
No 競技名 種別 区分 監督・選手氏名 所属
1 監督 選手 下山　和也 利府町立しらかし台中学校（教）
2 選手 須田　雅啓 札幌国際大学
3 選手 橋田　蓮 神奈川大学
4 監督 島田　篤史　 東北高等学校（教）
5 選手 髙橋　里奈 陸上自衛隊　八戸駐屯地
6 選手 北島　空 神奈川工科大学
7 監督 田名部　悟 日本郵便株式会社　白石郵便局
8 選手 後藤　大誠 東北学院高等学校
9 選手 佐々木　寛太 東北高等学校
10 選手 小山　晃生 東北高等学校
11 監督 佐々木　遵　 東北高等学校（教）
12 選手 金井　愛未 東北高等学校
13 選手 白岩　千実 仙台市立東仙台中学校
14 監督 荒井　万里絵 株式会社加藤商会
15 選手 鈴木　なつ 飛鳥未来きずな高等学校
16 選手 千葉　広美 仙台市立錦ケ丘中学校
17 監督 庄司　俊之 株式会社セロテック
18 選手 児玉　陽輝 東北学院大学
19 選手 髙橋　峻 株式会社協
20 選手 髙橋　信博 髙橋丸信工務店
21 選手 髙野　楓人 株式会社仙台銀行
22 選手 瀬野尾　尚大 東北福祉大学
23 選手 野口   光希 日本体育大学
24 選手 小野寺　悠介 東北学院大学
25 選手 今村　雄太朗 日本製紙株式会社
26 選手 山口　寛太 東北学院大学
27 選手 佐藤　広基 東北学院大学
28 選手 岩本　丈太郎 東海大学
29 選手 楡井　祐祥 立命館大学
30 選手 石川　亜蘭 法政大学
31 選手 中島　崚 東海大学
32 選手 大村　淳也 東海大学
33 選手 吉田　厳介 株式会社 三越伊勢丹
34 監督 嘉悦　一壽 東北高等学校（教）
35 選手 望月　春陽 東北高等学校
36 選手 水野　侑武 東北高等学校
37 選手 田名部　　凜 東北高等学校
38 選手 林　　和矢 東北高等学校
39 選手 藤井　秀悟 東北高等学校
40 選手 始閣　涼太郎 東北高等学校
41 選手 藏持　遼介 東北高等学校
42 選手 小林　誉弥 東北高等学校
43 選手 岩本　倫周 東北高等学校
44 選手 髙橋　広海 東北高等学校
45 選手 齋藤　優輝 東北高等学校
46 選手 目黒　篤 東北高等学校
47 選手 ミキシェーン　豪 東北高等学校
48 選手 始閣　李斗 東北高等学校
49 選手 石垣　海斗 東北高等学校
50 選手 加藤　和己 東北高等学校
51 男子 監督 笹原　宗悦 岩出山スキークラブ
52 選手 阿部　健 東北福祉大学
53 選手 丹野　魁 東北福祉大学
54 選手 菅原　智直 中央大学
55 選手 佐々木　栄太郎 東北福祉大学（職）
56 選手 谷地　慶之 岩出山スキークラブ
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57 選手 原田　彦 川崎スキークラブ
58 選手 八島　徹也 七ヶ宿源流米
59 選手 坂本　恭一 東日本旅客鉄道株式会社
60 選手 千葉　笙太郎 宮城県仙台第二高等学校
61 選手 中鉢　伸吾 宮城県古川工業高等学校
62 選手 佐藤　雅斗 宮城県白石工業高等学校
63 選手 小野寺　渓 大崎中央高等学校
64 選手 浅井　征人 大崎中央高等学校
65 選手 山本　大 東北学院高等学校
66 女子 監督 渡辺　淳浩 有限会社ベルク
67 選手 大和田　瑠那 日本体育大学
68 選手 二戸　藍 東北学院大学
69 選手 秋葉　幸歩 東北福祉大学
70 成年女子Ｂ 選手 阿部　理沙 岩出山スキークラブ
71 選手 小林　桃子 宮城県仙台第二高等学校
72 選手 遊佐　眞樹子 宮城県古川工業高等学校
73 選手 青山　宙 仙台市立上杉山中学校
74 選手 中村　美波 宮城県仙台第二高等学校
75 成年少年 監督 下浅　勝雄 仙南スキークラブ
76 選手 小島　清雅 東洋大学
77 選手 髙橋　諒 東北大学
78 選手 今井　俊介 東北大学
79 成年男子Ｂ 選手 須賀　暁 東日本旅客鉄道株式会社
80 選手 中村　友 陸上自衛隊船岡駐屯地
81 選手 中村 心 陸上自衛隊船岡駐屯地
82 選手 鈴木　颯汰 古川学園高等学校
83 選手 大場　太陽 宮城県古川工業高等学校
84 選手 舘内　海斗 宮城県古川工業高等学校
85 選手 木村　貴志　 宮城県古川工業高等学校
86 選手 遠藤　瑠衣 宮城県古川工業高等学校
87 選手 萩川　海星 宮城県古川工業高等学校
88 選手 三嶋　怜奈 東北大学
89 選手 島田　菜理紗 東北大学
90 選手 佐藤　恵里花 東北大学
91 少年女子 選手 及川　陽菜 宮城学院高等学校
92 団長 鈴木　省三 公益財団法人宮城県スポーツ協会
93 副団長 伊藤　和彦 公益財団法人宮城県スポーツ協会
94 副団長 五十嵐　一彌 宮城県スケート連盟
95 総監督 猪野　　信 宮城県アイスホッケー連盟
96 総務 平工　　覚 公益財団法人宮城県スポーツ協会
97 総務 三塚　芳久 公益財団法人宮城県スポーツ協会
98 総務 沼知　洋介 公益財団法人宮城県スポーツ協会
99 団　長 村上　利仁 公益財団法人宮城県スポーツ協会
100 副団長 曵地　信勝 宮城県スキー連盟
101 総監督 千葉　忠幸 宮城県スキー連盟
102 帯同医 千葉　正道 成人病予防協会　中央診療所
103 総務 布施　孝介 公益財団法人宮城県スポーツ協会
104 総務 千葉　智晴 公益財団法人宮城県スポーツ協会
105 総務 橋本　一輝 公益財団法人宮城県スポーツ協会
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