子 ダンシ				小林　建斗 ショウ ハヤシ ケン ト		１６		秀明英光高校２年 シュウメイ エイコウ コウコウ ネン						上尾市 アゲオシ

						神戸　巧輝 ジン ト コウ テル		１６		県立ふじみ野高校２年 ケンリツ ノ コウコウ ネン						ふじみ野市 ノ シ



		　少年女子 ジョシ				綾部　花音 アヤベ ハナ オト		１５		県立川越総合高校１年 ケンリツ カワゴエ ソウゴウ コウコウ ネン						川越市 カワゴエシ

						下川奈々夏 シモカワ ナナ ナツ		１４		ふじみ野市立大井中学校３年 ノ シ リツ オオイ チュウガッコウ ネン						ふじみ野市 ノ シ



		◇アイスホッケー競技◇ キョウギ

						監督　　　　　３名 メイ

						選手　　男子３２名 ダンシ メイ				合計 ３５名

		監　督

						ワシリ ペルーヒン		５８		埼玉県アイスホッケー連盟 サイタマケン レンメイ						さいたま市

		　成年男子				大西　伸明 オオニシ ノブアキ		３０		埼玉栄高校(教)						さいたま市

		　少年男子				格地　　現		５０		埼玉栄高校(教)						さいたま市



		選　手

		　成年男子		　ＧＫ		前北　恵介 マエ キタ ケイスケ		１９		明治大学２年 メイジ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		中居　隼都 ナカイ ハヤト ト		２６		三菱ＵＦＪ信託銀行(株) ミツビシ シンタク ギンコウ カブ						さいたま市

				　ＤＦ		ハリデー慈英 ジ エイ		１８		早稲田大学１年 ワセダ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		小池　玲央 コイケ レイ オウ		２０		慶應義塾大学３年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		下野　悠太 シモノ ユウタ		２２		(株)ペックテクニカル カブ						さいたま市

				　ＤＦ		在家　秀虎 ザイケ シュウ トラ		１８		慶應義塾大学１年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		矢島　　龍 ヤジマ リュウ		１８		大東文化大学１年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		平田　祥紘 ヒラタ		２４		三越伊勢丹ホールディングス ミツコシ イセタン						さいたま市

				　ＦＷ		江口　大輔 エグチ ダイスケ		２１		慶應義塾大学４年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		青木優之介 アオキ ユウ ノ スケ		２０		早稲田大学３年 ワセダ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		鈴木　啓介 スズキ ケイスケ		２１		慶應義塾大学４年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		山田　大雅 ヤマダ タイガ		１９		東洋大学２年 トウヨウ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		長田　寛司 オサダ ヒロシ		２７		(株)フロムスクラッチ カブ						さいたま市

				　ＦＷ		鶴見耕太朗 ツルミ コウタロウ		１８		同志社大学１年 ドウシシャ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		松永　　強 マツナガ ツヨシ		２０		同志社大学３年 ドウシシャ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		松渕　雄太 マツ ブチ ユウタ		１８		大東文化大学１年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン						さいたま市



		　少年男子		　ＧＫ		河合　智哉 カワイ トモヤ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＧＫ		清島　賢人 キヨシマ ケント		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＤＦ		佐藤　正志 サトウ マサシ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＤＦ		長谷川宗矩 ハセガワ ムネノリ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＤＦ		日高　正也 ヒダカ マサヤ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＤＦ		飛田　洋志 トビタ ヒロシ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＤＦ		清水　天音 シミズ テン オト		１５		埼玉栄高校１年						さいたま市

				　ＦＷ		石井　秀人 イシイ シュウト		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＦＷ		青木孝史朗 アオキ コウ フミ ロウ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＦＷ		茂木慎之介 モテギ シンノスケ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＦＷ		川口　　輝 カワグチ テル		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＦＷ		高橋　歩武 タカハシ アユ ブ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＦＷ		土田　啓太 ツチダ ケイタ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		運上　雄基 ウンジョウ ユウ キ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		片岡　洸太 カタオカ コウタ		１５		埼玉栄高校１年						さいたま市

				　ＦＷ		振津　直弥 フリツ ナオヤ		１５		埼玉栄高校１年						さいたま市













































































70 名簿

		◇スケート競技◇ キョウギ

						監督　　　　　１名				合計 １９名

		　＝スピ－ド＝				監督兼選手　　１名 カントク ケン センシュ メイ

						選手　　男子１２名

						　　  　女子　５名



		監　督

		　成年男子・少年男女 ショウネン ダンジョ				西川　洋充 ニシカワ ヒロミツ		３４		吉見町立東第一小学校(教) ヨシミ チョウリツ ヒガシ ダイイチ ショウガッコウ キョウ						吉見町 ヨシミ マチ

		　成年女子兼選手 ケン センシュ				吉田愛結美		２８		さいたま市立春野中学校(教） シ リツ ハルノ チュウガッコウ キョウ						さいたま市 シ



		選　手

		　成年男子		500　 1000  2000R		遠藤　弘樹 エンドウ ヒロキ		２０		東洋大学３年						川越市

				5000		岡部　文武 オカ ベ フミタケ		２５		早稲田大学博士１年 ワセダ ダイガク ハクシ ネン						所沢市 トコロザワ シ

				1000  1500　2000R		横平　幸輔 ヨコ ヒラ サチ スケ		２１		東洋大学４年						川越市

				500 　1000  2000R		河島　圭悟 カワシマ ケイゴ		１８		東洋大学１年						川越市

				500　 1500  2000R		川目　　健 カワ メ ケン		１９		東洋大学２年						川越市

				5000        2000R		本間　浩太 ホン アイダ ヒロシ フトシ		１９		大東文化大学２年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン						東松山市 ヒガシ マツヤマシ

				1500　5000　2000R 		山澤　　諒 ヤマ サワ リョウ		２０		大東文化大学３年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン						東松山市 ヒガシ マツヤマシ



		　成年女子		500　 1000　2000R		吉田愛結美		２８		さいたま市立春野中学校(教） シ リツ ハルノ チュウガッコウ キョウ						さいたま市 シ

				500         2000R		吉田果尚美 ヨシダ カ ナオミ		２４		東松山スケート連盟 ヒガシマツヤマ レンメイ						東松山市 ヒガシ マツヤマ シ

				      1000  2000R		飯田　香里 イイダ カオ サト		４２		わかや農園 ノウエン						さいたま市 シ

				500   1000　2000R		松津　庸子 マツ ヅ ヨウコ		４３		川越ＳＳＣ カワゴエ						川越市 カワゴエシ



		　少年男子		1500  5000　2000R		山本裕一郎 ヤマモト ユウイチロウ		１６		埼玉平成高校２年 サイタマ ヘイセイ コウコウ ネン						毛呂山町 モロヤマ マチ

				500 　1000　2000R		梅田　　匠 ウメダ タクミ		１５		県立和光国際高校１年 ケンリツ ワコウ コクサイ コウコウ ネン						和光市 ワコウシ

				500　 1000　2000R  		新井　聖也 シン イ セイ ヤ		１７		県立ふじみ野高校３年 ケンリツ ノ コウコウ ネン						ふじみ野市 ノ シ

				500   1000  2000R		中村　功介 ナカムラ コウスケ		１６		県立川越高校２年 ケンリツ カワゴエ コウコウ ネン						川越市 カワゴエシ

				1500　5000　2000R		中島　泰樹 ナカジマ ヤス キ		１６		県立ふじみ野高校２年 ケンリツ ノ コウコウ ネン						ふじみ野市 ノ シ



		　少年女子 ジョシ		500   1000　		島根くるみ シマ ネ		１５		浦和学院高校１年 ウラワ ガクイン コウコウ コウ トシ						さいたま市 シ

				1000　1500		武井　咲樹 タケシ イ サキ キ		１５		星野高校１年 ホシノ コウコウ ガクネン						川越市 カワゴエシ





						監督　　　　　２名

		　＝ショートトラック＝				選手　　男子　６名				合計 １０名

						　　  　女子　２名



		監　督

		　成年男子・成年女子 セイ コ セイネン ジョシ				角張　亮子 カクバリ リョウコ		５７		大東文化大学(職) ダイトウ ブンカ ダイガク ショク						東松山市 ヒガシ マツヤマ シ

		　少年男子・少年女子 ショウネン ダンシ ショウネン ジョシ				島根　恵美 シマネ エミ		４７		川口市スケート連盟 カワグチシ レンメイ						川口市



		選　手

		　成年男子		   　 1000  5000R　		濱田　　哲 ハマダ テツ		１８		東洋大学１年 トウヨウ ダイガク ネン						川越市 カワゴエシ

				500         5000R　		八木下光成 ヤギシタ ミツナリ		２８		(株)ジェイエイエナジー埼玉 カブ サイタマ						川越市 カワゴエシ

				500   1000  5000R		松平　和也 マツダイラ カズヤ		１８		阪南大学１年 ハンナン ダイガク ネン						三郷市 ミサトシ

				500   1000  5000R		三澤　夏陽 ミ サワ ナツ ヒ		１９		阪南大学２年 ハンナン ダイガク ネン						春日部市 カスカベシ



		　成年女子 ジョシ		500　 1000　		友光　  渚 トモミツ ナギサ		２６		(株)東京ドームスポーツ カブ トウキョウ						川口市



		　少年男子		500　 1000　		吉田　陵平 キチ タ リョウ ヘイ		１６		浦和学院高校２年 ウラワ ガクイン コウコウ コウ ネン						さいたま市 シ

				500　 1000　		長岡　龍矢 ナガオカ リュウ ヤ		１６		浦和実業学園高校２年 ウラワ ジツギョウ ガクエン コウコウ ネン						さいたま市 シ



		　少年女子 ショウネン ジョシ		500　 1000　		巻島　　槙 マキシマ マキ		１７		県立川越女子高校３年 ケンリツ カワゴエ ジョシ コウコウ ネン						川越市 カワゴエシ







