






第69回国民体育大会冬季大会（スケート・アイスホッケー競技会）岩手県選手団名簿

T-NO Ｐ-NO 競技 選手・監督区分 氏名（姓） 氏名（名） フリガナ（姓） フリガナ（名） 性別 所属・学校(ふるさと・中学生右寄せ)

1 1 スケート 監督（専任） 植津 悦典 ウエツ ヨシノリ 男 盛岡工業高等学校（教）

2 2 監督（専任） 武田 敏之 タケダ トシユキ 男 盛岡農業高等学校（教）

3 3 監督（専任） 平間 茂英 ヒラマ シゲヒデ 男 盛岡農業高等学校（教）

4 4 スピード・成年男子 大峠 大介 オオトウゲ ダイスケ 男 日本大学 1500ｍ 5000ｍ

5 5 スピード・少年男子 芝西 佑哉 シバニシ ユウヤ 男 盛岡工業高等学校　 500ｍ 1000ｍ リレー出場

6 6 スピード 小野寺 峻一 オノデラ シュンイチ 男 盛岡第三高等学校 1000ｍ 1500ｍ リレー出場

7 7 スピード 川村 拓也 カワムラ タクヤ 男 盛岡農業高等学校 1000ｍ 1500ｍ リレー出場

8 8 スピード 山川 仁 ヤマカワ レン 男 盛岡農業高等学校 10000ｍ 5000ｍ

9 9 スピード 添田 樹 ソエダ タツキ 男 盛岡工業高等学校 500ｍ リレー出場

10 10 スピード 吉田 晃太郎 ヨシダ コウタロウ 男 乙部中学校 500ｍ リレー出場

11 11 スピード 吉田 卓史 ヨシダ タクミ 男 盛岡工業高等学校 5000ｍ 10000ｍ

12 12 スピード 斉藤 龍汰 サイトウ リュウタ 男 盛岡工業高等学校 5000ｍ 1500ｍ リレー出場

13 13 スピード・少年女子 濱田 芽生子 ハマダ メイコ 女 盛岡農業高等学校 500ｍ 1000ｍ リレー出場

14 14 スピード 沼下 樹帆 ヌマシタ ジュホ 女 盛岡農業高等学校 1500ｍ 3000ｍ リレー出場

15 15 スピード 山崎 朱香 ヤマザキ アヤカ 女 盛岡農業高等学校 1500ｍ 3000ｍ リレー出場

16 16 スピード 三嶋 萌 ミシマ モエ 女 盛岡農業高等学校 500m 1000m リレー出場

17 17 スピード 圓子 こ春 マルコ コハル 女 盛岡農業高等学校 1500ｍ 3000ｍ リレー出場

18 18 スピード 高畑 寧々 タカハタ ネネ 女 盛岡工業高等学校 500ｍ リレー出場

19 19 スピード 髙橋 茜 タカハシ アカネ 女 盛岡農業高等学校 1000ｍ

20 1 スケート 監督（専任） 伊藤 純子 イトウ ジュンコ 女 岩手県スケート連盟

21 2 フィギュア・少年男子 佐藤 洸彬 サトウ ヒロアキ 男 盛岡中央高等学校

22 3 フィギュア 柴田 悠河 シバタ ユウガ 男 盛岡中央高等学校

23 1 アイスホッケー監督（専任） 本間 一也 ホンマ カズヤ 男 新興電気(株)

24 2 成年男子 宮野 哲 ミヤノ サトシ 男 ㈱アストモスガスセンター岩手 背番号 44 GK

25 3 谷上 将司 ヤガミ マサシ 男 盛岡地区広域消防組合 背番号 25 DF

26 4 八百板 正人 ヤオイタ マト 男 花巻信用金庫 背番号 29 DF

27 5 長嶺 海人ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ ナガミネ カイトアンドリュー 男 IGRいわて銀河鉄道(株) 背番号 23 DF

28 6 熊谷 真哉 クマガイ マヤ 男 日本住宅株式会社 背番号 21 DF

29 7 村上 源貴 ムラカミ ゲンキ 男 大東文化大学 背番号 19 DF

30 8 石橋 堅大 イシバシ ケンタ 男 (株)いんべリネンサプライ 背番号 11 DF

31 9 千葉 生太 チバ ショウタ 男 ゼビオ(株) 背番号 27 FW

32 10 工藤 俊宏 クドウ トシヒロ 男 東北電力(株)岩手支店 背番号 16 FW

33 11 工藤 光広 クドウ ミツヒロ 男 岩手陸上自衛隊 背番号 28 FW

34 12 菊田 雅史 キクタ マサチカ 男 岩手医科大学 背番号 17 FW

35 13 渋田 大輝 シブタ ヒロキ 男 岩手医科大学 背番号 12 FW

36 14 千葉 研吾 チバ ケンゴ 男 一関市消防本部 背番号 20 FW

37 15 南 壮 ミナミ ソウ 男 立命館大学 背番号 10 FW

38 16 内田 大輔 ウチダ ダイスケ 男 日本体育大学 背番号 24 FW

39 17 安藤 宗晃 アンドウ ムネアキ 男 積水樹脂（株） 背番号 26 FW


