
スピードスケート

特別選考選手
女子　12名

1 高見澤　萌　愛 小海高校 (3) 7 宮　坂　美　紅 東海大諏訪高校 (1)
2 畠　山　雪　菜 小海高校 (2) 8 清　水　叶　華 伊那西高校 (3)
3 近　藤　杏　菜 東海大諏訪高校 (3) 9 北　原　伊　織 岡谷東高校 (2)
4 外ノ池　彩　恵 東海大諏訪高校 (2) 10 新　海　彩菜恵 野沢北高校 (1)
5 小　平　美優瑠 東海大諏訪高校 (2) 11 野　明　花　菜 岡谷南高校 (2)
6 林　　　ひよな 東海大諏訪高校 (1) 12 賀　来　春　音 岡谷南高校 (1)

男子　10名

1 高見澤　匠　冴 小海高校 (3) 6 渡　邉　一　冴 市立長野高校 (3)
2 井　出　雄　斗 小海高校 (3) 7 菊　原　　　颯 市立長野高校 (2)
3 吉　澤　柊　威 小海高校 (3) 8 今　井　寛　人 佐久長聖高校 (3)
4 原　　　瑞　樹 小海高校 (2) 9 松　田　臣　二 諏訪実業高校 (3)
5 佐々木　翔　夢 小海高校 (1) 10 北　原　伊　吹 岡谷東高校 (3)

国体強化選手
成年女子　26名

1 小　平　奈　緒 相沢病院 14 藤　原　美　来 大東文化大学 (4) ☆
2 高　木　菜　那 日本電産サンキョー 15 賀　来　真　穂 大東文化大学 (4)
3 小　山　香　月 日本電産サンキョー 16 福　岡　歩　里 大東文化大学 (1)
4 辻　本　有　沙 （株）電算 17 藤　森　優　衣 山梨学院大学 (4) ☆
5 山　田　梨　央 直富商事株式会社 18 上　條　真　綺 山梨学院大学 (2)
6 松　本　芽　依 信州大学 19 小　池　佑　奈
7 両　角　ほのか 信州大学 (3) 20 神　長　汐　音 全日空商事株式会社
8 花　岡　瑚　徒 信州大学 (2) 21 五　味　真佑花 長野美術専門学校
9 宮　澤　里　緒 信州大学 (2) 22 篠　原　理　沙 帝産クラブ
10 両　角　有　乃 高崎健康福祉大学 (2) 23 百　瀬　愛　美 浜の湯
11 矢　澤　明　里 高崎健康福祉大学 (2) 24 宮　澤　茉　那 八戸学院大学 (2)
12 矢　崎　萌　夏 高崎健康福祉大学 (1) 25 宮　川　鈴　佳 日本体育大学 (1) ☆
13 牛　山　莉　奈 高崎健康福祉大学 (1) 26 西　原　万　葉 日本体育大学 (1)

