
理事会承認
平成27年

7月14日現在

No. 役職 氏名 ふりがな 性別 所属クラブ 加盟団体

1 部長 斉藤　智治 さいとう　ちはる 男 サッポロノルディックスキークラブ 北海道

2 男子ヘッドコーチ 横川　朝治 よこかわ　ともはる 男 北野建設㈱スキークラブ 長野県

3 男子チーフコーチ 原田　雅彦 はらだ　まさひこ 男 雪印メグミルクスキー部 北海道

4 男子コーチ 宮平　秀治 みやひら　ひではる 男 小樽ジャンプクラブ 北海道

5 男子コーチ VÄÄTÄINEN Janne ヤンネ・バータイネン 男 土屋ホームスキー部 北海道

6 男子コーチ 森　　敏 もり　さとし 男 東海大学 学連

7 男子コーチ 岡部　孝信 おかべ　たかのぶ 男 雪印メグミルクスキー部 北海道

8 男子コーチ 金子　祐介 かねこ　ゆうすけ 男 東京美装グループスキー部 北海道

9 男子コーディネーター 吉田　千賀 よしだ　ちか 女 なし

10 男子サービスマン GRUBER Andreas アンドレアス・グルーバー 男 なし

11 男子トレーナー 吉泉　英樹 よしいずみ　ひでき 男 雪印メグミルクスキー部 北海道

12 男子トレーナー 長谷部大貴 はせべ　だいき 男 なし

13 男子トレーナー 梅本　　稔 うめもと　みのる 男 ユアーズ静岡 静岡県

14 女子チーフコーチ 小川　孝博 おがわ　たかひろ 男 ライズジャンプクラブ 北海道

15 女子コーチ 鷲澤　　徹 わしざわ　とおる 男 小谷村体育協会 長野県

16 女子コーチ 山田いずみ やまだ　いずみ 女 スポーツクラブサッポロスキッド 北海道

17 女子サービスマン 今堀　弘一 いまほり　ひろかず 男 小樽ジャンプクラブ 北海道

18 女子トレーナー 齊藤めぐみ さいとう　めぐみ 女 なし

No. 役職 氏名 ふりがな 性別 所属クラブ 加盟団体

19
男子ジュニアチーフコーチ（コ

ンバインド兼任） 伊藤　克彦 いとう　かつひこ 男 名寄地方スキー連盟 北海道

20 男子ジュニアコーチ 菅野　公則 かんの　きみのり 男 札幌日本大学高等学校 北海道

21 男子ジュニアコーチ 安川　友貴 やすかわ　ゆうき 男 田口スキークラブ 新潟県

22 男子ジュニアコーチ 鶴田　高之 つるた　たかゆき 男 余市紅志高等学校 北海道

23 男子ジュニアコーチ 桜井　　仁 さくらい　ひとし 男 余市スキー連盟 北海道

24 女子ジュニアコーチ
（シニア兼任）

山田いずみ やまだ　いずみ 女 スポーツクラブサッポロスキッド 北海道
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平成27年
7月7日現在

No. 氏名 ふりがな 性別 生年月日 年齢 チーム名 加盟団体

1 葛西　紀明 かさい　のりあき 男 1972年6月6日 43 土屋ホームスキー部 北海道

2 伊東　大貴 いとう　だいき 男 1985年12月27日 29 雪印メグミルクスキー部 北海道

3 竹内　　択 たけうち　たく 男 1987年5月20日 28 北野建設㈱スキークラブ 長野県

4 小林潤志郎 こばやしじゅんしろう 男 1991年6月11日 24 雪印メグミルクスキー部 北海道

5 栃本　翔平 とちもと　しょうへい 男 1989年12月21日 25 雪印メグミルクスキー部 北海道

6 作山　憲斗 さくやま　けんと 男 1990年7月3日 25 北野建設㈱スキークラブ 長野県

7 清水礼留飛 しみず　れるひ 男 1993年12月4日 21 雪印メグミルクスキー部 北海道

8 渡瀬　雄太 わたせ　ゆうた 男 1982年8月8日 32 雪印メグミルクスキー部 北海道

9 佐藤　幸椰 さとう　ゆきや 男 1995年6月19日 20 雪印メグミルクスキー部 北海道

10 伊藤謙司郎 いとう　けんしろう 男 1990年1月8日 25 雪印メグミルクスキー部 北海道

11 原田　侑武 はらだ　ゆうむ 男 1990年9月15日 24 雪印メグミルクスキー部 北海道

12 渡部　弘晃 わたなべ　ひろあき 男 1991年9月18日 23 東京美装グループスキー部 北海道

13 馬淵　　源 まぶち　みなと 男 1992年6月28日 23 秋田ゼロックス 秋田県

14 山田　勇也 やまだ　ゆうや 男 1990年7月5日 25 スポーツアカデミー北海道 北海道

15 鈴木　　翔 すずき　しょう 男 1990年4月20日 25 水上スキークラブ 群馬県

16 渡部　陸太 わたなべ　りくた 男 1995年7月9日 20 日本大学 学連

17 古賀　　極 こが　まっくす 男 1996年7月6日 19 東海大学 学連

18 小林　陵侑 こばやし　りょうゆう 男 1996年11月8日 18 土屋ホームスキー部 北海道

19 伊藤　将充 いとう　まさみつ 男 1998年2月27日 17 下川商業高等学校 北海道

20 中村　直幹 なかむら　なおき 男 1996年9月19日 18 東海大学 学連

21 岩佐　勇研 いわさ　ゆうけん 男 1999年7月2日 16 札幌日本大学高等学校 北海道

22 栗田　力樹 くりた　りき 男 1998年9月16日 16 白馬高等学校 長野県

23 佐藤　慧一 さとう　けいいち 男 1997年7月27日 17 下川商業高等学校 北海道

No. 氏名 ふりがな 性別 生年月日 年齢 チーム名 加盟団体

24 髙梨　沙羅 たかなし　さら 女 1996年10月8日 18 クラレ 北海道

25 伊藤　有希 いとう　ゆうき 女 1994年5月10日 21 土屋ホームスキー部 北海道

26 岩渕　香里 いわぶち　かおり 女 1993年4月28日 22 松本大学 学連

27 勢藤　優花 せとう　ゆうか 女 1997年2月22日 18 北海道メディカルスポーツ専門学校 北海道

28 小林　諭果 こばやし　ゆか 女 1994年5月16日 21 早稲田大学 学連

29 茂野　美咲 しげの　みさき 女 1986年11月5日 28
CHINTAIスキークラブ
supported by RISE JC

北海道

30 渡瀬あゆみ わたせ　あゆみ 女 1984年7月18日 30 あずまスキークラブ 群馬県
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31 松橋　亜希 まつはし　あき 女 1992年10月6日 22 マンマーノフーズ（移籍中） 東京都

32 竹田　歩佳 たけだ　あゆか 女 1990年1月23日 25 デンソー北海道 北海道

33 山田優梨菜 やまだ　ゆりな 女 1996年7月12日 19 早稲田大学 学連

34 大井　　栞 おおい　しほり 女 1999年6月29日 16 札幌日本大学高等学校 北海道

35 渡邉　　陽 わたなべ　みなみ 女 1997年9月5日 17 札幌日本大学高等学校 北海道

36 岩佐　明香 いわさ　はるか 女 1996年4月12日 19 日本大学 学連

37 丸山　　希 まるやま　のぞみ 女 1998年6月2日 17 飯山高等学校 長野県


