
スピードスケートジュニア特別強化選手

女子 男子

1 飯　島　美　幸 佐久長聖高校(1) 1 寺　島　翔　平 佐久長聖高校(3)

2 朝　倉　由　佳 東海大三高校(1) 2 由　井　大　陽 佐久長聖高校(3)

3 中　村　杏　奈 東海大三高校(1) 3 由　井　篤　樹 佐久長聖高校(3)

4 小　林　真　実 岡谷南高校(2) 4 大　林　昌　仁 佐久長聖高校(1)

5 辻　中　杏　奈 岡谷南高校(2) 5 大　槻　貴　弘 岡谷南高校(3)

6 宮　澤　里　沙 市立長野高校(3) 6 村　上　　　匠 小海高校(2)

7 奥　原　綱　希 市立長野高校(3)

8 由　井　　　翔 市立長野高校(3)

9 青　木　唯　人 市立長野高校(2)

スピードスケート国体強化選手

成年女子 成年男子

1 仁　科　有加那 日本電産サンキョー 1 長　島　圭一郎 日本電産サンキョー

2 神　谷　衣理那 日本電産サンキョー 2 加　藤　条　治 日本電産サンキョー

3 石　野　枝里子 日本電産サンキョー 3 上　條　有　司 日本電産サンキョー

4 小　平　奈　緒 相澤病院 4 清　水　勇　介 日本体育大学(4)

5 太　田　未奈美 山梨学院大学(4) 5 和　田　良　祐 日本体育大学(4)

6 清　水　玲　香 日本体育大学(3) 6 原　　　宏　彰 日本体育大学(3)

7 小　山　莉　奈 大東文化大学(3) 7 中　嶋　宣　成 日本体育大学(2)

8 坂　本　亜由美 大東文化大学(2) 8 石　原　大　暉 日本体育大学(1)

9 小　島　早　織 山梨学院大学(2) 9 武　井　博　史 専修大学(3)

10 牛　山　千　種 東京女子体育大(2) 10 小　林　拓　斗 専修大学(2)

11 小　林　仁　子 信州大学(1) 11 花　岡　宏　大 専修大学(1)

12 石　川　陽向子 信州大学(1) 12 熊　谷　　　僚 法政大学(4)

13 小　林　成　光 法政大学(3)

14 上　田　兼　規 法政大学(2)

15 生　野　昇　宏 関東学院大(4)

16 水　沢　　　翔 関東学院大(3)

17 小　林　　　忍 明治大学(2)

18 斉　川　哲　利 信州大学(4)

19 篠　原　岳　成 信州大学(3)

20 万　場　哲　也 信州大学(2)

21 由　井　拓　実 早稲田大学(4)

22 小　口　侑　亮 東洋大学(3)

23 村　上　祥　太 東洋大学(2)

24 中　村　健　斗 日本大学(1)

25 山　中　大　地 長野高専(5)

26 金　子　健太郎 東洋大学(4)
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スピードスケート国体強化選手

少年女子 少年男子

1 小金澤  美　沙 佐久長聖高校(3) 1 寺　島　翔　平 佐久長聖高校(3)

2 鷹　野　美　香 佐久長聖高校(2) 2 由　井　大　陽 佐久長聖高校(3)

3 飯　島　美　幸 佐久長聖高校(1) 3 由　井　篤　樹 佐久長聖高校(3)

4 井　出　望　月 佐久長聖高校(1) 4 駒　村　達　哉 佐久長聖高校(2)

5 土　屋　　　萌 佐久長聖高校(1) 5 桑　原　　　優 佐久長聖高校(2)

6 伊　藤  さゆり 東海大三高校(3) 6 上　地　一　馬 佐久長聖高校(1)

7 竹　村　美　咲 東海大三高校(1) 7 大　林　昌　仁 佐久長聖高校(1)

8 朝　倉　由　佳 東海大三高校(1) 8 渡　辺　雄　太 佐久長聖高校(1)

9 中　村　杏　奈 東海大三高校(1) 9 笠　原　堅　介 東海大三高校(2)

10 新　井　　　縁 岡谷南高校(2) 10 荻　原　　　卓 東海大三高校(1)

11 小　林　真　実 岡谷南高校(2) 11 大　槻　貴　弘 岡谷南(3)

12 辻　中　杏　奈 岡谷南高校(2) 12 花　岡　由　宗 岡谷南高校(2)

13 平　岡  萌奈美 岡谷南高校(1) 13 矢　島　友　喜 岡谷南高校(1)

