
　＝スピード＝ 　監　　督　　　２名
　監督兼選手　　１名
　選手男子　　　９名
　　　女子　　　６名

監　督 成年男子 浅見　芳弘 60 秩父郡市医師会 秩父市
成年女子 松津　庸子 51 川越ＳＳＣ 川越市
少年男子・少年女子 西川　洋充 42 東松山市立高坂小学校(教) 東松山市

選　手
　成年男子 5000 白川　弘 18 大東文化大学 東松山市

5000 蟻戸　丈生 18 大東文化大学 東松山市
500　        2000R 平泉　博貴 19 大東文化大学 東松山市
500   1000　 2000R 松井　菫也 21 大東文化大学 東松山市
　　　1000   2000R 久保　祐斗 21 大東文化大学 東松山市
1500         2000R 駒野　智哉 19 大東文化大学 東松山市
1500         2000R 中捨　朝陽 18 大東文化大学 東松山市
             2000R 坂口　海都 21 東洋大学 川越市

　成年女子 500       　 2000R 野明　愛結 18 東洋大学 鶴ヶ島市
500       　 2000R 松津　庸子 51 川越SSC 川越市
1000　1500　 2000R 金野　日南 20 大東文化大学 東松山市
1000　1500　 2000R 川村　小波 20 大東文化大学 東松山市

少年男子 1000　1500　 濵崎　修人 14 鶴ヶ島市立藤中学校 鶴ヶ島市

　少年女子  500　1000　 川面　　紅 16 秀明英光高等学校 上尾市
1500　3000　 松津　智千 16 秀明英光高等学校 上尾市
1500　3000　 飯田　明音 16 星槎国際高等学校 川越市

〔２０２２年４月１日現在 　　（教）：教員　　　（職）：職員〕

スケート競技

合計 １８名



　＝ショートトラック＝ 　監　　督　　　３名
　選手男子　　　２名
　　　女子　　　２名

監　督 成年女子 島根　恵美 55 川口市スケート連盟 川口市
少年男子 松平　秋子 53 川口市スケート連盟 川口市
少年女子 奥野圭一郎 45 医療法人社団慈誠会　慈誠会記念病院 朝霞市

選　手
　成年女子  500　1000 吉田　凪歩 21 神奈川大学 川口市
少年男子  500　1000 許　　嘉升 16 慶應義塾高等学校 さいたま市

 500　1000 松津　明希 16 秀明英光高等学校 上尾市
少年女子  500　1000 奥野湖々奈 14 朝霞市立朝霞第四中学校 朝霞市

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

監　督 成年男子・少年男子 西村　尚美 51 浦和麗明高等学校(教) さいたま市
少年女子 藤田　早苗 57 川越市役所 川越市

選　手 成年男子 佐藤　　駿 18 明治大学 さいたま市
大島　光翔 19 明治大学 さいたま市

少年男子 木村　智貴 14 立教新座中学校 新座市
山田　琉伸 17 埼玉栄高等学校 さいたま市

少年女子 石田　真綾 17 淑徳与野高等学校 さいたま市
千葉美乃花 14 上尾市立西中学校 上尾市

合計 　７名

合計 ８名



　監　　督　　　２名
　選手男子　　３２名

監　督 成年男子 小澤　秀二 70 埼玉県アイスホッケー連盟 さいたま市
少年男子 格地　　現 57 埼玉栄高等学校（教） さいたま市

選　手 　成年男子 平田　祥紘 31 （株）HRC さいたま市
中居　隼都 33 （株）野村信託証券 さいたま市
長谷川宗矩 24 石岡市消防 さいたま市
荒井　大空 20 法政大学 さいたま市
在家虎仁朗 20 日本体育大学 さいたま市
丹治　大輝 20 大東文化大学 さいたま市
成瀬　　翼 19 明治大学 さいたま市
井口　藍仁 18 明治大学 さいたま市
村社　海莉 18 明治大学 さいたま市
斎藤　世龍 18 大東文化大学 さいたま市
川上　　塁 21 立教大学 さいたま市
上野　懸勢 20 立教大学 さいたま市
坂本　大地 20 大東文化大学 さいたま市
佐藤　育也 33 日本製紙(株) さいたま市
菅原　聡太 20 大東文化大学 東松山市
馬場　風諒 25 （株）リクルートスタッフィング さいたま市

　少年男子 渡辺　力輝 17 埼玉栄高等学校 さいたま市
棚橋　悠紀 17 埼玉栄高等学校 さいたま市
朝比奈大心 17 埼玉栄高等学校 さいたま市
宮脇　星太 17 埼玉栄高等学校 さいたま市
毛塚　大翔 17 埼玉栄高等学校 さいたま市
吉川　大晃 17 埼玉栄高等学校 さいたま市
木村　陽斗 17 埼玉栄高等学校 さいたま市
木村　詠二 17 埼玉栄高等学校 さいたま市
岡田　伊織 16 埼玉栄高等学校 さいたま市
高見澤英翔 16 埼玉栄高等学校 さいたま市
北条　怜央 15 埼玉栄高等学校 さいたま市
杉本　大洋 15 埼玉栄高等学校 さいたま市
川守田翔太 15 埼玉栄高等学校 さいたま市
山口晴太郎 15 埼玉栄高等学校 さいたま市
古戸　　凛 16 埼玉栄高等学校 さいたま市
小桑　潤矢 16 埼玉栄高等学校 さいたま市

アイスホッケー競技
合計 ３４名


