
人数

33名

監督 勤務先

種　別 コーチ 氏名 所属 学年 出身市町村

選手 学校名 （少年のみ）

1 監督 庄司　優 日大山形高校 山形市

2 コーチ 鏡　英樹 新庄北高最上校 山形市

3 コーチ 尾田　憲昭 寒河江高校 山形市

4 コーチ 秋葉　秀正 神町自衛隊 天童市

5 コーチ 工藤　健一 米澤屋 西川町

6 コーチ 加藤 善徳 神町自衛隊 天童市

7 コーチ 孫田 美佐子 縄文そばの館 長井市

8 コーチ 廣川　由香 小国小学校 小国町

9 トレーナー 原田　扇人 ゆうき整形外科 最上町

10 成年男子Ａ 選手 山科 博史 丸光建設工業 戸沢村

11 成年男子Ａ 選手 結城 智裕 東海大学 2年 最上町

12 成年男子Ａ 選手 岡崎 慎之介 ㈱アルペン 山形市

13 成年男子Ｂ 選手 渋谷 昇 ㈱テクニカグループジャパン 鶴岡市

14 成年男子Ｂ 選手 堀 裕司 神町自衛隊 大江町

15 成年男子Ｂ 選手 叶　靖長 神町自衛隊 松山町

16 成年男子Ｃ 選手 瀧澤宏臣 日建総合SC 米沢市

17 成年男子Ｃ 選手 生田秀治 みちのく村山農業協同組合 尾花沢市

18 成年男子Ｃ 選手 三浦　司 神町自衛隊 遊佐町

19 少年男子 選手 小原 健汰 日大山形高校 2年 鶴岡一中 鶴岡市

20 少年男子 選手 清野 嵩悠 山形中央高校 3年 朝日中 朝日町

21 少年男子 選手 五十嵐玄 山形中央高校 3年 鶴岡四中 鶴岡市

22 少年男子 選手 赤松　貴大 新庄北高最上校 3年 最上中 最上町

23 少年男子 選手 佐藤　慎太郎 山形第一中学校 2年 山形一中 山形市

24 少年男子 選手 宮田　順平 山形中央高校 3年 米沢一中 米沢市

25 成年女子Ａ 選手 鈴木 咲 新潟大学 3年 長井市

26 成年女子Ａ 選手 加藤 稚子 青山学院大学 4年 米沢市

27 成年女子Ａ 選手 庄司　梨乃 大東文化大学 2年 山形市

28 成年女子Ｂ 選手 村山 彩佳 神町自衛隊 天童市

29 成年女子Ｂ 選手 早川 美雪 慶應大学OB山形SC 天童市

30 少年女子 選手 上野　世玲奈 日大山形高校 1年 立川中 庄内町

31 少年女子 選手 庄司 彩那 日大山形高校 3年 蔵王二中 山形市

32 少年女子 選手 松下　紗英 山形中央高校 3年 松陵中 仙台市

33 少年女子 選手 渋谷　光 鶴岡市立朝日中学校 3年 朝日中 鶴岡市

第６７回国民体育大会冬季大会スキー競技会　出場者名簿

競技会（種目） 会場地（会場名）

スキー（ジャイアントスラローム） 岐阜県高山市（飛騨ほおのき平スキー場）

出身中学校



人数

28

監督 勤務先 出身中学校

種　別 コーチ 氏名 所属 学年 出身市町村

選手 学校名 （少年のみ）

1 監督 高橋　英昭 冨士スポーツ 尾花沢市

2 コーチ 杉沼　智 北村山高等学校 最上町

3 コーチ 高橋　鉄也 新庄北高等学校 最上町

4 コーチ 大場　正浩 金山高等学校 最上町

5 コーチ 菊地隆市郎 神町自衛隊 米沢市

6 コーチ 丸山　夏慶 東京農業大学 米沢市

7 コーチ 丸山　一仁 東京農業大学 米沢市

8 コーチ 堀米　裕輔 東京農業大学 鮭川村

9 トレーナー 早坂ひとみ はやさか接骨院 東根市

10 少年男子 選手 小沼　大樹 北村山高等学校 3 金山中 金山町

11 少年男子 選手 阿部　譲 北村山高等学校 2 尾花沢中 尾花沢市

12 少年男子 選手 荒木　智史 新庄北高等学校 3 福原中 尾花沢市

13 少年男子 選手 渋井　洋佑 北村山高等学校 2 最上中 最上町

14 少年男子 選手 藤山　響 金山高等学校 2 金山中 金山町

15 少年男子 選手 東海林翔太 新庄北高等学校 3 福原中 尾花沢市

16 少年女子 選手 三浦　友維 新庄北高等学校 3 玉野中 尾花沢市

17 少年女子 選手 石山穂菜美 新庄北高等学校 2 最上中 最上町

18 少年女子 選手 工藤　和瑚 真室川高等学校 3 福原中 尾花沢市

19 少年女子 選手 斎藤　里穂 真室川高等学校 2 真室川中 真室川町

20 成年男子A 選手 杉沼　聖平 明治大学 3 寒河江市

21 成年男子A 選手 三浦　史敬 明治大学 3 尾花沢市

22 成年男子A 選手 原田　健人 東洋大学 2 舟形町

23 成年男子B 選手 髙橋　哲也 神町自衛隊 尾花沢市

24 成年男子B 選手 折原　亮二 神町自衛隊 米沢市

25 成年男子C 選手 高橋　直博 金山スキークラブ 米沢市

26 成年女子A 選手 矢口小百合 山形県体育協会 鮭川村

27 成年女子A 選手 須藤　千郁 日本大学 4 金山町

28 成年女子A 選手 大丸　芽美 龍谷大学 1 野辺地町

第６７回国民体育大会冬季大会スキー競技会　出場者名簿

競技会（種目） 会場地（会場名）

　クロスカントリー 岐阜県高山市（鈴蘭高原距離競技場）　



人数

13

監督 勤務先

種　別 コーチ 氏名 所属 学年 出身市町村

選手 学校名 （少年のみ）

1 監　督 丸田　徹 山形県水質保全協会 米沢市

2 コーチ 高橋　廣喜 神町自衛隊 米沢市

3 コーチ 高橋　克昌 神町自衛隊 米沢市

4 コーチ 桐生　貴幸 桐生建設 米沢市

5 トレーナー 藤原　信介 北翔大学体育管理ｾﾝﾀｰ 札幌市

6 成年Ｂ 選　手 鈴木　康哲 東北警備保障 米沢市

7 成年Ａ 選　手 遠藤　晃太 山形市体育協会 米沢市

8 成年Ａ 選　手 佐々木　悠兵 日本空調サービス 米沢市

9 成年Ａ 選　手 西村　亮馬 神町自衛隊 山形市

10 少年 選　手 向田　祐也 山形工業高等学校 3 山形第八 山形市

11 少年 選　手 島貫　寛基 米沢工業高等学校 1 米沢第六 米沢市

12 少年 選　手 情野　匡紀 米沢市立第三中学校 3 米沢第三 米沢市

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

第６７回国民体育大会冬季大会スキー競技会　出場者名簿

競技会（種目） 会場地（会場名）

スキー（ジャンプ・コンバインド） 岐阜県高山市（鈴蘭シヤンツェ）

出身中学校