成年男子　52名
1 ウイリアムソン師円 日本電産サンキョー 27 鈴　木　柾　也 日本体育大学 (4)
2 長谷川　　　翼 日本電産サンキョー 28 五　味　春　喜 日本体育大学 (1)
3 土　屋　　　陸 日本電産サンキョー 29 原　　　　　泰 大東文化大学 (3)
4 久　保　向　希 日本電産サンキョー 30 井　出　城　吉 大東文化大学 (2)
5 伊　藤　貴　裕 日本電産サンキョー 31 北　瀬　祥　実 大東文化大学 (2)
6 山　田　将　矢 日本電産サンキョー 32 齊　藤　伊　織 大東文化大学 (1)
7 山　中　大　地 （株）電算 33 杉　田　駿　介 高崎健康福祉大学 (4) ☆
8 菊　池　耕　太 医療法人　恵仁会 34 新　井　　　塁 高崎健康福祉大学 (4)
9 菊　池　哲　平 帝産クラブ 35 松　田　卓　也 高崎健康福祉大学 (4)
10 小　島　良　太 エムウエーブ 36 松　本　竜　弥 高崎健康福祉大学 (3)
11 小　池　克　典 全日空商事株式会社 37 林　　　航　輝 高崎健康福祉大学 (1)
12 原　　　眞　尋 山梨学院大学 (4) 38 向　山　恭　平 明治大学 (4)
13 渡　辺　悠　次 山梨学院大学 (4) 39 篠　原　孝　尚 早稲田大学 (3) ☆
14 後　藤　愛　尊 山梨学院大学 (4) 40 伊　藤　誠　悟 早稲田大学 (3)
15 柳　沢　健太郎 山梨学院大学 (3) 41 田　中　大　雅 日本大学 (4)
16 両　角　元　太 山梨学院大学 (2) 42 矢　崎　堅　人 日本大学 (4)
17 黒　岩　龍太郎 東洋大学 (3) 43 新　井　雄　貴 日本大学 (3)
18 篠　原　優　人 東洋大学 (3) 44 油　井　威一郎 日本大学 (3)
19 由　井　楽　人 東洋大学 (2) 45 大　門　飛　路 日本大学 (3)
20 今　井　悠　翔 東洋大学 (2) 46 倉　坪　克　拓 日本大学 (2)
21 中　島　大　輔 東洋大学 (1) 47 保　科　健　照 日本大学 (1)
22 篠　原　健　人 東洋大学 (1) 48 村　上　聖　眞 信州大学 (2)
23 別府 亮士郎直泰 東洋大学 (1) 49 佐　原　貴　奎 法政大学 (3)
24 高見澤　光　希 専修大学 (4) 50 山　本　慶　汰 法政大学 (1)
25 原　　　純　夢 専修大学 (2) 51 濱　　　圭　裕 法政大学 (1)
26 三　井　晃　太 専修大学 (1) 52 林　　　翔　大 八戸学院大学 (1)
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少年女子　28名
1 矢　嶋　美　羽 佐久長聖高校 (3) 15 林　　　ひよな 東海大諏訪高校 (1)
2 荻　原　優　奈 佐久長聖高校 (2) 16 宮　坂　美　紅 東海大諏訪高校 (1)
3 高見澤　萌　愛 小海高校 (3) 17 宮　川　笑　佳 長野東高校 (1) ☆
4 畠　山　雪　菜 小海高校 (2) 18 鈴　木　花　梨 須坂創成高校 (2)
5 野　明　愛　結 岡谷南高校 (3) 19 日　向　彩　瑛 伊那西高校 (3)
6 向　井　彩　和 岡谷南高校 (2) 20 清　水　叶　華 伊那西高校 (3) ☆
7 野　明　花　菜 岡谷南高校 (2) 21 宮　下　歩　夢 岡谷東高校 (2)
8 倉　坪　佑　衣 岡谷南高校 (1) 22 北　原　伊　織 岡谷東高校 (2)
9 賀　来　春　音 岡谷南高校 (1) 23 宮　下　心　夢 岡谷東高校 (1)
10 花　岡　澄　珠 岡谷南高校 (1) 24 松　澤　亜　弥 下諏訪向陽高校 (1)
11 近　藤　杏　菜 東海大諏訪高校 (3) 25 大　江　真以子 下諏訪向陽高校 (1)
12 矢　崎　愛　佳 東海大諏訪高校 (3) 26 花　岡　澪　桜 下諏訪向陽高校 (1)
13 外ノ池　彩　恵 東海大諏訪高校 (2) 27 矢　﨑　鈴　佳 松本国際高校 (1) ☆
14 小　平　美優瑠 東海大諏訪高校 (2) 28 新　海　彩菜恵 野沢北高校 (1)

少年男子　41名
1 今　井　寛　人 佐久長聖高校 (3) 22 菊　原　　　颯 市立長野高校 (2)
2 櫻　井　利　正 佐久長聖高校 (3) 23 鷹　野　　　晴 市立長野高校 (2)
3 井　出　優　哉 佐久長聖高校 (2) 24 松　本　叶　夢 市立長野高校 (1) ☆
4 原　　　暁　津 佐久長聖高校 (1) 25 北　原　伊　吹 岡谷東高校 (3)
5 篠　原　拓　人 佐久長聖高校 (1) 26 吉　江　祐　哉 岡谷東高校 (3)
6 矢　嶋　央　輝 佐久長聖高校 (1) 27 酒　井　応　太 東海大諏訪高校 (3)
7 青　柳　玲　央 小海高校 (3) 28 小　松　遼　南 岡谷工業高校 (3)
8 朝　田　練　成 小海高校 (3) 29 羽多野　幸　宏 岡谷工業高校 (2)
9 井　出　雄　斗 小海高校 (3) 30 三　井　翔　太 岡谷工業高校 (1)
10 伊　藤　皐　稀 小海高校 (3) 31 佐々木　　　凜 岡谷工業高校 (1)
11 高見澤　匠　冴 小海高校 (3) 32 林　　　康　生 地球環境高校 (3)
12 藤　本　大　輝 小海高校 (3) 33 吉　澤　　　翔 地球環境高校 (2)
13 吉　澤　柊　威 小海高校 (3) 34 松　田　臣　二 諏訪実業高校 (3)
14 原　　　瑞　樹 小海高校 (2) 35 中　村　虎太郎 須坂創成高校 (2)
15 佐々木　翔　夢 小海高校 (1) 36 小　水　大　晟 須坂創成高校 (2)
16 菊　池　仁　貴 小海高校 (1) 37 田　原　秀　真 長野工業高校 (3)
17 榊　　　夏　惟 小海高校 (1) 38 中　村　龍太郎 長野工業高校 (2)
18 渡　邉　一　冴 市立長野高校 (3) 39 戸　田　　　弦 松本深志高校 (3)
19 伊　藤　武　蔵 市立長野高校 (3) 40 志　鷹　祐　吏 松本深志高校 (1)
20 原　　　風　蔵 市立長野高校 (3) 41 戸　谷　京　椰 諏訪清陵高校 (1)
21 髙　藤　　　歩 市立長野高校 (2)

