
計 ４５名

1 監督 高　橋　　巧 札幌手稲高等学校（教）

2 監督 小　森　　勝 札幌旭丘高等学校（教）

3 コーチ 桂　　　　  譲 江別高等学校

4 コーチ 大　町　和　敏 札幌第一高等学校

5 コーチ 竹　田　安　宏 札幌南高等学校

6 コーチ 肥　田　政　博 石狩翔陽高等学校

7 コーチ 森　　　 雅　義 旭川北高等学校

8 コーチ 須　藤　敏　明 札幌東商業高等学校

9 コーチ 榎　本　慎　吾 旭川大学高等学校

10 コーチ 野　間　一　也 札幌南高等学校

11 コーチ 高　見　朋　宏 野幌高等学校

12 コーチ 大　垣　　　 崇 静内高等学校

13 コーチ 加 賀 谷 大 輔 厚岸翔洋高等学校

14 コーチ 梶　山　一　樹 札幌山の手高等学校

15 トレーナー 西 條 正 史 郎 西條鍼灸院

16 トレーナー 笹 田 め ぐ み ほうしん大麻駅整骨院

No. 氏　　名

第７１回国民体育大会　北海道選手団名簿

区分種別
所属先（学校名）

※ふるさと登録選手は出身校
種目



17 成年男子 選手 馬　場　友　也 １００ｍ ＬＡＬＬ　ＡＣ

18 成年男子 選手 金　井　大　旺 １１０ｍＨ
法政大学

（函館ラサール高等学校）
３年

19 成年男子 選手 伊　藤　佑　樹 １００００ｍＷ Ｗａｌｋｉｎｇ　Ｔｅａｍ　ＩＲＥ

20 成年男子 選手 山　下　義　弘 走高跳
東洋大学

（小樽水産高等学校）
４年

21 成年男子 選手 城 山 正 太 郎 走幅跳 東海大北海道 ４年

22 成年男子 選手 右　代　啓　祐 円盤投
スズキ浜松ＡＣ

（札幌第一高等学校）

23 成年男子 選手 小　南　拓　人 やり投
国士舘大学

（札幌第一高等学校）

24 成年男子 選手 釜　澤　拓　也 ４×１００ｍＲ 北翔大学 ４年

25 少年男子Ａ 選手 伊　深　愛　生 １００ｍ・４００ｍ 立命館慶祥高等学校 ３年

26 少年男子Ａ 選手 ローレンス　グレ ５０００ｍ 札幌山の手高等学校 ２年

27 少年男子Ａ 選手 前　田　智　現 棒高跳 札幌東商業高等学校 ３年

28 少年男子Ａ 選手 小林ジュン・オマードゥ 走幅跳 恵庭南高等学校 ３年

29 少年男子Ｂ 選手 本　所　蓮　治 １００ｍ 北海道栄高等学校 １年

30 少年男子Ｂ 選手 菅　井　　   慧 走幅跳 函大付属有斗高等学校 １年

31 少年共通 選手 村　尾　宥　稀 ５０００ｍＷ 札幌東高等学校 ３年

32 少年共通 選手 三　品　　　 陸 走高跳 恵庭南高等学校 ３年

33 少年共通 選手 水　谷　　　 司 三段跳 帯広農業高等学校 ３年

34 成年女子 選手 福　島　千　里 １００ｍ 北海道ハイテクＡＣ

35 成年女子 選手 松　本　彩　映 ５０００ｍＷ
ＧＯＬＤ’Ｓ　ＧＹＭ
（中標津高等学校）

36 成年女子 選手 京　谷　萌　子 走高跳 北海道ハイテクＡＣ

37 成年女子 選手 青　柳　　　 唯 棒高跳
鹿屋体育大学大学院
（札幌手稲高等学校）

１年

38 成年女子 選手 北　風　沙　織 ４×１００ｍＲ 北海道ハイテクＡＣ

39 少年女子Ａ 選手 藤　森　栞　菜 １００ｍ 北見緑陵高等学校 ３年

40 少年女子Ａ 選手 新　居　里　菜 走幅跳 室蘭清水丘高等学校 ３年

41 少年女子Ｂ 選手 臼　井　文　音 １００ｍ 立命館慶祥高等学校 １年

42 少年女子Ｂ 選手 玉　置　菜々子 １００ｍＨ 札幌啓成高等学校 １年

43 少年女子Ｂ 選手 町　井　愛　海 走幅跳 北斗市立浜分中学校 ３年

44 少年女子Ｂ 選手 久 保 田 亜 由 砲丸投 池田町立池田中学校 ３年

45 少年共通 選手 野 下 ち は る やり投 弟子屈高等学校 ３年


