
 

 

第７３回国民体育大会冬季大会スキー競技会 本部役員名簿 
 

NO 区 分 氏 名 役   職 

１ 団 長 小山  寛 （公財）山形県体育協会 副会長 

２ 副団長 桐生 正貴 山形県スキー連盟 副会長 

３ 総監督 斎藤 智昭 山形県スキー連盟 競技本部長 

４ 総 務 貝田 裕昭 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

５ 総 務 村岡 龍一 山形県教育庁スポーツ保健課 競技スポーツ推進室 指導主事

６ 総 務 小笠原 俊行 山形県スキー連盟 理事長 

７ 総 務 佐藤 司郎 山形県スキー連盟 副理事長 

８ 総 務 熊谷 隆史 山形県スキー連盟 競技副本部長 

９ 総 務 佐藤 重実 （公財）山形県体育協会 事務局次長  

10 帯同ドクター 結城 正明 ゆうき整形外科 整形外科医 

 

 

 

山形県選手団 参加人数一覧 

 ジャイアント 

スラローム 

クロスカントリー スペシャルジャンプ 

コンバインド 

監督 １ １ １ 

コーチ ６ ６ ４ 

トレーナー １ １ １ 

成年男子 ９ ５ ５ 

成年女子 ５ ５ － 

少年男子 ６ ６ ４ 

少年女子 ４ ４ － 

計 ３２ ２８ １５ 

本部役員 １０ 

合計 ８５ 

 

 