						監督　　　　 ４名 メイ

		　＝フィギュア＝				選手　　男子 ４名 ダンシ メイ				合計 １２名

						　　　　女子 ４名 ジョシ メイ



		監　督

		　成年男子				吉田　雅彦		４３		麹町税務署 コウジマチ ゼイムショ						さいたま市 シ

		　成年女子				吉田瑠美奈 ルミナ ナ		３５		(株)ヴィズ・ケイ共立アカデミー カブ キョウリツ						さいたま市 シ

		　少年男子 ダン				山田　和子 ヤマダ カズコ		４７		埼玉県スケート連盟 サイタマケン レンメイ						秩父市 チチブシ

		　少年女子 オンナ				西村　尚美		４３		小松原女子高校(教) ジョシ						さいたま市 シ



		選　手

		　成年男子				服部　瑛貴 ハッ トリ エイ キ		２０		法政大学３年 ホウセイ ダイガク ネン						鴻巣市 コウノスシ

						小沼　祐太 オヌマ ユウタ		２１		日本大学４年 ニホン ダイガク ネン						川越市 カワゴエシ



		　成年女子				長谷川　奏 ハセガワ ソウ		２１		東洋大学４年 トウヨウ ダイガク ネン						所沢市 トコロザワシ

						浅見　琴葉 アサミ コト ハ		２１		日本大学４年 ニホン ダイガク ネン						川越市 カワゴエシ



		　少年男子 ダンシ				小林　建斗 ショウ ハヤシ ケン ト		１５		秀明英光高校１年 シュウメイ エイコウ コウコウ ネン						上尾市 アゲオシ

						神戸　巧輝 ジン ト コウ テル		１５		県立ふじみ野高校１年 ケンリツ ノ コウコウ ネン						ふじみ野市 ノ シ



		　少年女子 ジョシ				川島　未夢 カワシマ ミ ユメ		１４		さいたま市立宮原中学校３年 シリツ ミヤハラ チュウガッコウ ネン						さいたま市 シ

						綾部　花音 アヤベ ハナ オト		１４		川越市立初雁中学校３年 カワゴエ シリツ ハツ カリ チュウガッコウ ネン						川越市 カワゴエシ



		◇アイスホッケー競技◇ キョウギ

						監督　　　　　３名 メイ

						選手　　男子３２名 ダンシ メイ				合計 ３５名

		監　督

						ワシリ ペルーヒン		５８		埼玉県アイスホッケー連盟 サイタマケン レンメイ						さいたま市

		　成年男子				大西　伸明 オオニシ ノブアキ		２９		埼玉栄高校(教)						さいたま市

		　少年男子				格地　　現		４９		埼玉栄高校(教)						さいたま市



		選　手

		　成年男子		　ＧＫ		石川　大介 イシカワ ダイスケ		２０		立命館大学３年 リツメイカン ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		中居　隼都 ナカイ ハヤト ト		２５		三菱ＵＦＪ信託銀行(株) ミツビシ シンタク ギンコウ カブ						さいたま市

				　ＤＦ		下野　悠太 シモ ノ ユウタ		２１		大東文化大学４年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		小池　玲央 コイケ レイ オウ		１９		慶應義塾大学２年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		永井　邑樹 ナガイ ユウ キ		２０		東海大学３年 トウカイ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		格地龍太郎 カク チ リュウタロウ		１８		早稲田大学１年 ワセダ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		佐藤　海斗 サトウ カイト		１８		大東文化大学１年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		鈴木　啓介 スズキ ケイスケ		２０		慶應義塾大学３年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		江口　大輔 エグチ ダイスケ		２０		慶應義塾大学３年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		青木優之介 アオキ ユウ ノ スケ		１９		早稲田大学２年 ワセダ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		平田　祥紘 ヒラタ		２３		三越伊勢丹ホールディングス ミツコシ イセタン						さいたま市

				　ＦＷ		松永　　強 マツナガ ツヨシ		１９		同志社大学２年 ドウシシャ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		山田　大雅 ヤマダ タイガ		１８		東洋大学１年 トウヨウ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		長田　寛司 オサダ ヒロシ		２６		(株)フロムスクラッチ カブ						さいたま市

				　ＦＷ		小林　優希 コバヤシ ユウキ		１８		東海大学１年 トウカイ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		河本　彰仁 カワモト アキヒト		３３		(株)インテルプレス カブ						さいたま市



		　少年男子		　ＧＫ		河合　智哉 カワイ トモヤ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＤＦ		ハリデー慈英 ジ エイ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＤＦ		馬場　風諒 ババ カゼ リョウ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＤＦ		在家　秀虎 ザイケ シュウ トラ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＤＦ		上村　光輝 ウエムラ コウキ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＤＦ		矢島　　龍 ヤジマ リュウ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＤＦ		佐藤　正志 サトウ マサシ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		鶴見耕太朗 ツルミ コウタロウ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＦＷ		松渕　雄太 マツ ブチ ユウタ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＦＷ		青木孝史朗 アオキ コウ フミ ロウ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		茂木慎之介 モテギ シンノスケ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		石井　秀人 イシイ シュウ ヒト		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		高橋　歩武 タカハシ アユ ブ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		長谷川宗矩 ハセガワ ムネノリ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		土田　啓太 ツチダ ケイタ		１５		埼玉栄高校１年						さいたま市

				　ＦＷ		土屋　光翼 ツチヤ ヒカリ ツバサ		１５		埼玉栄高校１年						さいたま市













































































69 名簿

		◇スケート競技◇ キョウギ

						監督　　　　　３名				合計 ２３名

		　＝スピ－ド＝				監督兼選手　　１名 カントク ケン センシュ メイ

						選手　　男子１４名

						　　  　女子　５名



		監　督

		　成年男子				浅見　芳弘 アサミ ホウ ヒロシ		５１		秩父市役所 チチブ シヤクショ						秩父市 チチブシ

		　成年女子兼選手 ケン センシュ				吉田愛結美		２７		さいたま市立木崎中学校(教） シ リツ キザキ チュウガッコウ キョウ						さいたま市 シ

		　少年男子				西川　洋充 ニシカワ ヒロミツ		３３		吉見町立東第一小学校(教) ヨシミ チョウリツ ヒガシ ダイイチ ショウガッコウ キョウ						吉見町 ヨシミ マチ

		　少年女子 ジョシ				大貫　　了 オオヌキ リョウ		６０		川越市スケート連盟 カワゴエシ レンメイ						川越市 カワゴエシ



		選　手

		　成年男子		500　 1000  2000R		遠藤　弘樹 エンドウ ヒロキ		１９		東洋大学２年						川越市

				5000		岡部　大輝 オカ ベ ダイキ		２０		東洋大学３年						川越市

				1000  1500　2000R		横平　幸輔 ヨコ ヒラ サチ スケ		２０		東洋大学３年						川越市

				500   　　  2000R		下向　航平 シモ ムカイ コウヘイ		２１		東洋大学４年						川越市

				1500      　2000R		川目　　健 カワ メ ケン		１８		東洋大学１年						川越市

				5000        2000R		本間　浩太 ホン アイダ ヒロシ フトシ		１８		大東文化大学１年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン						東松山市 ヒガシ マツヤマシ

				1500  5000 		山澤　　諒 ヤマ サワ リョウ		１９		大東文化大学２年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン						東松山市 ヒガシ マツヤマシ

				500　 1000  2000R		中山　　航 ナカ ヤマ コウ		１８		大東文化大学１年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン						東松山市 ヒガシ マツヤマシ



		　成年女子		500　 1000　2000R		吉田愛結美		２７		さいたま市立木崎中学校(教） シ リツ キザキ チュウガッコウ キョウ						さいたま市 シ

				　　 　　　 2000R		吉田果尚美 ヨシダ カ ナオミ		２３		東松山スケート連盟 ヒガシマツヤマ レンメイ						東松山市 ヒガシ マツヤマ シ

				      　　　2000R		南　　美帆 ミナミ ミホ		２６		(株)山本製作所 カブ ヤマモト セイサク ジョ						東松山市 ヒガシ マツヤマ シ

				500   1000　2000R		松津　庸子 マツ ヅ ヨウコ		４２		川越ＳＳＣ カワゴエ						川越市 カワゴエシ



		　少年男子		500 　1000　2000R		河合　健朗 カワ ア ケン ロウ		１６		早稲田大学本庄高等学院２年 ワセダ ダイガク ホンジョウ コウトウ ガクイン ネン						本庄市 ホンジョウシ

				1500　5000　2000R		濱田　　哲 ハマ タ テツ		１７		狭山ヶ丘高校３年 サヤマガオカ コウコウ ネン						入間市 イルマシ

				500　 1000　2000R  		新井　聖也 シン イ セイ ヤ		１６		県立ふじみ野高校２年 ケンリツ ノ コウコウ ネン						ふじみ野市 ノ シ

				500　 　　　2000R		中村　功介 ナカムラ コウスケ		１５		県立川越高校１年 ケンリツ カワゴエ コウコウ ネン						川越市 カワゴエシ

				1500　5000　2000R		中島　泰樹 ナカジマ ヤス キ		１５		県立ふじみ野高校１年 ケンリツ ノ コウコウ ネン						ふじみ野市 ノ シ

				1000　1500　2000R		長岡　龍矢 チョウ オカ リュウ ヤ		１５		浦和実業学園高校１年 ウラワ ジツギョウ ガクエン コウコウ ネン						さいたま市 シ



		　少年女子 ジョシ		500   1000　		島根くるみ シマ ネ		１４		川口市立戸塚西中学校３年 カワグチ シリツ トツカ ニシ チュウガッコウ ネン						川口市 カワグチシ

				1500　3000		武井　咲樹 タケシ イ サキ キ		１４		星野学園中学校３年 ホシノ ガクエン チュウガッコウ ネン						川越市 カワゴエシ





						監督　　　　　２名

		　＝ショートトラック＝				選手　　男子　６名				合計 １０名

						　　  　女子　２名



		監　督

		　成年男子・成年女子 セイ コ セイネン ジョシ				角張　亮子 カクバリ リョウコ		５６		大東文化大学(職) ダイトウ ブンカ ダイガク ショク						川越市 カワゴエ シ

		　少年男子・少年女子 ショウネン ダンシ ショウネン ジョシ				島根　恵美 シマネ エミ		４６		川口市スケート連盟 カワグチシ レンメイ						川口市



		選　手

		　成年男子		500　       5000R　		島根　隆司 シマネ リュウジ		２２		(株)フォーシーズ カブ						川口市 カワグチシ

				1000        5000R　		八木下光成 ヤギシタ ミツナリ		２７		(株)ジェイエイエナジー埼玉 カブ サイタマ						川口市 カワグチシ

				500   1000  5000R		渡辺　啓太 ワタル ヘン ケイ タ		２１		阪南大学４年 ハンナン ダイガク ネン						飯能市 ハンノウシ

				500   1000  5000R		三澤　夏陽 ミ サワ ナツ ヒ		１８		阪南大学１年 ハンナン ダイガク ネン						春日部市 カスカベシ



		　成年女子 ジョシ		500　 1000　		友光　  渚 トモミツ ナギサ		２５		(株)東京ドームスポーツ カブ トウキョウ						川口市



		　少年男子		500　 1000　		松平　和也 マツダイラ カズヤ		１７		県立三郷高校３年 ケンリツ ミサト コウコウ ネン						三郷市 ミサトシ

				500　 1000　		吉田　陵平 キチ タ リョウ ヘイ		１５		浦和学院高等学校１年 ウラワ ガクイン コウトウ ガッコウ ネン						さいたま市 シ



		　少年女子 ショウネン ジョシ		500　 1000　		巻島　　槙 マキシマ マキ		１６		県立川越女子高校２年 ケンリツ カワゴエ ジョシ コウコウ ネン						川越市 カワゴエシ