中学Ａ女子　12名
1 吉　澤　　　葵 南牧中学校 (3) 7 三　井　こころ 上諏訪中学校 (1)
2 鶴　田　茜　羽 川上中学校 (3) 8 野　明  芽　衣 下諏訪中学校 (2)
3 鈴　木　和　花 臼田中学校 (3) 9 遠　藤　咲　季 高瀬中学校 (3)
4 和　田　咲　菜 富士見中学校 (3) 10 那　須  真　琴 高瀬中学校 (2)
5 平　林　美　優 長峰中学校 (3) 11 桃　井　颯　音 鉢盛中学校 (2)
6 北　原　　　雅 諏訪中学校 (3) 12 村　山　夏　愛 鉢盛中学校 (1) ☆

中学Ａ男子　13名
1 新　海　大　輝 南牧中学校 (2) 8 小　玉　隼　人 軽井沢中学校 (3)
2 佐々木　泰　雅 南牧中学校 (1) 9 髙　藤　健　吾 東御東部中学校 (3)
3 今　井　健　晴 川上中学校 (3) 10 平　林　龍　友 長峰中学校 (3)
4 髙見澤　雅　流 川上中学校 (2) 11 清　沢　天　真 塩尻中学校 (3)
5 篠　原　孝　平 小海中学校 (3) 12 武　田　來　侍 鉢盛中学校 (3)
6 村　井　奏　音 小海中学校 (2) 13 雨　宮　伊　吹 市立長野中学校 (3) ☆
7 伊　藤　大　剛 小海中学校 (1)



中学Ｂ女子　18名
1 萩　原　玲緒奈 原中学校 (2) 10 西　尾　友　里 鉢盛中学校 (1)
2 池　田　　　葵 長野東部中学校 (3) 11 宮　川　穂　佳 長野北部中学校 (1)
3 小　林　栞　菜 長峰中学校 (3) 12 青　木　ののせ 上諏訪中学校 (1)
4 河　野　亜依菜 箕輪中学校 (2) 13 由　井　心　埜 川上中学校 (1)
5 熊　崎　茜　音 原中学校 (2) 14 関　口　綾　野 南牧中学校 (1)
6 仲宗根　美　緒 上諏訪中学校 (2) 15 杉　浦　梨　心 下諏訪社中学校 (1)
7 荻　原　舞　音 軽井沢中学校 (2) 16 藤　森　姫　菜 原中学校 (1)
8 矢　島　華夏子 諏訪西中学校 (3) 17 林　　　れいな 茅野北部中学校 (1)
9 林　　　未　生 南牧中学校 (1) 18 中　澤　結　菜 諏訪清陵中学校 (1)

中学Ｂ男子　25名
1 黒　澤　慎　吾 小海中学校 (3) 14 金　子　来　聖 長峰中学校 (3)
2 茅　野　喜　一 上諏訪中学校 (3) 15 塩　月　直　己 松川中学校 (3)
3 長　岡　侑　汰 茅野東部中学校 (2) 16 倉　坪　宏　汰 岡谷西部中学校 (1)
4 鷲　尾　清　龍 長峰中学校 (2) 17 佐　藤　来　輝 広徳中学校 (1) ☆
5 太　田　正　清 下諏訪中学校 (2) 18 山　口　千　尋 櫻ヶ岡中学校 (1)
6 永　尾　謙　介 佐久長聖中学校 (2) 19 古屋野　佑　俐 軽井沢中学校 (1)
7 山　中　　　壇 川上中学校 (2) 20 福　田　敦　士 諏訪西中学校 (1)
8 武　舎　亮　佑 臼田中学校 (2) 21 戸　田　昊　生 永明中学校 (1)
9 矢　澤　泰　紀 長野東北中学校 (3) 22 川　上　颯一郞 川上中学校 (1)
10 宮　坂　　　樹 岡谷北部中学校 (3) 23 山　中　莉　輝 川上中学校 (1)
11 井　出　康　成 小海中学校 (3) 24 榊　　　純　弥 小海中学校 (1)
12 平　林　優　大 長野北部中学校 (3) 25 清　水　陸　翔 柳町中学校 (1)
13 押　田　陽　人 塩尻中学校 (3)

※ 中学強化Ｂ指定選手・・・・合宿参加なし、中高選抜参加、全信州・県スプリント資格あり
※ 所属名横に☆印が付いている選手は、スワンプロジェクト選考選手

☆スワンプロジェクト選考指定強化選手  （中学ＡＢ強化以外）

1

※ 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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