 ＊山形県旗手 鈴木 貴弘（すずき たかひろ）；所属｛米沢スキークラブ｝ 

        成年男子Ａ クロスカントリー競技出場 



人数

32

種　別
監　督
コーチ
選　手

氏　　　名 勤務先・所属・学校名

出　身
中学校
（少年の

み）

出身市町村

1  監　督 庄司　　優 日大山形高校（教）  山形市

2  コーチ 鏡　　英樹 山形工業高校（教）  山形市

3  コーチ 菊地　勉 山形中央高校（教）  山形市

4  コーチ 尾田　憲昭 長井工業高校（教）  川西町

5  コーチ 秋葉　秀正 神町自衛隊  天童市

6  コーチ 阿部　巧 T-tune  酒田市

7  コーチ 廣川　由香 豊田小学校（教）  小国町

8  ﾄﾚｰﾅｰ 原田　扇人 山形県体育協会  山形市

9 成年男子Ａ 選　手 清野　嵩悠 ㈱置環 　 朝日町

10 成年男子Ａ 選　手 結城　智裕 ㈱置環 　 最上町

11 成年男子Ａ 選　手 佐藤　慎太郎 慶應義塾大学 　 山形市

12 成年男子Ｂ 選　手 山科　博史 ㈱置環 　 戸沢村

13 成年男子Ｂ 選　手 叶　靖長 神町自衛隊スキークラブ 　 松山町

14 成年男子Ｂ 選　手 村松　誠 神町自衛隊スキークラブ 　 東根市

15 成年男子Ｃ 選　手 清水　一宏 山形県山形警察署 　 山形市

16 成年男子Ｃ 選　手 粟野　忠信 NPO法人上山アルペンクラブ 　 上山市

17 成年男子Ｃ 選　手 武田　匡央 山辺郵便局 　 山形市

18 少年男子 選　手 阿部　克海 山形中央高校 松山中 酒田市

19 少年男子 選　手 鏡　　大聖 山形中央高校 最上中 最上町

20 少年男子 選　手 高田　隼之介 日大山形高校 信濃中 山形市

21 少年男子 選　手 佐藤　柚貴 日大山形高校 最上中 最上町

22 少年男子 選　手 大宮　康太郎 日大山形高校 蔵王一中 山形市

23 少年男子 選　手 伊東　周悟 日大山形高校 蔵王一中 山形市

24 成年女子Ａ 選　手 鈴木　千晴 明治学院大学 山形市

25 成年女子Ａ 選　手 佐藤　真冬 青山学院大学 鶴岡市

26 成年女子Ａ 選　手 小田　はるな 国士館大学 新庄市

27 成年女子Ｂ 選　手 丸子　由里香 ㈱置環 美唄町

28 成年女子Ｂ 選　手 鈴木　咲 飯豊町役場 長井市

29 少年女子 選　手 越後　英美華 日大山形高校 大蔵中 大蔵村

30 少年女子 選　手 宮澤　莉央 日大山形高校 浅間中 山形市

31 少年女子 選　手 株木　葵 日大山形高校 天童四中 天童市

32 少年女子 選　手 五十嵐　紫乃 山形中央高校 鶴岡四中 鶴岡市

第７３回国民体育大会冬季大会　スキー競技会　出場者名簿

競技名（種目） 会　場　地　（会　場　名）

スキー
（ジャイアントスラローム）

新潟県（赤倉観光リゾートスキー場）



人数

28

種　別
監　督
コーチ
選　手

氏　　　名 勤務先・所属・学校名
出　身
中学校

（少年のみ）

出身市町村

1 監督 高橋　鉄也 新庄北高校（教）  最上町
2 コーチ 大場　正浩 新庄南高校金山校（教）  最上町
3 コーチ 渡部　淳一 北村山高校（教）  最上町
4 コーチ 丸山　夏慶 東京農業大学（職）  米沢市
5 コーチ 高橋　英昭 農業 尾花沢市
6 コーチ 小沼　翔 金山町クロスカントリースキークラブ 金山町
7 コーチ 沼澤　竜介 山形大学 尾花沢市
8 トレーナー 早坂　ひとみ はやさか接骨院  東根市
9 成年男子Ａ 選手 鈴木　貴弘 米沢スキークラブ 米沢市
10 成年男子Ａ 選手 坂木　宥也 日本大学 尾花沢市
11 成年男子Ａ 選手 古瀬　友博 東海大学 尾花沢市
12 成年男子Ｂ 選手 正野　貴大 神町自衛隊ＳＣ 金山町
13 成年男子Ｃ 選手 阿部　悟 神町自衛隊ＳＣ 尾花沢市
14 少年男子 選手 佐藤　凌 北村山高校 真室川中 真室川町
15 少年男子 選手 石山　柊平 北村山高校 尾花沢中 尾花沢市
16 少年男子 選手 渡辺　啓豊 北村山高校 尾花沢中 尾花沢市
17 少年男子 選手 齊藤　拓斗 新庄北高校 真室川中 真室川町
18 少年男子 選手 菊地　哲 九里学園高校 米沢第五中 米沢市
19 少年男子 選手 落合　稜介 北村山高校 尾花沢中 尾花沢市
20 成年女子Ａ 選手 五十嵐　萌 日本大学 尾花沢市
21 成年女子Ａ 選手 石山　里夏 東海大学  最上町
22 成年女子Ａ 選手 田村　希 京都産業大学 尾花沢市
23 成年女子Ｂ 選手 近田　沙稀 米沢スキークラブ 米沢市
24 成年女子Ｂ 選手 青木　富美子 真室川レーシング  真室川町
25 少年女子 選手 高橋　佳奈子 新庄南高金山校 金山中 金山町
26 少年女子 選手 本間　夏奈 北村山高校 尾花沢中 尾花沢市
27 少年女子 選手 須賀　愛依 新庄北高校 金山中 金山町
28 少年女子 選手 下山　華奈 北村山高校 最上中 最上町

第73回国民体育大会冬季大会　スキー競技会　出場者名簿

競技名（種目） 会　場　地　（会　場　名）

スキー（クロスカントリー）

新潟県妙高市（妙高赤倉スキー場）

「にいがた妙高はね馬国体」新潟県妙高市
（池の平クロスカントリー競技場）



 

 

第７３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（ジャンプ

・コンバインド） 

新潟県妙高市（妙高高原赤倉シャンツェ） １５ 

 

 

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 鈴木 康晢 東北警備保障  米沢市 

 コーチ 桐生 貴幸 (有)桐生建設  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 

 コーチ 五十嵐 陽介 向建設  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 

成年男子B 選手 遠藤 晃太 (公財)山形市体育協会  米沢市 

成年男子 A 選手 島貫 寛基 山形県社会福祉事業団  米沢市 

成年男子 A 選手 近田 隼人 早稲田大学  米沢市 

成年男子 A 選手 情野 匡紀 (株)置環  米沢市 

成年男子 A 選手 髙橋 昂士 山形大学  米沢市 

少年男子 選手 髙田 真亜稀 九里学園高等学校 白鷹中 白鷹町 

少年男子 選手 尾形 聖尚 九里学園高等学校 米沢第六中 米沢市 

少年男子 選手 高橋 剛流 米沢市立第五中学校 米沢第五中 米沢市 

少年男子 選手 山口 智也 米沢市立第四中学校 米沢第四中 米沢市 

      

      

      

      

      

      

 


	名簿１（本部役員 他）
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