						監督　　　　 ３名 メイ

		　＝フィギュア＝				選手　　男子 ４名 ダンシ メイ				合計 　９名

						　　　　女子 ２名 ジョシ メイ



		監　督

		　成年男子				吉田　雅彦		４２		麹町税務署 コウジマチ ゼイムショ						さいたま市 シ

		　成年女子				西村　尚美		４２		小松原女子高校(教) ジョシ						さいたま市 シ

		　少年男子 ダン				藤田　早苗 フジ タ サ ナエ		４８		川越市役所 カワゴエ シヤクショ						川越市 カワゴエシ



		選　手

		　成年男子				服部　瑛貴 ハッ トリ エイ キ		１９		法政大学２年 ホウセイ ダイガク ネン						鴻巣市 コウノスシ

						小沼　祐太 オヌマ ユウタ		２０		日本大学３年 ニホン ダイガク ネン						川越市 カワゴエシ



		　成年女子				長谷川　奏 ハセガワ ソウ		２０		東洋大学３年 トウヨウ ダイガク ネン						所沢市 トコロザワシ

						浅見　　和 アサミ ワ		１８		東京家政大学１年 トウキョウ カセイ ダイガク ネン						坂戸市 サカドシ



		　少年男子 ダンシ				小林　建斗 ショウ ハヤシ ケン ト		１４		川越市立福原中学校３年 カワゴエ シリツ フクハラ チュウガッコウ ネン						川越市 カワゴエシ

						神戸　巧輝 ジン ト コウ テル		１４		ふじみ野市立福岡中学校３年 ノ シリツ フクオカ チュウガッコウ ネン						ふじみ野市 ノ シ



		◇アイスホッケー競技◇ キョウギ

						監督　　　　　３名 メイ

						選手　　男子３２名 ダンシ メイ				合計 ３５名

		監　督

						ワシリ ペルーヒン		５７		埼玉県アイスホッケー連盟 サイタマケン レンメイ						さいたま市

		　成年男子				大西　伸明 オオニシ ノブアキ		２８		埼玉栄高校(教)						さいたま市

		　少年男子				格地　　現		４８		埼玉栄高校(教)						さいたま市



		選　手

		　成年男子		　ＧＫ		岩槻　拓郎 イワツキ タクロウ		２３		トヨタ自動車 ジドウシャ						さいたま市

				　ＤＦ		中居　隼都 ナカイ ハヤト ト		２４		三菱ＵＦＪ信託銀行(株) ミツビシ シンタク ギンコウ カブ						さいたま市

				　ＦＷ		大西　孝侑 オオニシ タカ ユウ		２７		東京しごと財団 トウキョウ ザイダン						さいたま市

				　ＦＷ		工藤　和紀 クドウ カズノリ		２７		ＢＩＧＢＯＸ東大和 ヒガシ ヤマト						さいたま市

				　ＦＷ		小林　弘典 コバヤシ ヒロノリ		２９		(株)ボブ カブ						さいたま市

				　ＤＦ		杉澤　　優 スギサワ ユウ		２３		埼玉県アイスホッケー連盟 サイタマケン レンメイ						さいたま市

				　ＦＷ		長田　寛司 オサダ ヒロシ		２５		(株)フロムスクラッチ カブ						さいたま市

				　ＦＷ		平田　祥紘 ヒラタ		２２		三越伊勢丹ホールディングス ミツコシ イセタン						さいたま市

				　ＤＦ		下野　悠太 シモ ノ ユウタ		２０		大東文化大学３年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		永井　邑樹 ナガイ ユウ キ		１９		東海大学２年 トウカイ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		石川　貴大 イシカワ タカヒロ		１９		早稲田大学２年 ワセダ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		鈴木　啓介 スズキ ケイスケ		１９		慶應義塾大学２年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		江口　大輔 エグチ ダイスケ		１９		慶應義塾大学２年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		青木優之介 アオキ ユウ ノ スケ		１８		早稲田大学１年 ワセダ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		木戸　啓太 キド ケイタ		１９		法政大学１年 ホウセイ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		小池　玲央 コイケ レイ オウ		１８		慶應義塾大学１年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン						さいたま市



		　少年男子		　ＧＫ		前北　恵介 マエ キタ ケイスケ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＦＷ		山田　大雅 ヤマダ タイガ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＤＦ		格地龍太郎 カク チ リュウタロウ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＦＷ		小林　優希 コバヤシ ユウキ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＤＦ		ハリデー慈英 ジ エイ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＤＦ		矢島　　龍 ヤジマ リュウ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＤＦ		在家　秀虎 ザイケ シュウ トラ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＤＦ		馬場　風諒 ババ カゼ リョウ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		三浦　和憲 ミウラ カズノリ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		鶴見耕太朗 ツルミ コウタロウ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		松渕　雄太 マツ ブチ ユウタ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＤＦ		上村　光輝 ウエムラ コウキ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		石井　秀人 イシイ シュウ ヒト		１５		埼玉栄高校１年						さいたま市

				　ＦＷ		青木孝史朗 アオキ コウ フミ ロウ		１５		埼玉栄高校１年						さいたま市

				　ＦＷ		茂木慎之介 モテギ シンノスケ		１５		埼玉栄高校１年						さいたま市

				　ＤＦ		佐藤　正志 サトウ マサシ		１５		埼玉栄高校１年						さいたま市















				　ＤＦ		永井　邑樹 ナガイ ユウ キ		１８		東海大学１年 トウカイ ダイガク ネン						さいたま市





























































68 名簿 

		◇スケート競技◇ キョウギ

						監督　　　　　３名

		　＝スピ－ド＝				選手　　男子１２名				合計 ２０名

						　　  　女子　５名



		監　督

		　成年男子				浅見　芳弘 アサミ ホウ ヒロシ		５０		秩父市役所 チチブ シヤクショ						秩父市 チチブシ

		　成年女子				西川　洋充 ニシカワ ヒロミツ		３２		吉見町立東第一小学校(教) ヨシミ チョウリツ ヒガシ ダイイチ ショウガッコウ キョウ						吉見町 ヨシミ マチ

		　少年男子				大貫　　了 オオヌキ リョウ		５９		(株)マルマサフーズ カブ						川越市 カワゴエシ





		選　手

		　成年男子		5000		岡部　文武 オカ ベ フミ タケ		２３		東京学芸大学大学院 トウキョウ ガクゲイ ダイガク ダイガクイン						秩父市 チチブ

				5000　　　　2000R		長田　一樹 オサダ タ カズ キ		１９		関東学院大学２年 カントウ ガクイン ダイガク						富士見市 フジミシ

				1000  1500　2000R		遠藤　弘樹 エンドウ ヒロキ		１８		東洋大学１年						川越市

				500   5000  2000R		岡部　大輝 オカ ベ ダイキ		１９		東洋大学２年						川越市

				1000  1500　2000R		横平　幸輔 ヨコ ヒラ サチ スケ		１９		東洋大学２年						川越市

				500　 1000  2000R		下向　航平 シモ ムカイ コウヘイ		２０		東洋大学３年						川越市

				500   1500　2000R		古河　尚幸 フルカワ ナオユキ		２０		東洋大学３年						川越市



		　成年女子		1500　3000　2000R		吉田愛結美		２６		草加市立新田小学校(教) ソウカシ リツ ニッタ ショウガッコウ キョウ						草加市 ソウカシ

				500　 1000　2000R		河合　奏聖 カワイ カナデ セイ		２１		立教大学４年 リッキョウ ダイガク ネン						川越市 カワゴエ

				　　 　　　 2000R		吉田果尚美 ヨシダ カ ナオミ		２２		(有)ニューサン・ドッグ ユウ						滑川町 ナメガワ マチ

				      　　　2000R		南　　美帆 ミナミ ミホ		２５		(株)山本製作所 カブ ヤマモト セイサク ジョ						東松山市 ヒガシ マツヤマ シ

				500   1000　2000R		松津　庸子 マツ ヅ ヨウコ		４１		川越ＳＳＣ カワゴエ						川越市 カワゴエシ



		　少年男子		500 　1500　2000R		河合　健朗 カワ ア ケン ロウ		１５		早稲田大学本庄高等学院１年 ワセダ ダイガク ホンジョウ コウトウ ガクイン ネン						本庄市 ホンジョウシ

				1000  1500　2000R		濱田　　哲 ハマ タ テツ		１６		狭山ヶ丘高校２年 サヤマガオカ コウコウ ネン						入間市 イルマシ

				500　 1000　2000R  		新井　聖也 シン イ セイ ヤ		１５		県立大井高校１年 ケンリツ オオイ コウコウ ネン						ふじみ野市 ノ シ

				500　 1000　2000R		中村　功介 ナカムラ コウスケ		１４		東松山市立南中学校３年 ヒガシマツヤマシリツ ミナミ チュウガッコウ ネン						東松山市 ヒガシマツヤマシ

				1500　　　　2000R		中島　泰樹 ナカジマ ヤス キ		１４		ときがわ町立都幾川中学校３年 チョウ リツ トキガワ チュウガッコウ ネン						ときがわ町 マチ





						監督　　　　　２名

		　＝ショートトラック＝				選手　　男子　４名				合計 　８名

						　　  　女子　２名



		監　督

		　成年男子・成年女子 セイ コ セイネン ジョシ				島根　恵美 シマネ エミ		４５		川口市スケート連盟 カワグチシ レンメイ						川口市

		　少年男子・少年女子 ショウネン ダンシ ショウネン ジョシ				角張　亮子 カクバリ リョウコ		５５		大東文化大学(職) ダイトウ ブンカ ダイガク ショク						川越市 カワゴエ シ



