
NO 区　分 氏　　名 役　　　　職

1 団　長
はやさか　たかし

早坂　　孝
山形県体育協会
副会長

2 副団長
かん　よしじ

菅　　義治
山形県スキー連盟
会長

3 副団長
うんの　こうじ

海野　耕二
山形県教育庁スポーツ保健課
競技スポーツ推進室　室長

4 総監督
きりゅう　まさたか

桐生　正貴
山形県スキー連盟
競技本部長

5 総　務
あべ　たかし

阿部　　孝
山形県教育庁スポーツ保健課
競技スポーツ推進室　室長補佐

6 総　務
よねやま　まさかず

米山　正和
山形県教育庁スポーツ保健課
競技スポーツ推進室　競技スポーツ専門員

7 総　務
あべ　あつし

阿部　敦司
山形県教育庁スポーツ保健課
競技スポーツ推進室　競技スポーツ主査

8 総　務
おかざき　まさみ

岡崎　正美
山形県スキー連盟
総務本部長

9 総　務
かとう　おさむ

加藤　　治
山形県体育協会
事務局次長

10 総　務
くまがい　たかし

熊谷　隆史
山形県スキー連盟
副理事長

11 帯同ドクター
いだ　ひでお

井田　英雄
山形県立総合療育訓練センター
所長（医師）

山形県旗手：山科博史（やましな　ひろふみ）　ジャイアントスラローム成年男子B

丸光建設工業　勤務 ２８歳

代表宣誓者：遠藤晃太（えんどう　こうた）　スペシャルジャンプ成年男子B

山形市体育協会　勤務 ２９歳

第６９回国民体育大会冬季大会スキー競技会

 山形県本部役員名簿



 

 

 

第６９回国民体育大会 冬季大会 出場者名簿 

 

競 技 名 会場地（会場名） 人数 
 

 

 

    

スキー競技（ジャイ

アントスラローム） 

山形県山形市蔵王温泉 

（蔵王温泉スキー場ハーネンカムコース） 
３３ 

 

 

種 別 

監 督 

コーチ 

選 手 

 

氏   名 

 

所属（勤務先・学校） 

 

出身中学校 

（少年のみ） 

 

出身市町村 

 監督 庄司  優 日大山形高校  山形市 

 コーチ 鏡  英樹 新庄北最上校  山形市 

 コーチ 栗原 裕俊 米沢中央高校  米沢市 

 コーチ 尾田 憲昭 米沢工業高校  川西町 

 コーチ 秋葉 秀正 神町自衛隊  天童市 

 コーチ 岡崎 有雨仁 ヒューゲル・ジョーニダ  山形市 

 コーチ 工藤 健一 米澤屋  西川町 

 コーチ 廣川 由香 羽山スキー研究会  小国町 

 トレーナー 原田 扇人 ゆうき整形  最上町 

成年男子Ａ 選手 清野 嵩悠 早稲田大学１年  朝日町 

成年男子Ａ 選手 小原 健汰 東海大学１年  鶴岡市 

成年男子Ａ 選手 沖野 省吾 明治大学１年  竹原市 

成年男子Ｂ 選手 山科 博史 丸光建設工業  戸沢村 

成年男子Ｂ 選手 叶 靖長 神町自衛隊スキークラブ  松山町 

成年男子Ｂ 選手 渋谷  昇 湯殿山スキークラブ  鶴岡市 

成年男子Ｃ 選手 瀧澤宏臣 日建総業 SC  米沢市 

成年男子Ｃ 選手 阿部 勇太 (株)アルペン スポーツデポ  山形市 

成年男子Ｃ 選手 三浦 司 仙台駐屯地 第 2 陸曹教育隊  遊佐町 

少年男子 選手 深瀬 悟志 日大山形高校２年 山形四中 山形市 

少年男子 選手 雲野 ジャスティン 日大山形高校２年 信濃中 信濃町 

少年男子 選手 阿部 秀崇 新庄北最上校２年 松山中 酒田市 

少年男子 選手 三上 大我 山形中央高校１年 川崎町立富岡中 川崎町 

少年男子 選手 長友 海夢 日大山形高校３年 間々田中 小山市 

少年男子 選手 伊東 拓朗 日大山形高校２年 蔵王二中 山形市 

成年女子Ａ 選手 庄司 彩那 法政大学２年  山形市 

成年女子Ａ 選手 上野世玲奈 日本大学１年  庄内町 

成年女子Ａ 選手 須永 萌里 日本女子体育大学２年  米沢市 



 

 

成年女子Ｂ 選手 赤松 かおり 陸東レーシング  最上町 

成年女子Ｂ 選手 村山 彩佳 神町自衛隊スキークラブ  天童市 

少年女子 選手 松浦 佳也乃 日大山形高校２年 国府台女子学院中学部 東京都墨田区 

少年女子 選手 渋谷 光 日大山形高校２年 朝日中 鶴岡市 

少年女子 選手 野川 咲希 日大山形高校２年 玉野中 尾花沢市 

少年女子 選手 中澤 歩里 米沢中央高校３年 米沢五中 米沢市 

 



