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〃 久　保　正　美 埼玉県県民生活部スポーツ局長

旗  手 松　津　秀　太 秀明英光高等学校２年

スケート競技　スピード　少年男子選手

第７１回国民体育大会　１５００ｍ　第１位

第７１回国民体育大会　１０００ｍ　第２位

第７２回国民体育大会冬季大会「ながの銀嶺国体」

埼玉県選手団本部役員名簿
スケート競技会・アイスホッケー競技会



　＝スピード＝ 　監　　督　　　３名
　監督兼選手　　１名
　選手男子　　　９名
　　　女子　　　８名

監　督 成年男子 浅見　芳弘 54 秩父市役所 秩父市
成年女子兼選手 吉田愛結美 30 さいたま市立川通中学校(教) さいたま市
少年男子 岡部　文武 27 早稲田大学大学院 所沢市
少年女子 西川　洋充 36 東松山市立高坂小学校（教） 東松山市

選　手
　成年男子 1500　5000 小岩　和輝 18 東洋大学１年 川越市

　　　　　　2000R 川目　　健 21 東洋大学４年 川越市
1500　　　　2000R 河島　圭悟 20 東洋大学３年 川越市
 500　　　　2000R 川目　拓磨 19 東洋大学２年 川越市
5000 本間　浩太 21 大東文化大学４年 東松山市
1000　　　　2000R 山下　智大 20 大東文化大学４年 東松山市
1000　　　　2000R 加藤　隼太 19 大東文化大学２年 東松山市
 500　　　　2000R 河合　健朗 19 早稲田大学２年 川越市

　成年女子 1500　　　　2000R 吉田愛結美 30 さいたま市立川通中学校(教) さいたま市
　　　　　　2000R 吉田果尚美 26 東松山市スケート連盟 滑川市
 500　　　　2000R 松津　庸子 45 川越ＳＳＣ 川越市
1000　1500　2000R 山澤　清楓 19 大東文化大学２年 東松山市
 500　1000　2000R 能戸　若菜 18 大東文化大学１年 東松山市

　少年男子 1000  1500 松津　秀太 16 秀明英光高校２年 上尾市

　少年女子  500　1000　2000R 武井　咲樹 17 星野高校３年 川越市
 500　　　　2000R 石戸　千春 16 県立川越南高校２年 川越市
1000　1500　2000R 武井　香樹 15 星野高校１年 川越市
1500　3000　2000R 飯田　風音 14 さいたま市立土呂中学校３年 さいたま市

〔４月１日現在 　　（教）：教員　　　（職）：職員〕

スケート競技

合計 ２１名



　＝ショートトラック＝ 　監　　督　　　２名
　選手男子　　　６名
　　　女子　　　３名

監　督 成年男子・成年女子 角張　亮子 59 大東文化大学(職) 東松山市
少年男子・少年女子 島根　恵美 49 川口市スケート連盟 川口市

選　手
　成年男子 　　　　　　5000R 吉田　陵平 18 神奈川大学１年 さいたま市

 500　1000  5000R 新井　聖也 19 阪南大学２年 ふじみ野市
 500　1000  5000R 濱田　　哲 20 東洋大学３年 川越市
　　　　　　5000R 八木下光成 30 (株)ジェイエイエナジー埼玉 川越市

　成年女子  500　1000 巻島　　槙 19 早稲田大学２年 朝霞市

　少年男子  500　1000 山口　耕平 14 川口市立幸並中学校３年 川口市
 500　1000 梅田　　匠 17 県立和光国際高校３年 和光市

　少年女子  500　1000 島根くるみ 17 浦和学院高校３年 さいたま市
 500　1000 吉田　凪歩 15 川口市立川口総合高校１年 川口市

　＝フィギュア＝ 　監　　督　　　３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 45 浦和麗明高校(教) さいたま市
成年女子 山田　和子 49 埼玉県スケート連盟 秩父市
少年女子 藤田　早苗 51 川越市役所 川越市

選　手 成年男子 服部　瑛貴 22 ゴディバジャパン(株) 鴻巣市
鈴木　元気 19 学習院大学２年 入間市

成年女子 川上　紗季 18 東洋大学１年 志木市
斎藤　沙良 19 立教大学２年 さいたま市

少年男子 小林　建斗 17 秀明英光高校３年 上尾市
神戸　巧輝 17 県立ふじみ野高校３年 ふじみ野市

少年女子 下川奈々夏 15 秀明英光高校１年 上尾市
田中　帆南 14 朝霞市立朝霞第三中学校３年 朝霞市

合計 １１名

合計 １１名



　監　　督　　　３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 さいたま市
成年男子 大西　伸明 31 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年男子 格地　　現 51 埼玉栄高校(教) さいたま市

選　手
　成年男子 Ｇ　Ｋ 河合　智哉 18 慶應義塾大学１年 さいたま市

Ｄ　Ｆ 小池　玲央 21 慶應義塾大学４年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 格地龍太郎 20 早稲田大学３年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 在家　秀虎 19 慶應義塾大学２年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 下野　悠太 23 (株)セックテクニカル さいたま市
Ｄ　Ｆ 中居　隼都 27 ＵＦＪ信託銀行 さいたま市
Ｄ　Ｆ 江口　大輔 22 日本ゼオン(株) さいたま市
Ｆ　Ｗ 平田　祥紘 25 埼玉栄高校(教) さいたま市
Ｆ　Ｗ 青木優之介 21 早稲田大学４年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 小林　優希 20 東海大学３年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 青木孝史朗 18 早稲田大学１年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 石井　秀人 18 日本体育大学１年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 茂木慎之介 18 大東文化大学１年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 山田　大雅 20 東洋大学３年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 松永　　強 21 同志社大学４年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 松渕　雄太 19 大東文化大学２年 さいたま市

　少年男子 Ｇ　Ｋ 清島　賢人 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｇ　Ｋ 六尾　　陽 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 日高　正也 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 飛田　洋志 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 清水　天音 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 小川　　翼 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 菅田　路莞 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 土田　啓太 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 運上　雄基 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 中田　翔洋 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 土屋　光翼 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 片岡　洸太 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 振津　直弥 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 山崎絢志郎 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 中村　海大 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 古川　憂人 15 埼玉栄高校１年 さいたま市

アイスホッケー競技
合計 ３５名



男 女 男 女

(10) (1) (11)

13 0 13

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

3 0 32 35

19 6 51 15 91

※　（　　）は合計に加えない。
※　監督兼選手は、監督としてカウント。

アイスホッケー

計

埼玉県選手団総数
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計
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本部役員

スケート
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