		選　手

		　成年男子		500　 1000　		島根　隆司 シマネ リュウジ		２１		神奈川大学４年 カナガワ ダイガク ネン						川口市 カワグチシ

				500　 1000　		八木下光成 ヤギシタ ミツナリ		２６		(株)ジェイエイエナジー埼玉 カブ サイタマ						川口市 カワグチシ



		　成年女子 ジョシ		500　 1000　		友光　  渚 トモミツ ナギサ		２４		(株)東京ドームスポーツ カブ トウキョウ						川口市



		　少年男子		500　 1000　		三澤　夏陽 ミサワ ナツ ヒ		１７		春日部共栄高校３年 カスカベ キョウ エイ コウコウ ネン						春日部市 カスカベシ

				500　 1000　		松平　和也 マツダイラ カズヤ		１６		県立三郷高校２年 ケンリツ ミサト コウコウ ネン						三郷市 ミサトシ



		　少年女子 ショウネン ジョシ		500　 1000　		巻島　　槙 マキシマ マキ		１５		県立川越女子高校１年 ケンリツ カワゴエ ジョシ コウコウ ネン						川越市 カワゴエシ





						監督　　　　 ３名 メイ

		　＝フィギュア＝				選手　　男子 ２名 ダンシ メイ				合計 　９名

						　　　　女子 ４名 ジョシ メイ



		監　督

		　成年男子				吉田　雅彦		４１		麹町税務署 コウジマチ ゼイムショ						さいたま市 シ

		　成年女子				山田　和子 ヤマダ カズコ		４５		埼玉県スケート連盟 サイタマケン レンメイ						秩父市 チチブシ

		　少年女子 ジョ				西村　尚美		４１		小松原女子高校(教) ジョシ						さいたま市 シ





		選　手

		　成年男子				堀之内雄基 ホリノウチ ユウ モト		２１		日本大学４年 ニホン ダイガク ネン						入間市 イルマシ

						小沼　祐太 オヌマ ユウタ		１９		日本大学２年 ニホン ダイガク ネン						川越市 カワゴエシ



		　成年女子				長谷川　奏 ハセガワ ソウ		１９		東洋大学２年 トウヨウ ダイガク ネン						所沢市 トコロザワシ

						浅見　琴葉 アサミ コト ハ		１９		日本大学２年 ニホン ダイガク ネン						川越市 カワゴエシ



		　少年女子				深瀬理香子 フカセ リカコ		１４		西武学園文理中学校３年 セイブ ガクエン ブンリ チュウガッコウ ネン						狭山市 サヤマ シ

						松原　　茜 マツバラ アカネ		１４		東松山市立松山中学校３年 ヒガシマツヤマ シリツ マツヤマ チュウガッコウ ネン						東松山市 ヒガシマツヤマシ



		◇アイスホッケー競技◇ キョウギ

						監督　　　　　３名 メイ

						選手　　男子３２名 ダンシ メイ				合計 ３５名

		監　督

						ワシリ ペルーヒン		５６		埼玉県アイスホッケー連盟 サイタマケン レンメイ						さいたま市

		　成年男子				髙橋　豊明 タカハシ トヨアキ		５８		埼玉栄高校(職) ショク						さいたま市

		　少年男子				格地　　現		４７		埼玉栄高校(教)						さいたま市



		選　手

		　成年男子		　ＦＷ		大西　伸明 オオニシ ノブアキ		２７		埼玉栄高校(教)						さいたま市

				　ＤＦ		石川　貴大 イシカワ タカヒロ		１８		早稲田大学１年 ワセダ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		永井　邑樹 ナガイ ユウ キ		１８		東海大学１年 トウカイ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		清水　省吾 シミズ ショウゴ		１８		法政大学１年 ホウセイ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		杉澤　　優 スギサワ ユウ		２２		早稲田大学４年 ワセダ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		亀本　直人 カメモト ナオト		２１		東海大学４年 トウカイ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		中居　隼都 ナカイ ハヤト ト		２３		三菱ＵＦＪ信託銀行(株) ミツビシ シンタク ギンコウ カブ						さいたま市

				　ＦＷ		鈴木　啓介 スズキ ケイスケ		１８		慶應義塾大学１年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		江口　大輔 エグチ ダイスケ		１８		慶應義塾大学１年 ケイオウ ギジュク ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		長田　寛司 オサダ ヒロシ		２４		(株)フロムスクラッチ カブ						さいたま市

				　ＦＷ		岩槻　翔悟 イワツキ ショウゴ		２０		法政大学３年 ホウセイ ダイガク						さいたま市

				　ＦＷ		有澄　　遼 アリ ズミ リョウ		２１		法政大学４年 ホウセイ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＧＫ		岩槻　拓郎 イワツキ タクロウ		２２		三協フロンテア(株) サンキョウ カブ						さいたま市

				　ＦＷ		平田　祥紘 ヒラタ		２１		早稲田大学４年 ワセダ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		大宮　　良 オオミヤ リョウ		２０		関西大学３年 カンサイ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		木戸　啓太 キド ケイタ		１８		埼玉栄高校３年						さいたま市



		　少年男子		　ＤＦ		山中　亮磨 ヤマナカ リョウ マ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＦＷ		松永　　強 マツナガ ツヨシ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＦＷ		青木優之介 アオキ ユウ ノ スケ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＤＦ		小池　玲央 コイケ レイ オウ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＦＷ		山田　大雅 ヤマダ タイガ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＤＦ		格地龍太郎 カク チ リュウタロウ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＤＦ		佐藤　海斗 サトウ カイト		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		竹渕　　舜 タケブチ シュン		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		山口　翔平 ヤマグチ ショウヘイ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		髙木　優也 タカギ ユウ ヤ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＧＫ		前北　恵介 マエ キタ ケイスケ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		松永　　敦 マツナガ アツシ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		小林　優希 コバヤシ ユウキ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		矢島　　龍 ヤジマ リュウ		１５		埼玉栄高校１年						さいたま市

				　ＤＦ		ハリデー慈英 ジ エイ		１５		埼玉栄高校１年						さいたま市

				　ＤＦ		在家　秀虎 ザイケ シュウ トラ		１５		埼玉栄高校１年						さいたま市













































































６７名簿

		◇スケート競技◇ キョウギ

						監督　　　　　３名

		　＝スピ－ド＝				選手　　男子１４名				合計 ２２名

						　　  　女子　５名



		監　督

		　成年男子				浅見　芳弘 アサミ ホウ ヒロシ		４９		秩父市役所 チチブ シヤクショ						秩父市 チチブシ

		　成年女子				松田　一男		６５		フジ・トレーディング(株) カブ						熊谷市 クマガヤシ

		　少年男子				西川　洋充 ニシカワ ヒロミツ		３１		吉見町立東第一小学校(教) ヨシミ チョウリツ ヒガシ ダイイチ ショウガッコウ キョウ						吉見町 ヨシミ マチ





		選　手

		　成年男子		1500  5000  		岡部　文武 オカ ベ フミ タケ		２２		東京学芸大学４年 トウキョウ ガクゲイ ダイガク						秩父市 チチブ

				500		長田　一樹 オサダ タ カズ キ		１８		関東学院大学１年 カントウ ガクイン ダイガク						富士見市 フジミシ

				1000  1500　2000R		赤本　卓也 アカ モト タク ヤ		２１		東洋大学４年						川越市

				5000  　　　2000R		日下部将巨 　クサカベ　　　マサ　　　ミ		２１		東洋大学４年						川越市

				500   1000  2000R		下向　航平 シモ ムカイ コウ ヘイ		１９		東洋大学２年						川越市

				500　 1000  2000R		古河　尚幸 フル カワ ナオ ユキ		１９		東洋大学２年						川越市

				5000  　　　2000R		帰山　雄太 キ ヤマ ユウ タ		２１		東洋大学４年						川越市

				1500　　　　2000R		横平　幸輔 ヨコ ヒラ サチ スケ		１８		東洋大学１年						川越市



		　成年女子		1000　1500　2000R		吉田愛結美		２５		草加市立花栗南小学校(教) ソウカシ リツ ハナ クリ ミナミ ショウガッコウ キョウ						草加市 ソウカシ

				1000　　　　2000R		江田　早規 エダ ハヤ キ		２１		信州大学４年 シンシュウ ダイガク ネン						秩父市

				500　　　　 2000R		吉田果尚美 ヨシダ カ ナオミ		２１		ニューサン・ドッグ						東松山市 ヒガシ マツヤマ シ

				500   　　　2000R		南　　美帆 ミナミ ミホ		２４		(株)山本製作所 カブ ヤマモト セイサク ジョ						東松山市 ヒガシ マツヤマ シ

				500   1000　2000R		松津　庸子 マツ ヅ ヨウコ		４０		川越ＳＳＣ カワゴエ						川越市 カワゴエシ



		　少年男子		500 　1000　2000R		清水　裕介 シ ミズ ユウ スケ		１６		県立川越高校２年 ケンリツ カワゴエ コウコウ ネン						川越市 カワゴエシ

				1500  5000　2000R		濱田　　哲 ハマ タ テツ		１５		狭山ヶ丘高校１年 サヤマガオカ コウコウ ネン						入間市 イルマシ

				1000　1500　2000R  		落合　雅義 オチ ア マサ ギ		１７		県立大井高校３年 ケンリツ オオイ コウコウ ネン						ふじみ野市 ノ シ

				　　　　　　2000R		河合　健朗 カワ ア ケン ロウ		１４		川越市立川越西中学校３年 カワゴエシリツ カワゴエ ニシ チュウガッコウ ネン						川越市 カワゴエシ

				　　　　　　2000R		新井　聖也 シン イ セイ ヤ		１４		川越市立川越第一中学校３年 カワゴエシリツ カワゴエ ダイイチ チュウガッコウ ネン						川越市 カワゴエシ

				　　　　　　2000R		高山　一樹 コウ ヤマ イチ キ		１４		武蔵野中学校３年 ムサシノ チュウガッコウ ネン						さいたま市 シ



						監督　　　　　２名

		　＝ショートトラック＝				選手　　男子　６名				合計 １１名

						　　  　女子　３名



		監　督

		　成年男子・少年女子 セイ コ ショウネン ジョシ				島根　恵美		４４		川口市スケート連盟 カワグチシ						川口市

		　成年女子・少年男子 オンナ コ ショウネン ダンシ				角張　亮子 カクバリ リョウコ		５４		大東文化大学(職) ダイトウ ブンカ ダイガク ショク						川越市 カワゴエシ



		選　手

		　成年男子		500　 1000　5000R		吉川　政志 ヨシカワ マサ シ		１９		大阪経済大学２年 オオサカ ケイザイ ダイガク ネン						蕨市 ワラビ シ