 

 

第６９回国民体育大会 冬季大会 出場者名簿 

 

競 技 名 会場地（会場名） 人数  

 

 
スキー 

（クロスカントリー） 

山形県上山市 

（蔵王坊平クロカンコース） 
３１ 

 

 

種 別 

監 督 

コーチ 

選 手 

 

氏   名 

 

所属（勤務先・学校） 

 

出身中学校 

（少年のみ） 

 

出身市町村 

 監督 高橋鉄也 新庄北高高校教諭  最上町 

 コーチ 大場正浩 金山高校教諭  最上町 

 コーチ 渡部淳一 北村山高校教諭  最上町 

 コーチ 奥山清人 自営  尾花沢市 

 コーチ 丸山夏慶 東京農業大コーチ  米沢市 

 コーチ 須藤康太 やまがたスポーツパーク株式会社  金山町 

 コーチ 須藤千郁 金山町教育委員会  金山町 

 コーチ 小屋弘樹 新庄中学校教員  東根市 

 トレーナー 早坂ひとみ はやさか接骨院  東根市 

成男Ｃ 選手 高橋直博 金山ＸＣスキークラブ  金山町 

成男Ｂ 選手 高橋哲也 神町自衛隊  尾花沢市 

成男Ｂ 選手 折原亮二 神町自衛隊  尾花沢市 

成男Ｂ 選手 早坂武紀 陸東レーシング  最上町 

成男Ａ 選手 鈴木貴弘 中央大学２年  米沢市 

成男Ａ 選手 杉沼聖平 上山アルペン  寒河江市 

成男Ａ 選手 渋井洋佑 明治大学１年  最上町 

成女Ｂ 選手 矢口小百合 陸東レーシング  鮭川村 

成女Ｂ 選手 青木富美子 真室川レーシング  真室川町 

成女Ａ 選手 五十嵐優花 早稲田大学３年  金山町 

成女Ａ 選手 有路杏子 早稲田大学２年  尾花沢市 

成女Ａ 選手 大丸芽美 龍谷大学３年  青森県野辺地町 

少年男 選手 下山大輔 北村山高校２年 最上中 最上町 

少年男 選手 柴﨑俊輔 北村山高校２年 尾花沢中 尾花沢市 

少年男 選手 沼澤竜介 北村山高校２年 尾花沢中 尾花沢市 

少年男 選手 柏倉一輝 新庄北高校２年 常盤中 尾花沢市 

少年男 選手 古瀬友博 新庄北高校２年 常盤中 尾花沢市 

少年男 選手 渡辺皓大 北村山高校１年 尾花沢中 尾花沢市 

少年女 選手 五十嵐美鈴 北村山高校１年 真室川中 真室川町 



 

 

少年女 選手 田村 希 北村山高校１年 玉野中 尾花沢市 

少年女 選手 石山里夏 北村山高校３年 最上中 最上町 

少年女 選手 五十嵐萌 新庄北高校１年 常盤中 尾花沢市 

 

 



 

 

第６９回国民体育大会 冬季大会 出場者名簿 

 

競 技 名 会場地（会場名） 人数 
 

 

 

    

スペシャルジャンプ・ 

コンバインド 

山形県山形市 蔵王ジャンプ台 

山形県上山市 坊平高原クロスカントリー競技場 

１７ 

 

 

種 別 

監 督 

コーチ 

選 手 

 

氏   名 

 

所属（勤務先・学校） 

 

出身中学校 

（少年のみ） 

 

出身市町村 

 監督 二瓶裕治 山形市役所  山形市 

 コーチ 遠藤正彦 ネクスト環境コンサルタント  米沢市 

 コーチ 丸田徹 山形県水質保全協会  米沢市 

 コーチ 桐生貴幸 桐生建設  米沢市 

 コーチ 高橋克昌 神町自衛隊  米沢市 

 コーチ 古澤渉 置賜広域行政事務組合消防本部  米沢市 

 トレーナー 藤原信介 北翔大学体育管理ｾﾝﾀｰ  札幌市 

成年B 選手 鈴木康哲 東北警備保障  米沢市 

成年 B 選手 遠藤晃太 公益財団法人山形市体育協会  米沢市 

成年 B 選手 久保貴寛 公益財団法人山形県体育協会  札幌市 

成年A 選手 佐々木悠兵 日本空調サービス  米沢市 

成年A 選手 向田祐也 東洋大学２年  山形市 

少年 選手 島貫寛基 米沢工業高校３年 米沢第六 米沢市 

少年 選手 情野匡紀 九里学園高校２年 米沢第三 米沢市 

少年 選手 髙橋昂士 米沢興譲館高校１年 米沢第一 米沢市 

少年 選手 白木信之助 米沢工業高校１年 米沢南原 米沢市 

少年 選手 五十嵐陽介 米沢第三中学校３年 米沢第三 米沢市 
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