
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 成田　収平 なりた　しゅうへい 男 野辺山スキークラブ 東京都

2 ヘッドコーチ 河野　孝典 こうの　たかのり 男 野沢温泉スキークラブ 長野県

3 コーチ 山田　和由 やまだ　かずよし 男 小谷村体育協会 長野県

4 コーチ 富井　　彦 とみい　げん 男 サッポロノルディックスキークラブ 北海道

5 Bチーフコーチ
（ジュニア兼任）

北村　　隆 きたむら　たかし 男 妙高リージョンスキークラブ　 新潟県

6 コーチ 高畠　啓博 たかはた　よしひろ 男 名寄地方スキー連盟 北海道

7 テクニカルスタッフ SCHERÜBL Werner ウェルナー・シェルブル 男 なし

8 テクニカルスタッフ REITER Gerhard ゲルハルト・レイター 男 なし

9 テクニカルスタッフ （未定・日本人）

10 トレーナー ZETTERMAN Esa Antero エサ・アンテロ・ツェッターマン 男 なし

11 トレーナー 菊池　　拓 きくち　たく 男 なし

12 トレーナー FOIDL Hanspeter ハンスペーター・フォイドゥル 男 なし

No. 役職 氏名 ふりがな 性別 所属クラブ 加盟団体

13 強化委員長 佐藤　友紀 さとう　ともき 男 長野県教職員スキークラブ 長野県

14 ジュニアコーチ
（Bチーフコーチ兼任）

北村　　隆 きたむら　たかし 男 妙高リージョンスキークラブ　 新潟県

15 強化副委員長
（ジャンプ兼任）

伊藤　克彦 いとう　かつひこ 男 名寄地方スキー連盟 北海道

16 ジュニアコーチ 大森　敬一 おおもり　けいいち 男 花輪高等学校 秋田県

17 ジュニアコーチ 清水　久之 しみず　ひさゆき 男 田口スキークラブ 新潟県

18 ジュニアコーチ 竹本　和也 たけもと　かずや 男 名寄地方スキー連盟 北海道

19 ジュニアコーチ 丸山　寿明 まるやま　としあき 男 鹿角市スキー連盟 秋田県

　以下、強化委員会管轄　/　ＳＡＪジュニアチーム　
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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 渡部　暁斗 わたべ　あきと 男 1988年5月26日 27 北野建設㈱スキークラブ 長野県

2 渡部　善斗 わたべ　よしと 男 1991年10月4日 23 北野建設㈱スキークラブ 長野県

3 加藤　大平 かとう　たいへい 男 1984年7月30日 30 サッポロノルディックスキークラブ 北海道

4 永井　秀昭 ながい　ひであき 男 1983年9月5日 31 岐阜日野自動車スキークラブ 岐阜県

5 渡部　剛弘 わたなべ　たけひろ 男 1993年7月13日 22 明治大学 学連

6 山元　　豪 やまもと　ごう 男 1995年1月27日 20 早稲田大学 学連

7 清水亜久里 しみず　あぐり 男 1992年3月9日 23 田口スキークラブ 新潟県

8 曽根原　郷 そねはら　ごう 男 1993年10月1日 21 明治大学 学連

9 堀米　翔大 ほりごめ　しょうた 男 1994年4月14日 21 日本大学 学連

No. 氏名 ふりがな 性別 生年月日 年齢 チーム名 加盟団体

10 山本　涼太 やまもと　りょうた 男 1997年5月13日 18 飯山高等学校 長野県

11 永峯　寿樹 ながみね　ひさき 男 1997年4月29日 18 飯山北高等学校 長野県

12 中村　優斗 なかむら　ゆうと 男 1997年8月2日 17 飯山高等学校 長野県

13 木村　吉大 きむら　よしひろ 男 1998年7月24日 16 花輪高等学校 秋田県

14 傳田　英郁 でんだ　ひでふみ 男 1997年12月16日 17 飯山高等学校 長野県

15 湯瀬　　瞬 ゆぜ　ひびき 男 1998年12月7日 16 小坂高等学校 秋田県

16 三ケ田泰良 みかた　たいら 男 1998年3月5日 17 盛岡中央高等学校 岩手県

17 宮﨑　敬太 みやざき　けいた 男 2000年3月1日 15 花輪高等学校 秋田県

18 小林朔太郎 こばやし　さくたろう 男 2000年5月29日 15 草津中学校 群馬県

19 木村　幸大 きむら　こうだい 男 2001年6月6日 14 花輪第二中学校 秋田県
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