				500　 1000　5000R		島根　隆司 シマネ リュウジ		２０		神奈川大学３年 カナガワ ダイガク ネン						川口市 カワグチシ

				　　　　　　5000R		島根　道雄 シマネ ミチオ		２２		川口ＳＳＣ カワグチ						川口市 カワグチシ

				500　 1000　5000R		八木下光成 ヤギシタ ミツナリ		２５		(株)ジェイエイエナジー埼玉 カブ サイタマ						川口市 カワグチシ



		　成年女子 ジョシ		500　 1000　		友光　  渚 トモミツ ナギサ		２３		(株)東京ドームスポーツ カブ トウキョウ						川口市

				500　 1000　		河合　奏聖 カワイ ソウ セイ		２０		立教大学３年 リッキョウ ダイガク ネン						川越市 カワゴエシ



		　少年男子		500　 1000　		三澤　夏陽 ミサワ ナツ ヒ		１６		春日部共栄高校２年 カスカベ キョウ エイ コウコウ ネン						春日部市 カスカベシ

				500　 1000　		松平　和也 マツダイラ カズヤ		１５		県立三郷高校１年 ケンリツ ミサト コウコウ ネン						三郷市 ミサトシ



		　少年女子 ショウネン ジョシ		500　 1000　		巻島　　槙 マキシマ マキ		１４		朝霞市立朝霞第三中学校３年 アサカシリツ アサカ ダイ サン チュウガッコウ ネン						朝霞市 アサカシ





						監督　　　　 ４名 メイ

		　＝フィギュア＝				選手　　男子 ４名 ダンシ メイ				合計 １２名

						　　　　女子 ４名 ジョシ メイ



		監　督

		　成年男子				吉田　雅彦		４０		本所税務署 モト ショ ゼイムショ						さいたま市 シ

		　成年女子				藤田　早苗 フジタ サナエ		４６		川越市役所 カワゴエシヤクショ						川越市 カワゴエシ

		　少年男子				山田　和子 ヤマダ カズコ		４４		埼玉県スケート連盟 サイタマケン レンメイ						秩父市 チチブシ

		　少年女子				西村　尚美		４０		小松原女子高校(教) ジョシ						さいたま市 シ



		選　手

		　成年男子				堀之内雄基 ホリノウチ ユウ モト		２０		日本大学３年 ニホン ダイガク ネン						入間市 イルマシ

						小沼　祐太 オヌマ ユウタ		１８		日本大学１年 ニホン ダイガク ネン						川越市 カワゴエシ



		　成年女子				長谷川　遥 ハセガワ ハルカ		２１		東洋大学４年 トウヨウ ダイガク ネン						所沢市 トコロザワシ

						長谷川　奏 ハセガワ ソウ		１８		東洋大学１年 トウヨウ ダイガク ネン						所沢市 トコロザワシ



		　少年男子				服部　瑛貴 ハットリ エイ キ		１７		秀明英光高校３年 シュウ メイ エイ ヒカル コウコウ ネン						上尾市 アゲオ シ

						鈴木　元気 スズキ ゲンキ		１４		啓明学園中等部３年 ケイ メイ ガクエン チュウトウ ブ ネン						毛呂山町 モロヤマ マチ



		　少年女子				中村　未夏 ナカムラ ミ カ		１７		小松原女子高校３年 コマツバラ ジョシ コウコウ ネン						さいたま市 シ

						浅見　　和 アサミ ワ		１６		大妻中野高校２年 オオ ツマ ナカノ コウコウ ネン						坂戸市 サカドシ



		◇アイスホッケー競技◇ キョウギ

						監督　　　　　３名 メイ

						選手　　男子３２名 ダンシ メイ				合計 ３５名

		監　督

						ワシリ ペルーヒン		５５		埼玉県アイスホッケー連盟 サイタマケン レンメイ						さいたま市

		　成年男子				佐々木康雄		５０		(株)丸幸 カブ マル コウ						坂戸市 サカドシ

		　少年男子				格地　　現		４６		埼玉栄高校(教)						さいたま市



		選　手

		　成年男子		　ＦＷ		大西　孝侑 オオニシ タカ ユウ		２５		東京仕事財団 トウキョウ シゴト ザイダン						さいたま市

				　ＦＷ		長田　寛司 オサダ ヒロシ		２３		(株)フロムスクラッチ カブ						さいたま市

				　ＤＦ		梶川　竜太 カジカワ リュウタ		２５		三井住友銀行 ミツイ スミトモ ギンコウ						さいたま市

				　ＦＷ		河野　剛也 コウノ タケヤ		２５		恵庭ビジネス エニワ						さいたま市

				　ＦＷ		工藤　和紀 クドウ カズノリ		２５		東陽ガス トウヨウ						さいたま市

				　ＦＷ		清水　　力 シミズ チカラ		１９		関西大学２年 カンサイ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		有澄　　遼 アリ ズミ リョウ		２０		法政大学３年 ホウセイ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＧＫ		桑原　悠将 クワバラ ユウ ショウ		１９		日本大学２年 ニホン ダイガク ネン						さいたま市

				　ＦＷ		平田　祥紘 ヒラタ		２０		早稲田大学３年 ワセダ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		杉澤　　優 スギサワ ユウ		２１		早稲田大学４年 ワセダ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		秋本デニス アキモト		１９		東洋大学２年 トウヨウ						さいたま市

				　ＤＦ		石川　和義 イシカワ カズヨシ		２１		東海大学４年 トウカイ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		下野　悠太 シモ ノ ユウタ		１８		大東文化大学１年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン						東松山市 ヒガシマツヤマ

				　ＦＷ		大宮　　良 オオミヤ リョウ		１９		関西大学２年 カンサイ ダイガク ネン						さいたま市

				　ＤＦ		間山　雄助 マヤマ ユウスケ		２１		大東文化大学４年 ダイトウ ブンカ ダイガク						東松山市 ヒガシマツヤマ

				　ＦＷ		大西　伸明 オオニシ ノブアキ		２６		埼玉栄高校(教)						さいたま市



		　少年男子		　ＦＷ		江口　大輔 エグチ ダイスケ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＦＷ		鈴木　啓介 スズキ ケイスケ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＤＦ		石川　貴大 イシカワ タカヒロ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＦＷ		石川　雅啓 イシカワ マサ ヒロ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＤＦ		清水　省吾 シミズ ショウゴ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＦＷ		今橋　淳史 イマ キョウ アツシ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＦＷ		植木　康之 ウエキ ヤスユキ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＤＦ		永井　邑樹 ナガイ ユウ キ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＦＷ		柳澤　和磨 ヤナギサワ カズマ		１７		埼玉栄高校３年						さいたま市

				　ＦＷ		青木優之介 アオキ ユウ ノ スケ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＤＦ		小池　玲央 コイケ レイ オウ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		松永　　強 マツナガ ツヨシ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		木戸　啓太 キド ケイタ		１７		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＤＦ		山中　亮磨 ヤマナカ リョウ マ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＧＫ		大塚　翔太 オオツカ ショウ タ		１６		埼玉栄高校２年						さいたま市

				　ＦＷ		山田　大雅 ヤマダ タイガ		１５		埼玉栄高校１年						さいたま市














































































77冬(ｽｹｰﾄ･ｱｲｽﾎｯｹｰ) 

		第７７回国民体育大会冬季大会「いちご一会とちぎ国体」 イチエ コクタイ

		スケート競技会・アイスホッケー競技会 キョウギカイ キョウギカイ														1/28/22

		埼玉県選手団本部役員名簿



		本部役員

		団　長 ダン チョウ		河　本　　　弘 カワ ホン ヒロシ				公益財団法人埼玉県スポーツ協会専務理事 センム リジ

		副団長 フクダンチョウ		田　口　勝　也				埼玉県スケート連盟会長

		〃		佐々木　康　雄				埼玉県アイスホッケー連盟会長

		総監督		浪　江　美　穂 ナミ コウ ビ ホ				埼玉県県民生活部スポーツ振興課長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ



		総  務		野　澤　利　男 ノ サワ リ オトコ				埼玉県スケート連盟副理事長 フクリジチョウ

		〃		富　田　晃　光				埼玉県スケート連盟事務局長 ジム キョクチョウ

		〃		祖　山　　　旭 ソ ヤマ アサヒ				埼玉県アイスホッケー連盟理事 リジ

		〃		塩　野　　　潔 シオ ノ キヨシ				埼玉県派遣帯同ドクター サイタマケン ハケン タイドウ

		〃		織　田　徹　也				埼玉県派遣帯同ドクター サイタマケン ハケン タイドウ

		〃		中　村　　　太 ナカ ムラ フトシ				埼玉県県民生活部スポーツ振興課主査 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ シンコウカ シュサ



		総務員		岩　崎　賢太郎 イワ ザキ ケンタロウ				埼玉県県民生活部スポーツ振興課主査 シュサ

		〃		福　田　　　哲 フク タ サトシ				公益財団法人埼玉県スポーツ協会事業部長 ジギョウ ブチョウ

		〃		久　保　吉　史 ヒサ タモツ キチ シ				公益財団法人埼玉県スポーツ協会総務部総務課長 ソウム



		顧　問 カエリミ トイ		大　野　元　裕 ダイ ノ モト ユウ				埼玉県知事（公益財団法人埼玉県スポーツ協会会長） サイタマ ケンチジ コウエキ

		〃		梅　澤　佳　一 ウメ サワ ケイ ハジメ				埼玉県議会議長 サイタマ ケン

		〃		砂　川　裕　紀 スナ カワ ユウ キ				埼玉県副知事 サイタマケン

		〃		橋　本　雅　道 ハシ ホン マサ ミチ				埼玉県副知事 サイタマケン

		〃		高　柳　三　郎 コウ ヤナギ ミ ロウ				埼玉県副知事 サイタマケン

		〃		髙　田　直　芳 ダカイ タ ナオ ヨシ				埼玉県教育委員会教育長 キョウイクチョウ

		〃		真　砂　和　敏 シン スナ カズ トシ				埼玉県県民生活部長 ケンミン セイカツ ブチョウ

		〃		羽　鳥　利　明 ハネ トリ リ アキラ				公益財団法人埼玉県スポーツ協会副会長

		〃		茂　木　敬　司 シゲル キ タカシ ツカサ				公益財団法人埼玉県スポーツ協会副会長

		〃		新　井　　　彰 シン イ アキラ				公益財団法人埼玉県スポーツ協会副会長

		〃		水　石　明　彦 スイ イシ アキラ ヒコ				公益財団法人埼玉県スポーツ協会副会長

		〃		大　浜　厚　夫 ダイ ハマ アツシ オット				埼玉県県民生活部スポーツ局長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ キョクチョウ



