
平成 22 年度 

長野県スピードスケート 第２次国体強化合宿 

要  項 

2010/09/14
 

１．主催  長野県スケート連盟（以下「本連盟」という。） 

 

２．期日  平成２２年月１０月１日(金)－３日(日)  ２泊３日 

 

３．場所  エムウェーブ 

長野市北長池１９５   TEL：026-221-5174 

 

４．宿泊場所  旅館 大橋 

長野市川合新田７４９   TEL：026-221-2169 

 

５．指導者  本連盟スピード委員会コーチ団 

 

６．日程（予定） 

10 月 1 日(金)  10 月 2 日(土) 10 月 3 日(日)  

17:00 

17:30 

18:30－20:00 

20:45 

集合（旅館） 

練習移動 

氷上練習 

夕食 

  6:30－8:30 

  9:15 

12:30 

17:00－19:00 

20:00 

氷上練習 

朝食 

昼食 

氷上練習 

夕食 

6:30－8:30 

9:15 

10:00 

氷上練習 

朝食 

解散 

 

７．参加対象者  本年度本連盟スピードスケート国体強化選手に指定された者。ただし、中学生を除く。 

 

８．持ち物   トレーニング用具一式   保険証（コピー可）   印鑑(忘れないこと) 

 

９．参加申込  所定の参加申込書に記入のうえ、期日までに申し込むこと。 

(1) 申込締切日  平成２２年９月１７日（金） 必着 

(2) 申込先  〒394-0055 岡谷市字内山 4769-14 

          岡谷市やまびこ国際スケートセンター内 

          長野県スケート連盟事務局 

          TEL：0266-24-3110  FAX：0266-24-3113 

          E-mail：nsf-office@skating-nagano.com 

(3) 参加料  1 名  9,000 円 （合宿初日に徴収） 

※全日程参加を原則とするが、やむを得ない事由により全日程に参加できない者は、申込書にその理

由を明記すること。この場合の参加料は、1 泊 4,500 円×泊数とする。 

(4) 参加承諾書を合宿初日に持参し提出すること（全員） 

 

10．その他 

(1) 本合宿中（６．の全日程中）の事故等については応急処置のみとする。 

(2) 参加者はスポーツ傷害保険等に必ず加入していること。 

(3) 交通費を支給する。 

(4) 練習場所への移動手段として、指導者等が所有する車両を使用する。 

(5) (財)日本スケート連盟発行の「登録競技者証」を持参すること。（エムウェーブへの入場の際必要になります。） 

 
  

修 正 



 

 

平成２２年   月   日

 長野県スケート連盟会長  殿 

 所 属 名  

 親権者氏名  印

平成22年度長野県スケート連盟強化合宿参加承諾書 

(氏名) が、 

 

第２次 平成２２年１０月１日(金) － ３日(日)  ２泊３日 

 

上記日程で実施される、長野県スケート連盟スピードスケート国体強化合宿に参加すること及

び練習場所への移動手段として、高校が所有するマイクロバス、宿泊先が所有するマイクロバ

スまたは本連盟指導者が所有する車両へ乗車することを親権者として承諾します。 

※ 本承諾書は、合宿受付時に提出すること。 

 



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)

平成22年度　長野県スケート連盟
スピードスケート第２次国体強化合宿参加対象者



平成22年度　長野県スケート連盟
スピードスケート第２次国体強化合宿参加対象者

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)

30 小　林　　　準 岩村田高校(1)
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