
スピードスケート

特別選考選手（特別強化事業(海外））
女子　2名 男子　4名

1 原　　　和　穂 佐久長聖高校 (3) 1 小　林　耕　大 佐久長聖高校 (3)
2 松　本　芽　依 伊那西高校 (1) 2 樋　口　諒　亮 市立長野高校 (3)

3 由　井　勇　矢 市立長野高校 (3)
4 伊　藤　貴　裕 市立長野高校 (3)

国体特別強化選手
女子　8名

1 藤　森　彩　香 市立長野高校 (3) 5 堀　　　久美子 伊那西高校 (2)
2 藤　森　美　希 佐久長聖高校 (3) 6 松　本　芽　依 伊那西高校 (1)
3 原　　　和　穂 佐久長聖高校 (3) 7 平　澤　春　佳 伊那北高校 (1)
4 山　田　梨　央 伊那西高校 (2) 8 堀　　　あかり 諏訪二葉高校 (1)

男子　8名
1 由　井　勇　矢 市立長野高校 (3) 5 新　海　太　智 佐久長聖高校 (3)
2 伊　藤　貴　裕 市立長野高校 (3) 6 林　　　莉　輝 佐久長聖高校 (1)
3 樋　口　諒　亮 市立長野高校 (3) 7 土　屋　　　陸 長野東高校 (2)
4 小　林　耕　大 佐久長聖高校 (3) 8 原　田　佳　祐 諏訪二葉高校 (1)

国体強化選手
成年女子　15名

1 小　平　奈　緒 相澤病院 9 生　野　優　美 大東文化大学 (4)
2 髙　木　菜　那 日本電産サンキョー 10 辻　中　杏　奈 大東文化大学 (3)
3 樋　　　沙　織 日本電産サンキョー 11 池　上　真　以 大東文化大学 (3)
4 中　村　杏　奈 信州大学 (2) 12 竹　村　美　咲 大東文化大学 (2)
5 新　井　　　縁 信州大学 (2) 13 松　澤　優花里 大東文化大学 (1)
6 按　田　　　心 信州大学 (2) 14 伊　藤　さゆり 山梨学院大学 (4)
7 宮　澤　里　沙 高崎健康福祉大学 (4) 15 朝　倉　由　佳 山梨学院大学 (2)
8 小　林　真　実 高崎健康福祉大学 (3)

成年男子　34名
1 長　島　圭一郎 日本電産サンキョー 18 新　井　洸太郎 東洋大学 (1)
2 加　藤　条　治 日本電産サンキョー 19 大　槻　貴　弘 法政大学 (4)
3 羽　賀　亮　平 日本電産サンキョー 20 小　林　周　平 法政大学 (4)
4 中　村　健　斗 日本電産サンキョー 21 矢　島　友　喜 法政大学 (2)
5 ｳｲﾘｱﾑｿﾝ 師　円 日本電産サンキョー 22 村　上　　　匠 信州大学 (3)
6 山　中　大　地 (株)電算 23 居　城　和　樹 信州大学 (3)
7 久　保　宣　宗 日本体育大学 (3) 24 大　澤　　　航 信州大学 (1)
8 小　池　健　太 日本体育大学 (1) 25 由　井　篤　樹 山梨学院大学 (4)
9 寺　島　翔　平 専修大学 (4) 26 由　井　　　翔 山梨学院大学 (4)
10 青　木　唯　人 専修大学 (3) 27 大　林　昌　仁 山梨学院大学 (2)
11 伊　藤　雅　敏 日本大学 (4) 28 山　中　敏　愛 山梨学院大学 (2)
12 笠　原　堅　介 日本大学 (3) 29 岩　下　　　聖 山梨学院大学 (2)
13 牛　山　紘　貴 日本大学 (1) 30 菊　池　哲　平 山梨学院大学 (1)
14 上　地　一　馬 東洋大学 (2) 31 生　野　幸　太 山梨学院大学 (1)
15 荻　原　　　卓 東洋大学 (2) 32 由　井　大　陽 早稲田大学 (4)
16 島　田　隆　平 東洋大学 (1) 33 菊　原　魁　人 慶應義塾大学 (1)
17 茅　野　直　樹 東洋大学 (1) 34 小　池　真　生 大東文化大学 (1)
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少年女子　24名
1 藤　森　美　希 佐久長聖高校 (3) 13 田　中　翔　子 東海大三高校 (3)
2 原　　　和　穂 佐久長聖高校 (3) 14 竹　松　秋　美 伊那西高校 (3)
3 新　海　妃　菜 佐久長聖高校 (1) 15 山　田　梨　央 伊那西高校 (2)
4 水　野　彩　萌 小海高校 (2) 16 堀　　　久美子 伊那西高校 (2)
5 山　浦　美和子 小海高校 (1) 17 日　向　晟　萌 伊那西高校 (2)
6 藤　森　彩　香 市立長野高校 (3) 18 松　本　芽　依 伊那西高校 (1)
7 西　原　稚　葉 市立長野高校 (2) 19 平　澤　春　佳 伊那北高校 (1)
8 細　田　京　香 市立長野高校 (1) 20 堀　　　あかり 諏訪二葉高校 (1)
9 保　科　玲　美 市立長野高校 (1) 21 横　内　彩　里 向陽高校 (1)
10 小　池　佑　奈 岡谷南高校 (3) 22 徳　永　紗　希 諏訪清陵高校 (1)
11 小　澤　侑利子 岡谷南高校 (1) 23 新　井　こず江 県ヶ丘高校 (3)
12 上　條　真理子 岡谷東高校 (3) 24 内　川　美　幸 県ヶ丘高校 (1)