14 北　澤　　　彩 岡谷南高校(1) 14 大　槻　祐　太 岡谷東高校(1)

15 金　澤　由希乃 軽井沢高校(2) 15 小　林　周　平 小海高校(3)

16 生　野　優　美 市立長野高校(3) 16 村　上　　　匠 小海高校(2)

17 宮　澤　里　沙 市立長野高校(3) 17 山　浦　大　明 小海高校(2)

18 原　　　瑞　木 市立長野高校(2) 18 山　中　敏　愛 小海高校(1)

19 佐　藤　真　帆 市立長野高校(2) 19 岩　下　　　聖 小海高校(1)

20 伊　藤  恵利花 市立長野高校(1) 20 伊　藤　雅　敏 市立長野高校(3)

21 小　池　朋　恵 市立長野高校(1) 21 奥　原　綱　希 市立長野高校(3)

22 中　澤　萌　子 清泉女学院高校(2) 22 由　井　　　翔 市立長野高校(3)

23 菊　池　萌　水 野沢北高校(3) 23 青　木　唯　人 市立長野高校(2)

24 上　條　八恵子 豊科高校(2) 24 土　屋　光　岐 市立長野高校(2)

25 児　島　朱　夏 大町高校(1) 25 久　保　宣　宗 市立長野高校(2)

26 池　上　真　以 下諏訪体協 26 由　井　昴　希 市立長野高校(1)

27 上　條　実　加 蟻ヶ崎高校(1) 27 市　河　俊　哉 長野吉田高校(2)

28 上　條　侑　香 塩尻志学館高校(1) 28 小　島　信一郎 長野高専(2)

29 小　松　勇　貴 南安曇農業高校(3)



平成22年度　長野県スケート連盟強化指定選手

平成22年6月5日指定
平成22年6月21日追加修正

スピードスケート国体強化選手

中学女子 中学男子

1 渡　辺　夏　純 川上中学校(3) 1 鶴　田　知　秀 川上中学校(3)

2 菊　池　純　礼 小海中学校(3) 2 由　井　勇　矢 川上中学校(2)

3 松　澤　優花里 佐久中学校(3) 3 新　海　太　智 川上中学校(2)

4 飯　島　可奈子 臼田中学校(1) 4 菊　原　魁　人 小海中学校(3)

5 曽　我　こなみ 諏訪西中学校(3) 5 大　沢　　　航 佐久東中学校(3)

6 萩　原　茉　衣 諏訪西中学校(3) 6 島　田　隆　平 軽井沢中学校(3)

7 藤　森　美　希 諏訪西中学校(2) 7 生　野　幸　太 軽井沢中学校(3)

8 藤　森　彩　香 諏訪西中学校(2) 8 本　間　丈　瑠 諏訪西中学校(2)

9 宮　嶋　未奈美 諏訪西中学校(1) 9 樋　口　雄　保 諏訪西中学校(2)

10 小　池　佑　奈 長峰中学校(2) 10 丸　山　幸　汰 永明中学校(2)

11 田　中　咲　帆 長峰中学校(2) 11 樋　口　諒　亮 長峰中学校(2)

12 竹　松　秋　美 南箕輪中学校(2) 12 牛　山　紘　貴 茅野東部中学校(3)

13 田　中　翔　子 宮田中学校(2) 13 横　森　拓　海 長野日大中学校(3)

14 伊　藤　美　咲 松川中学校(1) 14 上　原　大　知 中込中学校(2)

※　(財)日本スケート連盟への選手登録状況により指定選手を異動する。

ジュニア特別強化合宿

7月23日(金) － 8月 5日(木) 13泊14日 北海道：帯広市 特別強化選手

国体強化合宿

第１次 8月 6日(金) － 8月11日(水) 5泊6日 長野県：南牧村 中学生合同

第２次 10月 1日(金) － 10月 3日(日) 2泊3日 長野県：長野市

第３次 10月 8日(金) － 10月11日(月) 3泊4日 長野県：長野市 中学生合同

第４次 10月15日(金) － 10月17日(日) 2泊3日 長野県：長野市 中学生合同

第５次 11月 5日(金) － 11月 7日(日) 2泊3日 長野県：長野市

第６次 12月27日(月) － 12月30日(木) 3泊4日 長野県：茅野市

第７次 1月23日(日) － 1月25日(火) 2泊3日 青森県：八戸市 国体選手

スピードスケート強化合宿


