
　＝スピード＝ 　監　　督　　　３名
　選手男子　　　９名
　　　女子　　１０名

監　督 成年男子 西川　洋充 41 東松山市立高坂小学校(教) 東松山市
成年女子・少年男子 松津　庸子 50 川越ＳＳＣ 川越市
少年女子 大貫　了 68 川越ＳＳＣ 川越市

選　手
　成年男子 5000 道下　雅繁 21 大東文化大学 東松山市

 500　　　　2000R 浅木　優吾 21 大東文化大学 東松山市
 500　　　　2000R 久保　祐斗 20 大東文化大学 東松山市
 500　1000　2000R 松井　菫也 20 大東文化大学 東松山市
1500　　　　2000R 駒野　智哉 18 大東文化大学 東松山市
1000 平泉　博貴 18 大東文化大学 東松山市
1500　5000　2000R 坂口　海都 20 東洋大学 川越市
1000　1500　2000R 松津　秀太 21 阪南大学 川越市

　成年女子             2000R 村野　静香 21 大東文化大学 東松山市
1000　1500　2000R 金野　日南 19 大東文化大学 東松山市
1000　1500　2000R 川村　小波 19 大東文化大学 東松山市
1500　3000　2000R 駒　　ひなこ 18 大東文化大学 東松山市
 500　1000　2000R 新井　涼花 18 川越ＳＳＣ 川越市

少年男子  500　1000　 松津　明希 15 秀明英光高校１年 川越市

　少年女子 1500　3000　2000R 松津　智千 15 秀明英光高校１年 川越市
 500　1000　2000R 川面　紅 15 秀明英光高校１年 川越市
 500　1000　2000R 草岡　美波 15 県立川越総合高校１年 川越市
1000　1500　2000R 犬塚　莉帆 16 秀明英光高校2年 狭山市
 500　1500　2000R 生田　乃々華 14 川越市立名細中学校3年 川越市

〔２０２１年４月１日現在 　　（教）：教員　　　（職）：職員〕

スケート競技

合計 ２２名



　＝ショートトラック＝ 　監　　督　　　１名
　選手男子　　　１名
　　　女子　　　２名

監　督 成年女子・少年男子・少年女子 松平　秋子 52 川口市スケート連盟 川口市

選　手
　成年女子  500　1000 吉田　凪歩 20 神奈川大学 川口市
少年男子  500　1000   許　嘉升 15 慶應義塾高校１年 さいたま市
少年女子  500　1000 金井　莉佳 15 埼玉栄高校１年 鴻巣市

　＝フィギュア＝ 　監　　督　　　２名
　選手男子　　　４名
　　　女子　　　４名

監　督 成年男子・少年男子 西村　尚美 50 浦和麗明高校(教) さいたま市
成年女子・少年女子 山田　和子 54 埼玉県スケート連盟 秩父市

選　手 成年男子 大島　光翔 18 明治大学 さいたま市
深瀬　憲人 19 東洋大学 鳩山町

成年女子 松原　　茜 23 埼玉アイスアリーナFC 東松山市
綾部　花音 21 大東文化大学 川越市

少年男子 山田　琉伸 16 埼玉栄高校２年 上尾市
大中  惟吹 17 秀明英光高校３年 上尾市

少年女子 石田　真綾 16 淑徳与野高校２年 さいたま市
佐藤　優妃 14 上尾上尾南中学校３年 上尾市

合計 　４名

合計 １０名



　監　　督　　　２名
　選手男子　　３２名

監　督 成年男子 大西　伸明 36 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年男子 格地　　現 56 埼玉栄高校(教) さいたま市

選　手
　成年男子 Ｇ　Ｋ 丹治　大輝 19 大東文化大学 さいたま市

Ｄ　Ｆ 佐藤　育也 32 日本製紙(株) さいたま市
Ｄ　Ｆ 成瀬　翼 18 明治大学 さいたま市
Ｄ　Ｆ 清水　天音 21 日本体育大学 さいたま市
Ｄ　Ｆ 在家虎仁朗 19 日本体育大学 さいたま市
Ｄ　Ｆ 菅原　聡太 19 大東文化大学 さいたま市
Ｄ　Ｆ 馬場　風諒 24 埼玉県アイスホッケー連盟 さいたま市
Ｆ　Ｗ 平田　祥紘 30 埼玉栄高校（教） さいたま市
Ｆ　Ｗ 江口　大輔 27 日本ゼオン(株) さいたま市
Ｆ　Ｗ 土田　啓太 22 大和ハウス工業株式会社 さいたま市
Ｆ　Ｗ 伊藤　総 19 日本体育大学 さいたま市
Ｆ　Ｗ 山村　旭飛 18 法政大学 さいたま市
Ｆ　Ｗ 神山　太一 18 関西大学 さいたま市
Ｆ　Ｗ 運上　雄基 22 (株)ニトリ さいたま市
Ｆ　Ｗ 長谷川宗矩 23 石岡市消防 さいたま市
Ｆ　Ｗ 片岡　洸太 21 東海大学 さいたま市

　少年男子 Ｇ　Ｋ 木村　励 17 埼玉栄高校 さいたま市
Ｇ　Ｋ 宮脇　星太 16 埼玉栄高校 さいたま市
Ｄ　Ｆ 村社　海莉 17 埼玉栄高校 さいたま市
Ｄ　Ｆ 中村　晃世 17 埼玉栄高校 さいたま市
Ｄ　Ｆ 森岡　滉葵 17 埼玉栄高校 さいたま市
Ｄ　Ｆ 朝比奈大心 16 埼玉栄高校 さいたま市
Ｄ　Ｆ 岡田　伊織 15 埼玉栄高校 さいたま市
Ｆ　Ｗ 井口　藍仁 17 埼玉栄高校 さいたま市
Ｆ　Ｗ 横須賀大夢 17 埼玉栄高校 さいたま市
Ｆ　Ｗ 斉藤　世龍 17 埼玉栄高校 さいたま市
Ｆ　Ｗ 渡辺　力輝 16 埼玉栄高校 さいたま市
Ｆ　Ｗ 棚橋　悠紀 16 埼玉栄高校 さいたま市
Ｆ　Ｗ 毛塚　大翔 16 埼玉栄高校 さいたま市
Ｆ　Ｗ 木村　詠二 16 埼玉栄高校 さいたま市
Ｆ　Ｗ 高見澤英翔 15 埼玉栄高校 さいたま市
Ｆ　Ｗ 小桑　潤矢 15 埼玉栄高校 さいたま市

アイスホッケー競技
合計 ３４名


