
No 競技名 種別 区分 監督・選手氏名 年齢 出身地 職業（学年） 所属

1 本部役員 本部役員 団長 渡辺　龍明 61 宮城 団体職員 公益財団法人宮城県スポーツ協会
2 本部役員 本部役員 副団長 高橋　伸二 54 宮城 団体職員 公益財団法人宮城県スポーツ協会
3 本部役員 本部役員 副団長 曳地　信勝 68 宮城 団体職員 宮城県スキー連盟
4 本部役員 本部役員 総監督 平賀　建郎 55 宮城 公務員 宮城県スキー連盟
5 本部役員 本部役員 総務 遠藤　靖道 43 宮城 団体職員 公益財団法人宮城県スポーツ協会
6 本部役員 本部役員 総務 沼知　洋介 30 宮城 団体職員 公益財団法人宮城県スポーツ協会
7 本部役員 本部役員 帯同医 古澤　豊 67 宮城 医師 西仙台病院
8 本部役員 本部役員 顧問 山崎　健二 53 宮城 公務員 企画部スポーツ振興課
9 本部役員 本部役員 顧問 後藤　千輝 31 宮城 公務員 企画部スポーツ振興課

10 スキー競技(ジャイアントスラローム) 男子 監督 松本　大樹 35 宮城 教員 白石工業高等学校
11 スキー競技(ジャイアントスラローム) 成年男子Ａ 選手 石黒　克樹 19 山形 2年 東北学院大学
12 スキー競技(ジャイアントスラローム) 成年男子Ａ 選手 菅原　智直 23 宮城 2年 中央大学大学院
13 スキー競技(ジャイアントスラローム) 成年男子Ａ 選手 千葉　笙太郎 18 宮城 1年 東北大学
14 スキー競技(ジャイアントスラローム) 成年男子Ｂ 選手 三崎　貴瑛 27 青森 会社員 仙台市スキー協会
15 スキー競技(ジャイアントスラローム) 成年男子Ｂ 選手 稲田　済景 27 京都 5年 東北大学
16 スキー競技(ジャイアントスラローム) 成年男子Ｃ 選手 原田　彦 42 宮城 会社員 川崎スキークラブ
17 スキー競技(ジャイアントスラローム) 成年男子Ｃ 選手 八島　徹也 36 宮城 会社員 七ヶ宿源流米
18 スキー競技(ジャイアントスラローム) 成年男子 選手 高山　領斌 45 宮城 自営業 有限会社楓林
19 スキー競技(ジャイアントスラローム) 少年男子 選手 三上　玖我 14 宮城 3年 川崎町立富岡中学校
20 スキー競技(ジャイアントスラローム) 少年男子 選手 近藤　快成 14 宮城 3年 仙台市立長町中学校
21 スキー競技(ジャイアントスラローム) 少年男子 選手 大沼　風翔 16 宮城 2年 大崎中央高等学校
22 スキー競技(ジャイアントスラローム) 少年男子 選手 芹田　虎太朗 15 宮城 1年 東北学院高等学校
23 スキー競技(ジャイアントスラローム) 少年男子 選手 武本　柄壱 14 宮城 3年 仙台市立八木山中学校
24 スキー競技(ジャイアントスラローム) 少年男子 選手 遠藤　喜紀 17 宮城 3年 大崎中央高等学校
25 スキー競技(ジャイアントスラローム) 女子 監督 渡辺　淳浩 59 宮城 会社員 仙台ハイマットスキークラブ
26 スキー競技(ジャイアントスラローム) 成年女子Ａ 選手 大和田　瑠那 21 宮城 4年 日本体育大学
27 スキー競技(ジャイアントスラローム) 成年女子Ａ 選手 高橋　璃子 19 宮城 2年 慶応義塾大学
28 スキー競技(ジャイアントスラローム) 成年女子Ａ 選手 二戸　藍 21 山形 4年 東北学院大学
29 スキー競技(ジャイアントスラローム) 成年女子Ｂ 選手 中澤　歩里 25 山形 教員 聖ドミニコ学院小学校
30 スキー競技(ジャイアントスラローム) 成年女子Ｂ 選手 阿部　理沙 33 宮城 会社員 岩出山スキークラブ
31 スキー競技(ジャイアントスラローム) 少年女子 選手 中島　寛奈 14 宮城 3年 仙台市立五橋中学校
32 スキー競技(ジャイアントスラローム) 少年女子 選手 田口　海羽 14 宮城 3年 仙台市立折立中学校
33 スキー競技(ジャイアントスラローム) 少年女子 選手 遊佐　眞樹子 17 宮城 3年 古川工業高等学校
34 スキー競技(ジャイアントスラローム) 少年女子 選手 大和田　詩乃 14 宮城 3年 加美町立小野田中学校
35 スキー競技(クロスカントリー) 成年 監督 結城　秀知 52 宮城 会社員 仙台スキー協会
36 スキー競技(クロスカントリー) 成年男子Ａ 選手 髙橋　諒 20 宮城 3年 東北大学
37 スキー競技(クロスカントリー) 成年男子Ａ 選手 鈴木　颯汰 19 宮城 2年 仙台大学
38 スキー競技(クロスカントリー) 成年男子Ａ 選手 今野　駿平 22 神奈川 5年 東北大学
39 スキー競技(クロスカントリー) 成年男子Ｃ 選手 中村 心 43 青森 公務員 陸上自衛隊船岡駐屯地
40 スキー競技(クロスカントリー) 少年男子 選手 上野　真人 16 宮城 2年 古川工業高等学校
41 スキー競技(クロスカントリー) 少年男子 選手 久保　智裕 16 宮城 2年 古川工業高等学校
42 スキー競技(クロスカントリー) 少年男子 選手 山崎　星翔 15 宮城 1年 古川工業高等学校
43 スキー競技(クロスカントリー) 少年男子 選手 八巻　斗真 14 宮城 3年 大崎市立鳴子中学校
44 スキー競技(クロスカントリー) 少年男子 選手 櫻井　一成 15 宮城 2年 古川工業高等学校
45 スキー競技(クロスカントリー) 少年男子 選手 小川　智矢 14 宮城 3年 古川黎明中学校
46 スキー競技(クロスカントリー) 成年女子Ａ 選手 岩佐　帆夏 19 北海道 2年 東北大学
47 スキー競技(クロスカントリー) 成年女子Ａ 選手 三嶋　怜奈 22 東京 5年 東北大学

第７７回国民体育大会冬季大会スキー競技会宮城県選手団名簿

1 / 1 ページ


	スケート・アイスホッケー