		旗手 キシュ		犬塚　莉帆 イヌヅカ リホ				少年　女子 ショウネン ジョシ		スピードスケート選手 センシュ

								所　　　属 ショ ゾク		秀明英光高校（２年） シュウメイ ヒデミツ コウコウ ネン



								　



















































































76冬(ｽｹｰﾄ･ｱｲｽﾎｯｹｰ) 

		第７６回国民体育大会冬季大会「夢！きらリンク愛知国体」「ぎふクリスタル国体2021」 ユメ アイチ コクタイ コクタイ

		スケート競技会・アイスホッケー競技会 キョウギカイ キョウギカイ														1/28/22

		埼玉県選手団本部役員名簿



		本部役員

		団　長 ダン チョウ		羽　鳥　利　明 ハ トリ リ ミン				公益財団法人埼玉県スポーツ協会副会長 フクカイチョウ

		副団長 フクダンチョウ		田　口　勝　也				埼玉県スケート連盟会長								78		15856

		〃		佐々木　康　雄				埼玉県アイスホッケー連盟会長								61		22050

		総監督		小谷野　幸　也 コヤノ ユキ ヤ				埼玉県県民生活部スポーツ振興課長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ								54		24727



		総  務		野　澤　利　男 ノ サワ リ オトコ				埼玉県スケート連盟副理事長 フクリジチョウ

		〃		富　田　晃　光				埼玉県スケート連盟事務局長 ジム キョクチョウ

		〃		祖　山　　　旭 ソ ヤマ アサヒ				埼玉県アイスホッケー連盟理事 リジ

		〃		塩　野　　　潔 シオ ノ キヨシ				埼玉県派遣帯同ドクター サイタマケン ハケン タイドウ

		〃		樫　浦　岳　人 カシ ウラ ガク ヒト				埼玉県県民生活部スポーツ振興課副課長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ シンコウカ フクカチョウ								56		23867



		総務員		野　村　綾　子 ノ ムラ アヤ コ				埼玉県県民生活部スポーツ振興課主査 シュサ								43		28639

		〃		福　田　　　哲 フク タ サトシ				公益財団法人埼玉県スポーツ協会事業部競技スポーツ支援課長 ジギョウ ブ キョウギ シエン

		〃		久　保　吉　史 ヒサ タモツ キチ シ				公益財団法人埼玉県スポーツ協会総務部総務課長 ソウム



		顧　問 カエリミ トイ		大　野　元　裕 ダイ ノ モト ユウ				埼玉県知事（公益財団法人埼玉県スポーツ協会会長） サイタマ ケンチジ コウエキ

		〃		田　村　琢　実 タ ムラ タク ミ				埼玉県議会議長 サイタマ ケン

		〃		砂　川　裕　紀 スナ カワ ユウ キ				埼玉県副知事 サイタマケン

		〃		橋　本　雅　道 ハシ ホン マサ ミチ				埼玉県副知事 サイタマケン

		〃		髙　田　直　芳 ダカイ タ ナオ ヨシ				埼玉県教育委員会教育長 キョウイクチョウ

		〃		山　野　　　均 ヤマ ノ ヒサシ				埼玉県県民生活部長 ケンミン セイカツ ブチョウ

		〃		茂　木　敬　司 シゲル キ タカシ ツカサ				公益財団法人埼玉県スポーツ協会副会長

		〃		新　井　　　彰 シン イ アキラ				公益財団法人埼玉県スポーツ協会副会長

		〃		水　石　明　彦 スイ イシ アキラ ヒコ				公益財団法人埼玉県スポーツ協会副会長

		〃		河　本　　　弘 カワ ホン ヒロシ				公益財団法人埼玉県スポーツ協会専務理事 センム リジ

		〃		大　浜　厚　夫 ダイ ハマ アツシ オット				埼玉県県民生活部スポーツ局長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ キョクチョウ











								　

















































































75冬(ｽｹｰﾄ･ｱｲｽﾎｯｹｰ) 

		第７５回国民体育大会冬季大会「氷都新時代！八戸国体」 ヒョウ ト シンジダイ ハチノヘ コクタイ

		スケート競技会・アイスホッケー競技会 キョウギカイ キョウギカイ														1/28/22

		埼玉県選手団本部役員名簿



		本部役員

		団　長 ダン チョウ		河　本　　　弘 カワ ホン ヒロシ				公益財団法人埼玉県スポーツ協会専務理事

		副団長 フクダンチョウ		田　口　勝　也				埼玉県スケート連盟会長								78		15856

		〃		佐々木　康　雄				埼玉県アイスホッケー連盟会長								61		22050

		〃		山　野　　　均 ヤマ ノ ヒトシ				埼玉県県民生活部スポーツ局長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ キョクチョウ								61		22034

		総監督		小谷野　幸　也 コヤノ ユキ ヤ				埼玉県県民生活部スポーツ振興課長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ								54		24727



		総  務		野　澤　利　男 ノ サワ リ オトコ				埼玉県スケート連盟副理事長 フクリジチョウ

		〃		富　田　晃　光				埼玉県スケート連盟事務局長 ジム キョクチョウ

		〃		祖　山　　　旭 ソ ヤマ アサヒ				埼玉県アイスホッケー連盟理事 リジ

		〃		塩　野　　　潔 シオ ノ キヨシ				埼玉県派遣帯同ドクター サイタマケン ハケン タイドウ

		〃		樫　浦　岳　人 カシ ウラ ガク ヒト				埼玉県県民生活部スポーツ振興課副課長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ シンコウカ フクカチョウ

		総務員		藤　原　暢　央 フジ ハラ トオル ヒサシ				埼玉県県民生活部スポーツ振興課主査 シュサ								43		28870

		〃		中　村　　　太 ナカ ムラ フトシ				　　〃								43		28795

		〃		久　保　吉　史 ヒサ タモツ キチ シ				公益財団法人埼玉県スポーツ協会総務部総務課長 ソウム



		顧　問 カエリミ トイ		大　野　元　裕 ダイ ノ モト ユウ				埼玉県知事（公益財団法人埼玉県スポーツ協会会長） サイタマ ケンチジ コウエキ

		〃		神　尾　髙　善 カミ オ タカ ヨシ				埼玉県議会議長 サイタマ ケン

		〃		奥　野　　　立 オク ノ タ				埼玉県副知事 サイタマケン

		〃		飯　島　　　寛 メシ シマ ヒロシ				　　〃　

		〃		小　松　弥　生 ショウ マツ ヤ セイ				埼玉県教育委員会教育長 キョウイクチョウ

		〃		小　島　康　雄 ショウ シマ ヤスシ ユウ				埼玉県県民生活部長 ケンミン セイカツ ブチョウ

		〃		羽　鳥　利　明 ハ トリ リ ミン				公益財団法人埼玉県スポーツ協会副会長

		〃		宮　内　孝　知 ミヤ ナイ タカシ シ				　　〃　　　　　　　　　　　　副会長

		〃		茂　木　敬　司 シゲル キ タカシ ツカサ				　　〃　　　　　　　　　　　　副会長

		〃		新　井　　　彰 シン イ アキラ				　　〃　　　　　　　　　　　　副会長

		〃		小　島　克　也 ショウ シマ カツ ヤ				　　〃　　　　　　　　　　　　副会長



		旗  手		能  戸　若  菜 ノウ ト ワカ ナ				大東文化大学４年 ダイトウ ブンカ ダイガク ネン

								スケート競技　スピード　成年女子選手 キョウギ セイネン ジョシ センシュ

								第74回冬季国体　スピードスケート2000mリレー　第7位 ダイ カイ トウキ コクタイ ダイ イ

								第73回冬季国体　スピードスケート2000mリレー　第7位 ダイ カイ トウキ コクタイ ダイ イ

								　













































































74冬(ｽｹｰﾄ･ｱｲｽﾎｯｹｰ) 

		第７４回国民体育大会冬季大会「イランカラプテくしろさっぽろ国体」 コクタイ

		スケート競技会・アイスホッケー競技会 キョウギカイ キョウギカイ

		埼玉県選手団本部役員名簿



		本部役員

		団　長 ダン チョウ		河　本　　　弘 カワ ホン ヒロシ				公益財団法人埼玉県体育協会専務理事

		副団長 フクダンチョウ		田　口　勝　也				埼玉県スケート連盟会長

		〃		佐々木　康　雄				埼玉県アイスホッケー連盟会長

		総監督		依　田　英　樹 イ タ ヒデ キ				埼玉県県民生活部スポーツ振興課長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ



		総  務		野　澤　利　男 ノ サワ リ オトコ				埼玉県スケート連盟副理事長 フクリジチョウ

		〃		富　田　晃　光				埼玉県スケート連盟事務局長 ジム キョクチョウ

		〃		祖　山　　　旭 ソ ヤマ アサヒ				埼玉県アイスホッケー連盟理事 リジ

		〃		塩　野　　　潔 シオ ノ キヨシ				埼玉県派遣帯同ドクター サイタマケン ハケン タイドウ

		〃		松　中　直　司 マツ ナカ ナオ ツカサ				埼玉県県民生活部スポーツ振興課副課長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ シンコウカ フクカチョウ

		総務員		勝　部　　　武 カツ ブ タケシ				埼玉県県民生活部スポーツ振興課主査 シュサ

		〃		藤　原　暢　央 フジ ハラ トオル ヒサシ				　　〃

		〃		久　保　吉　史 ヒサ タモツ キチ シ				公益財団法人埼玉県体育協会総務部総務課長 ソウム



		顧　問 カエリミ トイ		上　田　清　司				埼玉県知事（公益財団法人埼玉県体育協会会長） サイタマ ケンチジ コウエキ

		〃		齊　藤　正　明 サイ トウ タダシ ミン				埼玉県議会議長 サイタマ ケン

		〃		奥　野　　　立 オク ノ タ				埼玉県副知事 サイタマケン

		〃		飯　島　　　寛 メシ シマ ヒロシ				　　〃　

		〃		小　松　弥　生 ショウ マツ ヤ セイ				埼玉県教育委員会教育長 キョウイクチョウ

		〃		矢　嶋　行　雄 ヤ シマ ギョウ ユウ				埼玉県県民生活部長 ケンミン セイカツ ブチョウ

		〃		羽　鳥　利　明 ハ トリ リ ミン				公益財団法人埼玉県体育協会副会長

		〃		宮　内　孝　知 ミヤ ナイ タカシ シ				　　〃　　　　　　　　　　副会長

		〃		茂　木　敬　司 シゲル キ タカシ ツカサ				　　〃　　　　　　　　　　副会長

		〃		新　井　　　彰 シン イ アキラ				　　〃　　　　　　　　　　副会長

		〃		小　島　克　也 ショウ シマ カツ ヤ				　　〃　　　　　　　　　　副会長

		〃		山　野　　　均 ヤマ ノ ヒトシ				埼玉県県民生活部スポーツ局長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ キョクチョウ