少年男子　32名
1 小　林　耕　大 佐久長聖高校 (3) 17 今　井　裕　介 市立長野高校 (2)
2 新　海　太　智 佐久長聖高校 (3) 18 羽　深　　　剛 市立長野高校 (2)
3 狩　野　秀　輔 佐久長聖高校 (3) 19 本　間　丈　瑠 岡谷南高校 (3)
4 林　　　莉　輝 佐久長聖高校 (1) 20 上　條　将　司 岡谷南高校 (2)
5 石　原　朋　弥 佐久長聖高校 (1) 21 丸　山　幸　汰 東海大三高校 (3)
6 高見澤　　　涼 小海高校 (3) 22 土　屋　　　陸 長野東高校 (2)
7 岩　下　　　稜 小海高校 (3) 23 関　口　顯　一 長野工業高校 (2)
8 菊　池　耕　太 小海高校 (3) 24 遠　藤　竜　介 松代高校 (2)
9 菊　池　浩　樹 小海高校 (3) 25 伊　藤　研　太 松代高校 (1)
10 小　林　健　太 小海高校 (3) 26 矢　島　拓　海 松代高校 (1)
11 高見澤　　　匠 小海高校 (2) 27 小　島　良　太 屋代高校 (1)
12 篠　原　克　哉 小海高校 (1) 28 伊　藤　正　峻 屋代高校 (1)
13 樋　口　諒　亮 市立長野高校 (3) 29 原　田　佳　祐 諏訪二葉高校 (1)
14 由　井　勇　矢 市立長野高校 (3) 30 鮎　沢　雅　尚 諏訪清陵高校 (1)
15 伊　藤　貴　裕 市立長野高校 (3) 31 橋　爪　　　凱 伊那北高校 (1)
16 小　林　寛　和 市立長野高校 (3) 32 吉　森　大　和 南安曇農業 (1)

中学Ａ女子　11名
1 上　條　夏　歩 鉢盛中学校 (3) 7 神　長　汐　音 南牧中学校 (3)
2 小　林　瑠　果 長峰中学校 (3) 8 岩　下　　　楓 小海中学校 (3)
3 賀　来　真　穂 長峰中学校 (3) 9 小　山　香　月 長野東北中学校 (2)
4 松　本　瑠　奈 長峰中学校 (2) 10 両　角　ほのか 茅野北部中学校 (2)
5 藤　原　美　来 長野裾花中学校 (3) 11 両　角　有　乃 茅野北部中学校 (1)
6 藤　森　優　衣 諏訪西中学校 (3)

