
第44回全⽇本選抜ショートトラックスピードスケート選⼿権⼤会
⼊場許可者⼀覧

1 浅野 崇仁 40 篠原 祐剛
2 新井 秀幸 41 嶋⽥  博
3 安藤 智⾄ 42 島根 恵美
4 安藤 弘美 43 杉尾 憲⼀
5 飯⽥ ⾹⾥ 44 鈴⽊  晃
6 猪狩 信吾 45 鈴⽊ 信⼦
7 池  英徳 46 鈴⽊ 花歩
8 ⽯川 卓司 47 世界 明⽃
9 ⽯関 佑樹 48 ⾼御堂雄三

10 ⽯⾕  治 49 ⽥⼝ ⼀代
11 ⽯本知江⼦ 50 ⽵原 義久
12 伊藤  忍 51 ⾕本 綾⼦
13 伊藤 潤⼆ 52 ⾕本  光
14 伊藤 雅敏 53 寺尾  悟
15 井上 清孝 54 中村 知史
16 井原 昌宏 55 ⻑森  淳
17 岩島 直⼰ 56 夏⽬ひとみ
18 上⽥ 貴弘 57 丹⽻  悠
19 上⽥ 博⼦ 58 ⽻根 光⼀
20 上村 ⼤輔 59 林  篤志
21 ⼤井 久孝 60 林   幸
22 ⼤川 好和 61 林⽥ 健⼆
23 ⼤杉 泰幹 62 平井 貴⼦
24 ⼤貫  了 63 福村  淳
25 ⼤橋 規亨 64 藤ヶ崎 誠
26 岡本智恵⼦ 65 渕上 晋吾
27 恩⽥慎太郎 66 前⽥  豊
28 ⾓張 亮⼦ 67 真⽊ 倫志
29 柏原 幹史 68 松津 庸⼦
30 加藤 邦⼈ 69 間宮 晴美
31 神⽥ ⿇⾐ 70 宮永 芳明
32 貴志佳余⼦ 71 三好 ⽂雄
33 古賀 あや 72 村⽵ 崇⾏
34 古屋由布⼦ 73 ⼋神  司
35 齋藤  篤 74 ⼭⽥ 伸⼦
36 榊   聡 75 ⼭名 孝⼀
37 榊   悟 76 横⼭ 慎⼆
38 坂⽖ 亮介 77 吉岡佐夜⾹
39 佐々⽊ 遵
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78 ビデオスタッフ 松本 智美 愛知SSC
79 ビデオスタッフ ⼋神 愛 愛知SSC
80 チームスタッフ（その他） ⾦井 宏之 SC上尾
81 チームスタッフ（その他） ⾦井 さおり SC上尾
82 ビデオスタッフ ⽯原 少知映 ⼀宮SSC
83 ビデオスタッフ 越智 賢 イヨテツスピードクラブ
84 ビデオスタッフ 吉⽥  博⾏ 神奈川⼤学
85 ビデオスタッフ ⽬⽚ 由⼦ 関⻄⼤学
86 コーチ 吉⽥ 弘康 関⻄学院⼤学
87 ビデオスタッフ 吉⽥ 洋⼦ 関⻄学院⼤学
88 チームスタッフ（その他） 直川 響 関⻄学院⼤学
89 チームスタッフ（その他） 野⽥ 康志 きらぼし銀⾏
90 チームスタッフ（その他） ⼩川 俊哉 きらぼし銀⾏
91 ビデオスタッフ 阿部 しのぶ 健⼤⾼崎⾼校
92 ビデオスタッフ ⼭⼝ 美和 健⼤⾼崎⾼校
93 トレーナー 諸星 裕樹 相模原SSC
94 ビデオスタッフ 重弘 由美⼦ 相模原SSC
95 ビデオスタッフ 別所 喜美⼦ 相模原SSC
96 チームスタッフ（その他） 榛村 尚美 相模原SSC
97 チームスタッフ（その他） ⽯井 敦⼦ 相模原SSC
98 チームスタッフ（その他） 秋元  はる奈 三洋商事
99 ビデオスタッフ ⽝塚 信彦 秀明英光⾼校

100 ビデオスタッフ ⼩池 智⾏ 中京⼤学
101 ビデオスタッフ ⼩池 利江 中京⼤学
102 ビデオスタッフ ⼩⼭ 淳⼦ 東北⾼校
103 チームスタッフ（その他） ⼩⼭ 政⾏ 東北⾼校
104 ビデオスタッフ 齋藤 美奈⼦ 栃⽊県スポーツ協会
105 ビデオスタッフ 河合 芳江 栃⽊県スポーツ協会
106 チームスタッフ（その他） ⼭浦 真由美 栃⽊県スポーツ協会
107 トレーナー 祖⽗江 伸司 トヨタ⾃動⾞
108 ビデオスタッフ 横井 恭夫 社内広報写真撮影者（トヨタ）
109 チームスタッフ（その他） 三澤 聡 トヨタ⾃動⾞
110 チームスタッフ（その他） 三澤 三春 トヨタ⾃動⾞
111 チームスタッフ（その他） 梅⽥ 潤 阪南⼤学
112 チームスタッフ（その他） 梅⽥ 朋⼦ 阪南⼤学
113 チームスタッフ（その他） 井上 徹也 阪南⼤学
114 ビデオスタッフ 太⽥ 真奈美 ひょうごSSC
115 チームスタッフ（その他） ⽊南 ⿇⽊ ひょうごSSC
116 チームスタッフ（その他） 菅野 ⼀哉 ヨコハマタイヤジャパン
117 チームスタッフ（その他） ⼤房 正義 ヨコハマタイヤジャパン
118 コーチ ⼯藤 俊夫 ⽴教⼤学
119 ビデオスタッフ 松⼭ 博⽂ ⽴教⼤学
120 チームスタッフ（その他） 湯⽥ 淳 強化部⻑

チームスタッフ申請者（11⽉1６⽇現在）