		旗  手		菅　田　路　莞 スガ タ ロ イ				埼玉栄高等学校 サイタマ サカエ コウトウ ガッコウ

								アイスホッケー競技　少年男子選手 キョウギ ショウネン ダンシ センシュ

								２０１７－２０１８ Ｕ１８日本代表 ニホン ダイヒョウ

								男子Ｕ１８世界選手権ディビジョンⅠグループＢ　３位 イ

								　









































































73冬(ｽｹｰﾄ･ｱｲｽﾎｯｹｰ) 

		第７３回国民体育大会冬季大会「富士の国やまなし国体」「氷闘！かながわ●よこはま冬国体」 フジ クニ コクタイ ヒョウ トウ フユ コクタイ

		スケート競技会・アイスホッケー競技会 キョウギカイ キョウギカイ

		埼玉県選手団本部役員名簿



		本部役員

		団　長 ダン チョウ		三　戸　一　嘉				公益財団法人埼玉県体育協会副会長兼専務理事 ケン

		副団長 フクダンチョウ		田　口　勝　也				埼玉県スケート連盟会長

		〃		佐々木　康　雄				埼玉県アイスホッケー連盟会長

		総監督		依　田　英　樹 イ タ ヒデ キ				埼玉県県民生活部スポーツ振興課長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ



		総  務		野　沢　利　男 ノ サワ リ オトコ				埼玉県スケート連盟副理事長 フクリジチョウ

		〃		富　田　晃　光				埼玉県スケート連盟事務局長 ジム キョクチョウ

		〃		祖　山　　　旭 ソ ヤマ アサヒ				埼玉県アイスホッケー連盟理事 リジ

		〃		塩　野　　　潔 シオ ノ キヨシ				埼玉県派遣帯同ドクター サイタマケン ハケン タイドウ

		〃		松　中　直　司 マツ ナカ ナオ ツカサ				埼玉県県民生活部スポーツ振興課副課長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ シンコウカ フクカチョウ

		総務員		前之園　晴　廣 マエ ノ ソノ ハル ヒロ				埼玉県県民生活部スポーツ振興課主査 シュサ

		〃		勝　部　　　武 カツ ブ タケシ				　　〃

		〃		藤　原　暢　央 フジ ハラ トオル ヒサシ				　　〃

		〃		廣　﨑　正　彰 ヒロ サキ タダシ アキラ				公益財団法人埼玉県体育協会事業部競技スポーツ課長 ジギョウ キョウギ カチョウ

		〃		久　保　吉　史 ヒサ タモツ キチ シ				公益財団法人埼玉県体育協会総務部総務課長 ソウム



		顧　問 カエリミ トイ		上　田　清　司				埼玉県知事（公益財団法人埼玉県体育協会会長） サイタマ ケンチジ コウエキ

		〃		小　林　哲　也 ショウ ハヤシ テツ ヤ				埼玉県議会議長 サイタマ ケン

		〃		土　屋　惠　一 ド ヤ メグミ イチ				　　〃　　副議長

		〃		奥　野　　　立 オク ノ タ				埼玉県副知事 サイタマケン

		〃		飯　島　　　寛 メシ シマ ヒロシ				　　〃　

		〃		小　松　弥　生 ショウ マツ ヤ セイ				埼玉県教育委員会教育長 キョウイクチョウ

		〃		櫻　井　勝　利				公益財団法人埼玉県体育協会副会長

		〃		杉　山　剛　士 スギ ヤマ ゴウ シ				　　〃　　　　　　　　　　副会長

		〃		羽　鳥　利　明 ハネ トリ リ アキラ				　　〃　　　　　　　　　　副会長

		〃		山　野　　　均 ヤマ ノ ヒトシ				埼玉県県民生活部スポーツ局長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ キョクチョウ



		旗  手		松　津　秀　太 マツ ヅ シュウ タ				秀明英光高等学校３年 シュウメイ エイ コウ コウトウ ガッコウ ネン

								スケート競技　スピード　少年男子選手 キョウギ ショウネン ダンシ センシュ

								ＩＳＵジュニアワールドカップスケートインツェル大会 タイカイ

								チームスプリント：優勝、１０００ｍ：２位、５００ｍ：４位 ユウショウ

								　



































































72冬(ｽｹｰﾄ･ｱｲｽﾎｯｹｰ)

		第７２回国民体育大会冬季大会「ながの銀嶺国体」 ギンレイ コクタイ

		スケート競技会・アイスホッケー競技会 キョウギカイ キョウギカイ

		埼玉県選手団本部役員名簿



		本部役員

		団　長 ダン チョウ		三　戸　一　嘉				公益財団法人埼玉県体育協会副会長兼専務理事 ケン

		副団長 フクダンチョウ		田　口　勝　也				埼玉県スケート連盟会長

		〃		佐々木　康　雄				埼玉県アイスホッケー連盟会長

		総監督		古　垣　　　玲 フル カキ アキラ				埼玉県県民生活部スポーツ振興課長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ



		総  務		野　沢　利　男 ノ サワ リ オトコ				埼玉県スケート連盟副理事長 フクリジチョウ

		〃		富　田　晃　光				埼玉県スケート連盟事務局長 ジム キョクチョウ

		〃		祖　山　　　旭 ソ ヤマ アキラ				埼玉県アイスホッケー連盟理事 リジ

		〃		塩　野　　　潔 シオ ノ キヨシ				埼玉県派遣帯同ドクター サイタマケン ハケン タイドウ

		〃		永　井　一　博 ヒサシ イ カズ ヒロシ				埼玉県県民生活部スポーツ振興課副課長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ シンコウカ フクカチョウ

		総務員		前之園　晴　廣 マエ ノ ソノ ハル ヒロ				埼玉県県民生活部スポーツ振興課主査 シュサ

		〃		勝　部　　　武 カツ ブ タケシ				　　〃

		〃		藤　原　暢　央 フジ ハラ トオル ヒサシ				　　〃

		〃		久　保　吉　史 ヒサ タモツ キチ シ				公益財団法人埼玉県体育協会総務部庶務課長



		顧　問 カエリミ トイ		上　田　清　司				埼玉県知事（公益財団法人埼玉県体育協会会長） サイタマ ケンチジ コウエキ

		〃		宮　崎　栄治郎 ミヤ サキ エイジロウ				埼玉県議会議長 サイタマ ケン

		〃		石　井　平　夫 イシ イ ヒラ オット				　　〃　　副議長

		〃		塩　川　　　修 シオ カワ オサム				埼玉県副知事 サイタマケン

		〃		岩　﨑　康　夫 イワ サキ ヤスシ オット				　　〃　

		〃		藤　崎　育　子 フジ ザキ イク コ				埼玉県教育委員会委員長

		〃		関　根　郁　夫 セキ ネ カオル オット				　　〃　　　　　教育長

		〃		櫻　井　勝　利				公益財団法人埼玉県体育協会副会長

		〃		杉　山　剛　士 スギ ヤマ ゴウ シ				　　〃　　　　　　　　　　副会長

		〃		羽　鳥　利　明 ハネ トリ リ アキラ				　　〃　　　　　　　　　　副会長

		〃		久　保　正　美 ヒサシ ポ タダシ ビ				埼玉県県民生活部スポーツ局長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ キョクチョウ



		旗  手		松　津　秀　太 マツ ヅ ヒデ タ				秀明英光高等学校２年 シュウメイ エイ コウ コウトウ ガッコウ ネン

								スケート競技　スピード　少年男子選手 キョウギ ショウネン ダンシ センシュ

								第７１回国民体育大会　１５００ｍ　第１位 ダイ カイ コクミン タイイク タイカイ ダイ イ

								第７１回国民体育大会　１０００ｍ　第２位 ダイ カイ コクミン タイイク タイカイ ダイ イ



































































72冬(ｽｷｰ)

		第７２回国民体育大会冬季大会「ながの銀嶺国体」 ギンレイ コクタイ

		スキー競技会 キョウギカイ

		埼玉県選手団本部役員名簿



		本部役員

		団　長 ダン チョウ		三　戸　一　嘉				公益財団法人埼玉県体育協会副会長兼専務理事 ケン

		副団長 フクダンチョウ		高　橋　哲　男 コウ ハシ テツ オトコ				埼玉県スキー連盟会長

		総監督		古　垣　　　玲 フル カキ アキラ				埼玉県県民生活部スポーツ振興課長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ



		総  務		石　田　和　吉 イシ タ ワ ヨシ				埼玉県スキー連盟理事長 リジチョウ

		〃		髙　橋　伸　保 コウ ハシ ノブ ホ				埼玉県スキー連盟競技本部アルペン部長 キョウギ ホンブ ブチョウ

		〃		萎　沢　利　行 シボ サワ リ イ				埼玉県派遣帯同ドクター サイタマケン ハケン タイドウ

		〃		永　井　一　博 ヒサシ イ カズ ヒロシ				埼玉県県民生活部スポーツ振興課副課長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ シンコウカ フクカチョウ

		総務員		長谷川　　　伸 ハセガワ シン				公益財団法人埼玉県体育協会総務部競技スポーツ課長 キョウギ

		〃		蓮　見　　　仁 ハス ミ ヒトシ				埼玉県県民生活部スポーツ振興課主査 シュサ

		〃		勝　部　　　武 カチ ブ タケシ				　　〃



		顧　問 カエリミ トイ		上　田　清　司				埼玉県知事（公益財団法人埼玉県体育協会会長） サイタマ ケンチジ コウエキ

		〃		宮　崎　栄治郎 ミヤ サキ エイジロウ				埼玉県議会議長 サイタマ ケン

		〃		石　井　平　夫 イシ イ ヒラ オット				　　〃　　副議長

		〃		塩　川　　　修 シオ カワ オサム				埼玉県副知事 サイタマケン

		〃		岩　﨑　康　夫 イワ サキ ヤスシ オット				　　〃　

		〃		藤　崎　育　子 フジ ザキ イク コ				埼玉県教育委員会委員長

		〃		関　根　郁　夫 セキ ネ カオル オット				　　〃　　　　　教育長

		〃		櫻　井　勝　利				公益財団法人埼玉県体育協会副会長

		〃		杉　山　剛　士 スギ ヤマ ゴウ シ				　　〃　　　　　　　　　　副会長

		〃		羽　鳥　利　明 ハネ トリ リ アキラ				　　〃　　　　　　　　　　副会長

		〃		久　保　正　美 ヒサシ ポ タダシ ビ				埼玉県県民生活部スポーツ局長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ キョクチョウ



