
№ 役　名 氏　名 所属団体役職名

1 団　長 馬　場　潤一郎 (公財)新潟県スポーツ協会会長

2 副団長 市　村　輝　男 (公財)新潟県スポーツ協会副会長

3 副団長 白　井　孝　雄 (公財)新潟県スキー連盟副会長

4 顧　問 中　村　康　司 新潟県議会議員

5 顧　問 大　渕　　　健 新潟県議会議員

6 顧　問 佐　藤　浩　雄 新潟県議会議員

7 顧　問 遠　藤　　　徹 新潟県県民生活・環境部スポーツ課長

8 顧　問 小　畑　智　嗣 新潟県教育庁保健体育課長

9 顧　問 細　貝　和　司 (公財)新潟県スポーツ協会専務理事

10 顧　問 寺　田　治　男 (公財)新潟県スキー連盟医科学委員会委員

11 顧　問 高　橋　一　栄 (公財)新潟県スキー連盟副会長

12 顧　問 坂　井　　　裕 (公財)新潟県スキー連盟常務理事

13 顧　問 関　根　正　明 (公財)新潟県スキー連盟常務理事

14 総監督 今　西　博　一 (公財)新潟県スポーツ協会常務理事

15 総　務 稲　川　俊　啓 新潟県県民生活・環境部スポーツ課参事

16 総　務 杵　鞭　義　孝
新潟県県民生活・環境部スポーツ課
競技スポーツ係副参事・係長

17 総　務 樋　口　　　猛
新潟県県民生活・環境部スポーツ課
競技スポーツ係主任

18 総　務 大久保　健　二
新潟県県民生活・環境部スポーツ課
競技スポーツ係主任

19 総　務 木　村　行　男 (公財)新潟県スポーツ協会競技スポーツ課長

20 総　務 矢　島　　　才
(公財)新潟県スポーツ協会競技スポーツ課
競技力向上専門員
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№ 競　技 種　目 種　別 区　分 氏　名 所　　　　属 現住所

1 スキー ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 監　督 羽賀　徹昭 六日町高校(教) 南魚沼市

2 コーチ 前原　　力 湯沢町役場 湯沢町

3 コーチ 横山　　良 関根学園高校(教) 妙高市

4 コーチ 桾澤　俊明 新井高校(教) 十日町市

5 コーチ 山之内　謙 八海高校(教) 南魚沼市

6 コーチ 根津　和博 津南スキークラブ 津南町

7 コーチ 櫻庭　秀光 加茂スキークラブ 新潟市南区

8 トレーナー 関　　康之 Conditioning URASAYA 南魚沼市

9 成年男子A 選　手 俵山　哲多 近畿大学 十日町市

10 選　手 佐藤　進太郎 早稲田大学 南魚沼市

11 選　手 長崎　　歩 近畿大学 妙高市

12 成年男子B 選　手 次井　雄哉 赤倉スキークラブ 妙高市

13 選　手 長崎　　誠 杉野沢スキークラブ 新潟市西区

14 選　手 石野　渓太 高田自衛隊スキー部 上越市

15 成年男子C 選　手 佐藤　栄一 ﾗｲﾌｹｱ神戸・妙高ﾘｰｼﾞｮﾝｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 糸魚川市

16 選　手 青木　大輔 糸魚川市スキー連盟 糸魚川市

17 選　手 佐藤　仁明 高田自衛隊スキー部 上越市

18 成年女子A 選　手 上村　仁華 青山学院大学 長岡市

19 選　手 小川　あかり 日本大学 十日町市

20 選　手 渡邊　　渚 高田自衛隊スキー部 妙高市

21 成年女子B 選　手 星　　瑞枝 Team　Mizue 魚沼市

22 少年男子 選　手 舩戸　晴也 関根学園高校 妙高市

23 選　手 大橋　陵人 関根学園高校 妙高市

24 選　手 大橋　蔵人 関根学園高校 妙高市

25 選　手 橋口　拓弥 関根学園高校 妙高市

26 選　手 山本　柊吾 八海高校 十日町市
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27 スキー 選　手 高橋　侑也 八海高校 十日町市

