
本部役員

団　長 河　本　　　弘 公益財団法人埼玉県体育協会専務理事

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
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〃 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

〃 松　中　直　司 埼玉県県民生活部スポーツ振興課副課長

総務員 勝　部　　　武 埼玉県県民生活部スポーツ振興課主査

〃 藤　原　暢　央 　　〃

〃 久　保　吉　史 公益財団法人埼玉県体育協会総務部総務課長

顧　問 上　田　清　司 埼玉県知事（公益財団法人埼玉県体育協会会長）

〃 齊　藤　正　明 埼玉県議会議長

〃 奥　野　　　立 埼玉県副知事

〃 飯　島　　　寛 　　〃　

〃 小　松　弥　生 埼玉県教育委員会教育長

〃 矢　嶋　行　雄 埼玉県県民生活部長

〃 羽　鳥　利　明 公益財団法人埼玉県体育協会副会長

〃 宮　内　孝　知 　　〃　　　　　　　　　　副会長

〃 茂　木　敬　司 　　〃　　　　　　　　　　副会長

〃 新　井　　　彰 　　〃　　　　　　　　　　副会長

〃 小　島　克　也 　　〃　　　　　　　　　　副会長

〃 山　野　　　均 埼玉県県民生活部スポーツ局長

旗  手 菅　田　路　莞 埼玉栄高等学校

アイスホッケー競技　少年男子選手

２０１７－２０１８ Ｕ１８日本代表

男子Ｕ１８世界選手権ディビジョンⅠグループＢ　３位

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」

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



　＝スピード＝ 　監　　督　　　２名
　監督兼選手　　１名
　選手男子　　　９名
　　　女子　　　６名

監　督 成年男子 岡部　文武 29 早稲田大学 秩父市
成年女子兼選手 松津　庸子 47 川越ＳＳＣ 川越市
少年男子・少年女子 西川　洋充 38 東松山市立高坂小学校(教) 東松山市

選　手
　成年男子  500　1000　2000R 川目　拓磨 21 東洋大学４年 川越市

1500　　　　2000R 奥山　大輝 18 東洋大学１年 川越市
 500　　　　2000R 川森　嵩大 19 東洋大学２年 川越市
1000　　　　2000R 遠藤　　蓮 19 東洋大学２年 川越市
1500　5000 中村　開哉 19 大東文化大学２年 東松山市
1500　5000　2000R 高橋　孝汰 19 大東文化大学２年 東松山市
 500　1000　2000R 川村　航汰 18 大東文化大学１年 東松山市
5000 道下　雅繁 18 大東文化大学１年 東松山市

　成年女子  500　1000　2000R 能戸　若菜 20 大東文化大学３年 東松山市
1000　1500　2000R 田中　姫麗 19 大東文化大学２年 東松山市
 500　1500　2000R 村野　静香 18 大東文化大学１年 東松山市
 500　1000　2000R 松津　庸子 47 川越ＳＳＣ 川越市

　少年男子  500 阿部　翔太 14 戸田市立笹目中学校３年 戸田市

　少年女子 1000　3000 土井　双葉 15 県立坂戸西高校１年 坂戸市
 500　1000 新井　涼花 15 県立ふじみ野高校１年 ふじみ野市
 500 飯田　風音 16 県立川越工業高校２年 川越市

〔４月１日現在 　　（教）：教員　　　（職）：職員〕

スケート競技

合計 １８名



　＝ショートトラック＝ 　監　　督　　　３名
　選手男子　　　６名
　　　女子　　　５名

監　督 成年男子 角張　亮子 61 大東文化大学(職) 東松山市
成年女子・少年女子 島根　恵美 51 川口市スケート連盟 川口市
少年男子 松平　秋子 49 川口市スケート連盟 川口市

選　手
　成年男子  500　　　　5000R 吉田　陵平 20 神奈川大学３年 さいたま市

　　　　　　5000R 吉川　政志 26 富士通(株) 川口市
　　　1000  5000R 梅田　　匠 19 阪南大学２年 和光市
 500　1000  5000R 松津　秀太 18 阪南大学１年 上尾市
 500　1000  5000R 河合　健朗 21 早稲田大学４年 川越市

　成年女子  500　1000　3000R 巻島　　槙 21 早稲田大学４年 朝霞市
 500　1000　3000R 島根くるみ 19 阪南大学２年 さいたま市
 500　1000　3000R 武井　咲樹 19 東洋大学２年 さいたま市
　　　　　　3000R 友光　　渚 30 (株)東京ドームスポーツ 川口市

　少年男子  500　1000 山口　耕平 16 川口市立高校２年 川口市

　少年女子  500　1000 吉田　凪歩 17 川口市立高校３年 川口市

　＝フィギュア＝ 　監　　督　　　２名
　選手男子　　　４名

監　督 成年男子 山田　和子 51 埼玉県スケート連盟 秩父市
少年男子 西村　尚美 47 浦和麗明高校(教) さいたま市

選　手 成年男子 小林　建斗 19 法政大学２年 川越市
神戸　巧輝 19 東洋大学２年 ふじみ野市

少年男子 大島　光翔 15 立教新座高校１年 新座市
佐藤　　駿 14 埼玉栄中学校３年 さいたま市

合計 １４名

合計 　６名



　監　　督　　　３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 さいたま市
成年男子 大西　伸明 33 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年男子 格地　　現 53 埼玉栄高校(教) さいたま市

選　手
　成年男子 Ｇ　Ｋ 前北　恵介 22 (株)日本アクセス さいたま市

Ｇ　Ｋ 河合　智哉 20 慶應義塾大学３年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 菊池　秀治 31 ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ生命保険(株) さいたま市
Ｄ　Ｆ ハリデー慈英 21 早稲田大学４年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 中居　隼都 29 三菱ＵＦＪ信託銀行(株) さいたま市
Ｄ　Ｆ 在家　秀虎 21 慶應義塾大学４年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 佐藤　正志 20 立命館大学３年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 長谷川宗矩 20 東海大学３年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 平田　祥紘 27 埼玉栄高校(教) さいたま市
Ｆ　Ｗ 青木孝史朗 20 早稲田大学３年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 松渕　雄太 21 大東文化大学４年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 茂木慎之介 20 大東文化大学３年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 貞宗謙太郎 31 S Body 加圧ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵ さいたま市
Ｆ　Ｗ 江口　大輔 24 日本ゼオン(株) さいたま市
Ｆ　Ｗ 矢島　　龍 21 大東文化大学４年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 運上　雄基 19 慶應義塾大学２年 さいたま市

　少年男子 Ｇ　Ｋ 丹治　大輝 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 菅田　路莞 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 宮崎　真紘 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 佐々中健人 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 中舘庸太朗 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 在家虎仁朗 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 漆畑　　慶 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 谷　　圭介 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 古川　憂人 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 塩野　伊織 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 坂本　大地 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 荒井　大空 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 伊藤　　総 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 大塚　鵬蓉 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 上野　懸勢 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 山村　旭飛 15 埼玉栄高校１年 さいたま市

合計 ３５名

アイスホッケー競技



男 女 男 女

(11) (1) (12)

12 0 12

スピード 2 1 9 6 18

ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ 0 3 6 5 14

フィギュア 0 2 4 0 6

3 0 32 35

17 6 51 11 85

※　（　　）は合計に加えない。
※　監督兼選手は、監督としてカウント。
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