		旗  手

								スキー競技　少年男子選手 キョウギ ショウネン ダンシ センシュ









































































71本大会

		第７１回国民体育大会「希望郷いわて国体」埼玉県選手団本部役員名簿 キボウ キョウ コクタイ



		本部役員

		団　長		上　田　清　司				公益財団法人埼玉県体育協会会長・埼玉県知事 コウエキ

		副団長		櫻　井　勝　利				　　　　　　 〃　　　 　　副会長

				三　戸　一　嘉				　　　　　　 〃　　　 　　副会長兼専務理事 ケン

				杉　山　剛　士 スギ ヤマ ゴウ シ				　　　　　　 〃　　　 　　副会長

		　		羽　鳥　利　明 ハネ トリ リ アキラ				　　　　　　 〃　　　 　　副会長

				久　保　正　美 ヒサシ ポ タダシ ビ				埼玉県県民生活部スポーツ局長 サイタマケン ケンミン セイカツ ブ キョクチョウ

		総監督		古　垣　　　玲 フル カキ アキラ				　　　　〃　　　スポーツ振興課長

		総  務		有　川　秀　之 ア カワ ヒデ ユキ				埼玉県体育協会選手強化対策委員会副委員長 センシュ キョウカ タイサク イインカイ フク イインチョウ

				河　本　　　弘 カワ ホン ヒロシ				　　　　　　 〃

				松　原　　　誠 マツ ハラ マコト				埼玉県中学校体育連盟会長

				小　林　正　幸 ショウ ハヤシ セイ ユキ				埼玉県派遣帯同ドクター サイタマケン ハケン タイドウ

				立　花　陽　明 リツ ハナ ヨウ メイ				　　　　　　 〃								　

				塩　野　　　潔 シオ ノ キヨシ				　　　　　　 〃

				髙　橋　邦　泰 タカ ハシ クニ ヤス				　　　　　　 〃

				織　田　徹　也 オリ タ テツ ナリ				　　　　　　 〃

				森　　　康　彦 モリ ヤスシ ヒコ				一般財団法人埼玉陸上競技協会強化委員 イッパン ザイダン ホウジン サイタマ リクジョウ キョウギ キョウカイ キョウカ イイン

				橋　本　啓　司				一般財団法人埼玉陸上競技協会強化委員 イッパン ザイダン ホウジン サイタマ リクジョウ キョウギ キョウカイ キョウカ イイン

				油　井　正　幸 アブラ イ タダシ ユキ				埼玉県テニス協会副会長兼理事長 サイタマケン キョウカイ フクカイチョウ ケン リジチョウ

				森　田　真　史 モリ ダ マ シ				埼玉県バドミントン協会理事長代行 キョウカイ リジチョウ ダイコウ

				小茂田　利　孝 コモダ リ タカシ				埼玉県山岳連盟強化委員 サイタマケン サンガク レンメイ キョウカ イイン



		総務員		永井　一博 ナガイ カズヒロ		岩﨑　充晃 イワサキ ミツアキ				前之園晴廣 マエ ノ ソノ ハル ヒロ		蓮見　　仁 ハスミ ヒトシ		檜森　輝尚 ヒモリ テル ナオ

				藤原　暢央 フジワラ トオル ヒサシ		芳賀　史織 ハガ シオリ				山之内正隆 ヤマノウチ マサタカ		根本　和彦 ネモト カズヒコ		相原　博和 アイハラ ヒロカズ

				小村　　純 コムラ ジュン		髙橋　美帆 タカ ハシ ミホ				栗原　健一 クリハラ ケンイチ		長谷川　伸 ハセガワ シン		鈴木　　征 スズキ ススム

				野澤　誠一 ノザワ セイイチ		赤木　秀次 アカギ シュウジ				阿部　隆宏 アベ タカヒロ		久保　吉史 クボ ヨシフミ		花山　直樹 ハナヤマ ナオキ

				小川　拓郎 オガワ タクロウ

		顧　問		宮　崎　栄治郎 ミヤ サキ エイジロウ				埼玉県議会議長 サイタマ ケン

		　		石　井　平　夫 イシ イ ヒラ オット				　　〃　　副議長

				柿　沼　トミ子 カキ ヌマ コ				　　〃　　総務県民生活委員長 ソウム ケンミン セイカツ イインチョウ

				塩　川　　　修 シオ カワ オサム				埼玉県副知事 サイタマケン

				岩　﨑　康　夫 イワ サキ ヤスシ オット				　　〃　

				髙　木　康　夫 タカ モク ヤスシ オット				埼玉県教育委員会委員長

				藤　崎　育　子 フジ ザキ イク コ				　　  〃　 　　 委員長職務代理者 チョウ ショクム ダイリ シャ

				志　賀　周　子 シ ガ シュウ コ				　　  〃　 　　 委員長職務代理者 チョウ ショクム ダイリ シャ

				門  井　由  之				　　　〃　 　　 委員

				上　條　正　仁　 ウエ ジョウ タダシ ジン				　　　〃　　　　委員

				関　根　郁　夫 セキ ネ カオル オット				　　　〃　　　　教育長

				稲　葉　尚　子 イネ バ ナオ コ				埼玉県県民生活部長 ケンミン セイカツ ブチョウ

				山　中　洋　二 ヤマ ナカ ヨウ ニ				自衛隊体育学校長

				靑　葉　昌　幸 アオ ハ アキラ コウ				一般財団法人埼玉陸上競技協会会長 イッパン ザイダンホウジン

				船　田　昭　介 フネ タ アキラ スケ				一般社団法人埼玉県水泳連盟会長 イッパン シャダン ホウジン

				横　山　謙　三 ヨコ ヤマ ケン サン				公益財団法人埼玉県サッカー協会会長 コウエキ ザイダンホウジン

				斎　藤　　　博 ヒトシ フジ ヒロシ				埼玉県テニス協会会長

				神　保　国　男				埼玉県ボート協会会長

				大久保　　　勝 ダイ ク タモツ マサル				埼玉ホッケー協会会長

				福　島　　　修				埼玉県ボクシング連盟会長

				三ツ林　裕　巳 ミ バヤシ ユウ ミ				埼玉県バレーボール協会会長

				田　中　靖　男 タ ナカ ヤスシ オトコ				埼玉県体操協会会長

				田　島　敏　包				一般社団法人埼玉県バスケットボール協会会長 イッパン シャダン ホウジン

				稲　山  十四助				埼玉県レスリング協会会長

				新　藤　義　孝 シン フジ ギ タカシ				埼玉県セーリング連盟会長

				櫻　井　勝　利				埼玉県ウエイトリフティング協会会長

				清　水　勇　人				埼玉県ハンドボール協会会長

				新　藤　享　弘				一般社団法人埼玉県自転車競技連盟会長 イッパン シャダン ホウジン サイタマ

				松　本　富　男				埼玉県ソフトテニス連盟会長

				土　屋　品　子				埼玉県卓球協会会長

				程　塚　孝　作 ホド ヅカ タカシ サク				埼玉県野球連盟会長

				増　渕　和　男 ゾウ フチ ワ オ				埼玉県相撲連盟会長

				杉　本　保　雄				埼玉県馬術連盟会長

				土　屋　品　子				埼玉県フェンシング協会会長

				中　島　政　司 ナカ ジマ セイ ツカサ				埼玉県柔道連盟会長

				高　橋　勝　雄 タカ ハシ カツ オス				埼玉県ソフトボール協会会長

				磯　井　貞　夫 イソ イ サダ オット				埼玉県バドミントン協会会長

				本　橋　民　夫 モト ハシ タミ オット				埼玉県弓道連盟会長

				武　政　　　宏				埼玉県ライフル射撃協会会長

				豊　嶋　正　夫 ユタカ シマ セイ オット				公益財団法人埼玉県剣道連盟会長 コウエキ

				富　岡　　　清				一般社団法人埼玉県ラグビーフットボール協会会長 イッパン シャダン ホウジン

				石　倉　昭　一 イシ クラ アキラ イチ				埼玉県山岳連盟会長

				古　川　俊　治 コ カワ シュン ジ				埼玉県カヌー協会会長

				松　﨑　洋　右				埼玉県アーチェリー協会会長

				小　島　敏　男 ショウ シマ ビン オトコ				埼玉県空手道連盟会長

				橋　本　　　一				埼玉県銃剣道連盟会長

				田　口　文　夫 タ クチ ブン オット				埼玉県クレー射撃協会会長

				帆　足　光　代 ホ アシ ヒカリ ダイ				埼玉県なぎなた連盟会長

				立　原　　　明 タチ ハラ アキラ				埼玉県ボウリング連盟会長

				三　木　征一郎 サン キ セイイチ ロウ				埼玉県ゴルフ協会会長

				浅　田　浩　之 アサ ダ ヒロシ コレ				埼玉県トライアスロン連合会長 サイタマケン レンゴウ カイチョウ

				吉　野　龍　男 キチ ノ リュウ オトコ				一般財団法人埼玉県高等学校野球連盟会長 イッパン ザイダン ホウジン サイタマケン コウトウ ガッコウ ヤキュウ レンメイ カイチョウ



		旗  手		渡　邉　航　貴 ワタリ ヘン ワタル キ				埼玉栄高等学校３年 サイタマ サカエ コウトウ ガッコウ ネン

								バドミントン競技　少年男子選手 キョウギ ショウネン ダンシ センシュ

								日本Ｂ代表選手 ニホン ダイヒョウ センシュ

								２０１５年世界ジュニア選手権大会 男子シングルス３位 ネン セカイ センシュケン タイカイ ダンシ イ

								平成２７年度全国高等学校選抜大会 男子シングルス優勝 ヘイセイ ネンド ゼンコク コウトウ ガッコウ センバツ タイカイ ダンシ ユウショウ

								平成２８年度全国高等学校総合体育選抜大会 男子ダブルス優勝 ヘイセイ ネンド ゼンコク コウトウ ガッコウ ソウゴウ タイイク センバツ タイカイ ダンシ ユウショウ

