28 少年女子 選　手 田中　小晴 新井高校 妙高市

29 選　手 高慶　あかり 関根学園高校 妙高市

30 選　手 佐藤　珠花 新井高校 妙高市

31 選　手 外谷　若菜 八海高校 南魚沼市

32 クロスカントリー 監　督 伊佐　貴光 小出高校(教) 小千谷市

33 コーチ 岸　　一成 小千谷高校(教) 長岡市

34 コーチ 高橋　哲也 十日町高校(教) 南魚沼市

35 コーチ 宮澤　豊彦 十日町総合高校(教) 十日町市

36 コーチ 風間　雄太 小千谷消防署 小千谷市

37 コーチ 宮本　達也 高田自衛隊スキー部 上越市

38 コーチ 木村　正哉 シンコースポーツ(株) 妙高市

39 コーチ 坂詰　健太郎 (公財)長岡市スポーツ協会 長岡市

40 ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 中嶋　竜之介 玉川大学 十日町

41 ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 村山　祐泉 新潟薬科大学 小千谷市

42 ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 上村　祐輔 日本体育大学 小千谷市

43 ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 山本　大晴 日本体育大学 南魚沼市

44 トレーナー 高村　幸一 高村スポーツマッサージ 南魚沼市

45 成年男子A 選　手 宮崎　遼周 早稲田大学 埼玉県所沢市

46 選　手 羽吹　唯人 東洋大学 東京都板橋区

47 選　手 関　綜一郎 明治大学 東京都中野区

48 成年男子B 選　手 藤ノ木　光 東京美装 グループ スキー部 北海道札幌市

49 選　手 宮尾　祐司 高田自衛隊スキー部 上越市

50 選　手 今村　航大 高田自衛隊スキー部 上越市

51 成年男子C 選　手 村山　　亮 十日町地域消防本部 十日町市

52 選　手 太平　　陽 津南スキークラブ 津南町

53 選　手 藤巻　謙一 小千谷消防署 小千谷市



54 スキー 成年女子A 選　手 小林　萌子 日本大学 東京都世田谷区

55 成年女子Ｂ 選　手 小林　由貴 津南スキークラブ 上越市

56 少年男子 選　手 我田　　柊 十日町高校 南魚沼市

57 選　手 渡邉　大貴 十日町高校 小千谷市

58 選　手 生越　丈太郎 十日町高校 十日町市

59 選　手 細矢　淳之介 十日町高校 南魚沼市

60 選　手 春日　喜行 十日町高校 十日町市

61 選　手 安原　颯汰 新井高校 妙高市

62 少年女子 選　手 牧田　鈴葉 松代中学校 十日町市

63 選　手 江村　七海 十日町高校 十日町市

64 選　手 宮下　美幸 新井高校 妙高市

65 選　手 小林　華乃 十日町高校 十日町市

66 スペシャルジャンプ
コンバインド 監　督 星名　知彦 十日町市役所 十日町市

67 コーチ 上村　英紀 松代高校(教) 南魚沼市

68 コーチ 清水　久之 (一社)妙高高原さわやか協議会 妙高市

69 コーチ 馬場　慎太郎 妙高ツーリズムマネジメント 妙高市

70 コーチ 伊佐早　譲 南魚沼市消防本部 南魚沼市

71 コーチ 宮崎　大樹 新井高校(教) 妙高市

72 トレーナー 清水　真一 しみず整骨院 南魚沼市

73 スペシャルジャンプ 成年男子A 選　手 山川　太朗 東京美装グループスキー部 北海道札幌市

74 スペシャルジャンプ
コンバインド 選　手 板倉　勝音 大阪産業大学 大阪府大阪市

75 スペシャルジャンプ 成年男子B 選　手 清水　礼留飛 雪印メグミルク(株) 北海道札幌市

76 スペシャルジャンプ
コンバインド 選　手 清水　亜久里 (株)ユーグレナ 妙高市

77
スペシャルジャンプ

コンバインド 選　手 曽根原　郷 東京美装グループスキー部 北海道札幌市

78 コンバインド 選　手 竹田　　元 (社福)おらが会 妙高市

79 スペシャルジャンプ
コンバインド 少年男子 選　手 馬場　慎平 新井高校 妙高市