中学Ａ男子　15名
1 原　　　眞　尋 川上中学校 (3) 9 田　中　大　雅 宮田中学校 (3)
2 林　　　雅　人 川上中学校 (3) 10 高見澤　光　希 南牧中学校 (3)
3 渡　辺　悠　次 川上中学校 (3) 11 新　井　雄　貴 南牧中学校 (2)
4 佐　原　貴　奎 川上中学校 (3) 12 菊　池　岳　仁 原中学校 (2)
5 油　井　威一郎 川上中学校 (2) 13 小　池　克　典 長峰中学校 (2)
6 杉　田　駿　介 長野若穂中学校 (3) 14 伊　藤　誠　悟 長野広徳中学校 (2)
7 向　山　恭　平 諏訪南中学校 (3) 15 倉　坪　克　拓 岡谷西部中学校 (1)
8 半　田　雄　大 長野日大中学校 (3)

中学Ｂ女子　18名
1 五　味　美桜奈 富士見中学校 (3) 10 中　村　朱　里 鉢盛中学校 (1)
2 五　味　幸　花 富士見中学校 (2) 11 上　條　真　綺 鉢盛中学校 (2)
3 高見澤　和　穂 南牧中学校 (3) 12 水　野　愛　香 諏訪西中学校 (2)
4 高見澤　美　良 南牧中学校 (1) 13 林　　　友　妃 諏訪西中学校 (2)
5 友　野　　　遥 佐久中学校 (3) 14 高　橋　実　結 長野柳町中学校 (2)
6 今　井　亜　実 川上中学校 (3) 15 矢　澤　明　里 長野東北中学校 (1)
7 渡　邉　京　華 川上中学校 (3) 16 竹　村　篤　美 長峰中学校 (1)
8 日　向　茉　歌 南箕輪中学校 (2) 17 小　倉　志　織 上諏訪中学校 (1)
9 高　橋　莉　子 小海中学校 (2) 18 篠　原　まりん 茅野東部中学校 (1)



中学Ｂ男子　20名
1 松　田　卓　也 諏訪南中学校 (3) 11 柳　平　基　志 茅野北部中学校 (2)
2 苗　木　陽　空 諏訪南中学校 (1) 12 両　角　元　太 茅野北部中学校 (1)
3 杉　本　鉄　馬 軽井沢中学校 (3) 13 原　　　大　治 川上中学校 (2)
4 新　井　　　塁 鉢盛中学校 (3) 14 原　　　　　泰 川上中学校 (2)
5 樋　口　信　生 諏訪西中学校 (3) 15 原　　　純　夢 川上中学校 (1)
6 今　井　晴　大 諏訪西中学校 (1) 16 井　出　城　吉 川上中学校 (1)
7 笠　原　誠　矢 諏訪西中学校 (1) 17 松　本　竜　弥 伊那東部中学校 (2)
8 中　山　　　周 長野北部中学校 (2) 18 徳　永　航　希 茅野東部中学校 (2)
9 篠　原　　　謙 小海中学校 (2) 19 長　田　　　樹 茅野東部中学校 (1)
10 篠　原　孝　尚 小海中学校 (2) 20 林　　　伊　吹 南牧中学校 (1)

※ 中学強化Ｂ指定選手・・・・合宿参加なし、中高選抜参加資格あり

☆スワンプロジェクト選考指定女子　8名
1 佐　藤　真　由 小諸東中学校 (3) 5 宮　澤　茉　那 大町第一中学校 (1)
2 高　橋　実　結 長野柳町中学校 (2) 6 宮　川　鈴　佳 徳間小学校 (6)
3 友　野　　　恵 佐久中学校 (1) 7 高　橋　侑　花 中込小学校 (6)
4 宮　澤　里　緒 大町第一中学校 (1) 8 清　水　叶　華 今井小学校 (5)

☆スワンプロジェクト選考指定男子　2名
1 松　村　優　作 軽井沢中学校 (3) 2 緑　川　一　輝 徳間小学校 (6)

※ スワンプロジェクト選考指定強化選手・・・・希望者合宿参加可能、中高選抜資格なし
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