
No 競技名 種別 区分 監督・選手氏名 所属

1 監督 田名部　悟 日本郵便株式会社　白石郵便局

2 選手 下山　和也 宮城県立光明支援学校

3 監督 佐々木　遵 東北高等学校（教）

4 選手 横山　明子 株式会社横山味噌醤油店

5 選手 柴野　景子 ニッポンレンタカー東北　株式会社

6 選手 熊野　寛子 神奈川大学

7 選手 磯嶋　美波 神奈川大学

8 監督 島田　篤史 東北高等学校（教）

9 選手 小山　皓也 東北高等学校

10 監督 佐々木　賢二 宮城県工業高等学校（教）

11 選手 中田　早郁 東北高等学校

12 選手 佐々木　那奈子 宮城県工業高等学校

13 監督 伊藤　房子 日信防災株式会社

14 選手 加藤　叶佳 東北高等学校

15 選手 大内　まひろ 東北高等学校

16 監督 木村　光一 株式会社協

17 選手 藤田　拓丸 キャリアリンク株式会社

18 選手 児玉　陽輝 東北学院大学

19 選手 金子　竜太郎 大東文化大学

20 選手 高橋　信博 東北福祉大学

21 選手 松木　芳憲 日本体育大学

22 選手 高野　楓人 中央大学

23 選手 野口　光希 日本体育大学

24 選手 三浦　貴大 石巻市広域行政事務組合消防本部

25 選手 高橋　涼 江崎グリコ株式会社

26 選手 熊谷　聖生 東海大学

27 選手 三浦　真一朗 専修大学

28 選手 佐々木　優武 東北福祉大学

29 選手 高見　悠斗 中央大学

30 選手 岩本　丈太郎 東海大学

31 選手 佐藤　広基 東北学院大学

32 選手 山口　寛太 東北学院大学

33 監督 嘉悦　一壽 東北高等学校（教）

34 選手 眞壁　秀汰 東北高等学校

35 選手 小川　翔太 東北高等学校

36 選手 熊谷　隼人 東北高等学校

37 選手 小野寺　悠介 東北高等学校

38 選手 志摩　丈虎 東北高等学校

39 選手 眞壁　尚吾 東北高等学校

40 選手 及川　温大 東北高等学校

41 選手 永井　瑠偉 東北高等学校

42 選手 風間　浩汰郎 東北高等学校

43 選手 石川　亜蘭 東北高等学校

44 選手 中島　崚 東北高等学校

45 選手 吉田　航平 東北高等学校

46 選手 大村　淳也 東北高等学校

47 選手 青木　　岳 東北高等学校

48 選手 早坂　拓真 東北高等学校

49 選手 小島　琉 東北高等学校

50 男子 監督 笹原　宗悦 岩出山スキークラブ

51 選手 町田 恵介 株式会社レオパレス２１

52 選手 本間　聡 東洋大学

53 選手 佐藤　一樹 東北学院大学

54 選手 八島 徹也 七ヶ宿源流米

55 選手 加藤　久 宮城蔵王スキークラブ

56 選手 原田　彦 川崎スキークラブ

57 選手 高山　領斌 ラーメン　楓林
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58 選手 丹野　魁 大崎中央高等学校

59 選手 中鉢　響 大崎中央高等学校

60 選手 野田　海都 仙台西高等学校

61 選手 庄子　文人 東北学院高等学校

62 選手 丹野 源 大崎中央高等学校

63 選手 小野寺 岳 大崎中央高等学校

64 女子 監督 渡辺　淳浩 仙台ハイマットSC

65 選手 野川　咲希 東北福祉大学

66 選手 門馬　沙貴 東北学院大学

67 選手 池田 光穂 東北福祉大学

68 成年女子Ｂ 選手 阿部　理沙 岩出山スキークラブ

69 選手 大和田　瑠那 古川黎明高等学校

70 選手 佐藤 あかり 白石工業高等学校

71 選手 千葉 栞那 大崎市立岩出山中学校

72 選手 若森 ゆい 仙台西高等学校

73 成年 監督 下浅　勝雄 仙南スキークラブ

74 選手 尾身　勇気 東北福祉大学

75 選手 阿部　駿佑 信州大学

76 選手 髙橋　廉士郎 京都産業大学

77 成年男子Ｂ 選手 須賀　暁 TGスキー倶楽部

78 選手 中村　友 陸上自衛隊船岡駐屯地

79 選手 中村 心 陸上自衛隊船岡駐屯地

80 選手 工藤　博 K design

81 選手 小島　清雅 古川工業高等学校

82 選手 遊佐　由基 古川工業高等学校

83 選手 菅原　崇陽 古川工業高等学校

84 選手 髙橋　諒 古川高等学校

85 選手 千葉　竜介 古川工業高等学校

86 選手 佐藤　湧也 古川工業高等学校

87 選手 及川　絵梨 東北大学

88 選手 花岡　理以沙 東北大学

89 選手 高橋　史織 東北大学

90 少年女子 選手 菅原　優里 古川工業高等学校

91 団長 佐藤　博俊 公益財団法人宮城県体育協会

92 副団長 中野　勲 公益財団法人宮城県体育協会

93 副団長 赤間　弘記 宮城県スケート連盟

94 副団長 早坂　利夫 宮城県アイスホッケー連盟

95 総監督 鈴木　俊一 公益財団法人宮城県体育協会

96 帯同医 樋口　郁夫 医療法人秀公会　あずま脳神経外科病院

97 総務 滝沢　越史 公益財団法人宮城県体育協会

98 総務 早坂　知泰 公益財団法人宮城県体育協会

99 団長 佐藤　博俊 公益財団法人宮城県体育協会

100 副団長 庄司　伸一 公益財団法人宮城県体育協会

101 副団長 中嶋　英信 宮城県スキー連盟

102 総監督 松本　正男 七ヶ宿町　ふるさと振興課

103 総務 滝沢　越史 公益財団法人宮城県体育協会

104 総務 布宮　遼太 公益財団法人宮城県体育協会

105 帯同医 室谷　嘉一 東北医科薬科大学病院
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