
スポーツ課

○　冬季オリンピック
　　◇　会期：2月7日～23日　17日間(一部2月6日）

競技名 種　　目 氏　　名 性別 年齢 所　　属 出　身　校 出　身　地 出場予定種目等 備　　考

加藤　条治 男 29 日本電産サンキョー(株) 山形中央高校 山形県 500m 3大会連続出場

上條　有司 男 27 日本電産サンキョー(株)
鉢盛中学校－岡谷東高校－
日本体育大学

松本市 500m 初出場

菊池　彩花 女 26 富士急 小海中学校－佐久長聖高校 南相木村 1500m ･ﾁｰﾑﾊﾟｼｭｰﾄ 初出場

小平　奈緒 女 27
社会医療法人(財)慈泉会
相澤病院

茅野北部中学校－伊那西高
校－信州大学

茅野市 500m･1000m 2大会連続出場

住吉　　都 女 26 ローソン 信州大学 北海道 500m･1000m 初出場

高木　菜那 女 21 日本電産サンキョー(株) 帯広南商業高校 北海道 1500m ・ﾁｰﾑﾊﾟｼｭｰﾄ 初出場

長島圭一郎 男 31 日本電産サンキョー(株) 日本大学 北海道 500m 3大会連続出場

山中　大地 男 23 （株）電算
川上中学校－長野工業高等
専門学校

川上村 1000m 初出場

菊池　萌水 女 21 早稲田大学 小海中学校-野沢北高校 南相木村 ﾘﾚｰ 初出場

酒井　裕唯 女 26 （社）日本再生推進機構
上諏訪中学校－岡谷東高校-
早稲田大学

諏訪市
500m・1000m・
1500m・ﾘﾚｰ

2大会連続出場

恩田　祐一 男 33
アークコミュニケーショ
ンズ

飯山南高校－近畿大学 新潟県
15㎞ｸﾗｼｶﾙ、ﾘﾚｰ、ﾁｰ
ﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ、50㎞ﾌﾘｰ

3大会連続出場

成瀬　野生 男 29 白馬村スキークラブ 飯山南高校－早稲田大学 白馬村
15㎞ｸﾗｼｶﾙ、ﾘﾚｰ、ﾁｰ
ﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ、50㎞ﾌﾘｰ

3大会連続出場

レンティング陽 男 23 TEAM　AKIRA
信濃中学校－飯山北高校－
早稲田大学

信濃町
15㎞ｸﾗｼｶﾙ、ﾘﾚｰ、ﾁｰ
ﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ、50㎞ﾌﾘｰ

初出場

竹内　　択 男 26 北野建設(株)
飯山第一中学校ーPohjois-
Savon AmmattijaAikuis
opistu(フィンランド)

飯山市
ﾗｰｼﾞﾋﾙ、ﾉｰﾏﾙﾋﾙ、
団体

2大会連続出場

山田優梨菜 女 17 白馬高校2年 小谷中学校 小谷村 ﾉｰﾏﾙﾋﾙ 初出場

渡部　暁斗 男 25 北野建設(株)
白馬中学校－白馬高校－早
稲田大学

白馬村
ﾉｰﾏﾙﾋﾙ、ﾗｰｼﾞﾋﾙ、
団体

3大会連続出場

渡部　善斗 男 22 早稲田大学 白馬中学校－白馬高校 白馬村
ﾉｰﾏﾙﾋﾙ、ﾗｰｼﾞﾋﾙ、
団体

初出場

伊藤　みき 女 26 北野建設(株) 中京大学 滋賀県 ﾓｰｸﾞﾙ 初出場

上村　愛子 女 34 北野建設(株) 白馬中学校－白馬高校 兵庫県 ﾓｰｸﾞﾙ 5大会連続出場

西　　伸幸 男 28 白馬村スキークラブ 白馬高校 神奈川県 ﾓｰｸﾞﾙ 2大会連続出場

三星マナミ 女 30 野沢温泉スキークラブ 法政大学 神奈川県 ﾊｰﾌﾊﾟｲﾌﾟ 初出場

ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ
　　　1名

藤森　由香 女 27
チームアルビレックス新
潟

東海大学付属第三高校－全日本
ウィンタースポーツ専門学校 長和町 ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾛｽ 3大会連続出場

ﾎﾞﾌﾞｽﾚｰ
　　　1名

鈴木　　寛 男 41 北野建設(株) 仙台大学 北海道 ﾎﾞﾌﾞｽﾚｰ 5大会出場

笹原　友希 男 29 （株)システックス 仙台大学 秋田県 ｽｹﾙﾄﾝ 初出場

高橋　弘篤 男 29 （株)システックス 仙台大学 宮城県 ｽｹﾙﾄﾝ 初出場

　　◇　会期：3月7日～16日　10日間

　　◇　男子6名 　女子0名 　合計6名

競技名 種　　目 氏　　名 性別 年齢 所　　属 出身校(在学校) 出　身　地 出場予定種目等 備　　考

狩野　　亮 男 27 （株)マルハン 岩手大学 北海道
（ｸﾗｽLW11）
滑降・大回転座位ほか

３大会連続出場
長野市在住

小池　岳太 男 31 セントラルスポーツ（株) 日本体育大学 岡谷市
（ｸﾗｽLW6/8-2）
滑降・大回転立位ほか ３大会連続出場

谷口　　彰 男 40 （株)相模組 鳥取城北高等学校 鳥取県
（ｸﾗｽLW11）
大回転・回転座位ほか

３大会連続出場
小川村在住

夏目　堅司 男 40 ジャパンライフ（株） 長野吉田高等学校 小川村
（ｸﾗｽLW11）
滑降・大回転座位ほか 2大会連続出場

三澤　　拓 男 26 キッセイ薬品工業（株) 順天堂大学 松本市
（ｸﾗｽLW2）
滑降・大回転立位ほか 3大会連続出場

山崎福太郎 男 22 信州大学教育学部 信州大学 上田市
（ｸﾗｽLW9-2）
大回転・回転立位ほか 初出場

スピード
スケート
　　　8名

ショート
トラック
　　　2名

（年齢は2014年2月7日（開会式)時点のもの）

スキー

　　　12名

ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ
　　　3名

ｼﾞｬﾝﾌﾟ
　　　2名

ソチ冬季オリンピック・パラリンピック代表選手について（長野県関係）

　　◇　男子14名 　女子11名 　合計25名

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複
合
　　　2名

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ
　　　4名

スケート

　　　10名

ﾎﾞﾌﾞｽﾚｰ

　　　3名 ｽｹﾙﾄﾝ
　　　2名

○冬季パラリンピック

スキー

　　　6名

アルペン

　　　6名

（年齢は2014年3月7日（開会式)時点のもの）


