
公益財団法⼈⽇本スケート連盟 
令和 2 年 1 ⽉ 6 ⽇ 

 

2020 ISU 四⼤陸スピードスケート選⼿権⼤会 
派遣選⼿団 

アメリカ ミルウォーキー（令和 2 年 1 ⽉ 31 ⽇〜2 ⽉ 2 ⽇） 
 
チームマネージャー ⿊岩 彰 （強化副部⻑）※監督・ヘッドコーチ兼任 
コーチ 今村 俊明 （強化コーチ） 
トレーナー ⾨⾺ 崇⽂ （強化スタッフ） 
情報スタッフ ⼀ノ瀬 良知 （強化スタッフ） 
男⼦選⼿ 及川 佑 （⼤和ハウス⼯業） 
 久保 向希 （⽇本電産サンキョー） 
 ⾼⽥ 衛 （恵那市体育連盟） 
 ⼩川 拓朗 （abcdrug） 
⼥⼦選⼿ 稲川 くるみ （⼤東⽂化⼤学） 
 ⼭⽥ 梨央 （信州⼤学） 
 ⼩野寺 優奈 （⾼崎健⼤） 
 髙橋 菜那 （ダイチスケート部） 
 



公益財団法⼈⽇本スケート連盟 
令和元年 12 ⽉ 29 ⽇ 

2019/20 ISU ワールドカップスピードスケート競技会 第 5 戦 
派遣選⼿団 

カナダ カルガリー（令和 2 年 2 ⽉ 7 ⽇〜2 ⽉ 8 ⽇） 
 
チームマネージャー ⿊岩 彰 （強化副部⻑）※監督・ヘッドコーチ兼任 
コーチ Johan de Wit （ナショナルコーチ） 
 Dennis van der Gun （ナショナルコーチ） 
 ⽷川 敏彦 （ナショナルコーチ） 
 結城 匡啓 （ナショナルコーチ） 
ドクター 星野 傑 （強化スタッフ） 
トレーナー ⻘⽊ 啓成 （強化スタッフ） 
 ⼤⻄ 孝敏 （強化スタッフ） 
 佐伯 武⼠ （強化スタッフ） 
 横⼭ 貴司 （強化スタッフ） 
情報スタッフ 堀江 和久 （強化スタッフ） 
サポートスタッフ Jeroen Rietvelt （強化スタッフ） 
 Rienk Nauta （強化スタッフ） 
 柴崎 真⽊ （⽀援スタッフ） 
 ⼩野 恵李奈 （⽀援スタッフ） 
男⼦選⼿ 村上 右磨 （⾼堂建設） 500ｍ 

 新濱 ⽴也 （⾼崎健⼤） 500ｍ 

 ⼭中 ⼤地 （（株）電算） 500ｍ 

 ⻑⾕川 翼 （⽇本電産サンキョー） 500ｍ 

 松井 ⼤和 （⽇本⼤学） 500ｍ 1000ｍ 

 ⼩島 良太 （信州⼤学）   1000m 

 ⼭⽥ 将⽮ （⽇本電産サンキョー）  1000m 1500ｍ 
 久保 向希 （⽇本電産サンキョー）  1000m  
 近藤 太郎 （ANAAS）   1000m 1500ｍ 
 ⼩⽥ 卓朗 （⽔⼾開研）   1500ｍ 
 ⼀⼾ 誠太郎 （ANA）   1500ｍ 5000ｍ 
 ウイリアムソン師円 （⽇本電産サンキョー）   1500ｍ 5000ｍ 
 ⼟屋 良輔 （（株）メモリード）    5000ｍ 

 ⼟屋 陸 （⽇本電産サンキョー）    5000ｍ 
 ⼤林 昌仁 （福井県スポーツ協会）    5000ｍ 
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⼥⼦選⼿ ⼩平 奈緒 （相澤病院） 500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 
 辻 ⿇希 （開⻄病院） 500ｍ 1000ｍ 
 郷 亜⾥砂 （イヨテツスピードクラブ） 500ｍ 1000ｍ 
 髙⽊ 美帆 （⽇本体育⼤学） 500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 3000ｍ 

 曽我 こなみ （⽇本ハウス H&R） 500ｍ 

 髙⽊ 菜那 （⽇本電産サンキョー）  1000ｍ 1500ｍ 3000ｍ 

 佐藤 綾乃 （ANA）   1500ｍ 3000ｍ 

 酒井 寧⼦ （富⼠急⾏）   1500ｍ 3000ｍ 

 ⼩野寺 優奈 （⾼崎健⼤）    3000ｍ 
 
 
  



公益財団法⼈⽇本スケート連盟 
令和元年 12 ⽉ 29 ⽇ 

令和 2 年 1 ⽉ 6 ⽇（⼀部追記） 

 
2020 ISU 世界距離別スピードスケート選⼿権⼤会 

派遣選⼿団 
アメリカ ソルトレークシティー（令和 2 年 2 ⽉ 13 ⽇〜2 ⽉ 16 ⽇） 

 
監督 湯⽥ 淳 （強化部⻑） 
チームマネージャー ⿊岩 彰 （強化副部⻑）※ヘッドコーチ兼任 
コーチ Johan de Wit （ナショナルコーチ） 
 ⽷川 敏彦 （ナショナルコーチ） 
 Dennis van der Gun （ナショナルコーチ） 
 結城 匡啓 （ナショナルコーチ） 
ドクター 柳下 和慶 （強化スタッフ） 
トレーナー ⻘⽊ 啓成 （強化スタッフ） 
 ⼤⻄ 孝敏 （強化スタッフ） 
 佐伯 武⼠ （強化スタッフ） 
科学スタッフ 熊川 ⼤介 （強化スタッフ） 
情報スタッフ 堀江 和久 （強化スタッフ） 
サポートスタッフ Rienk Nauta （強化スタッフ） 
 柴崎 真⽊ （⽀援スタッフ） 
 ⼩野 恵李奈 （⽀援スタッフ） 
スタッフ 伊東 秀仁 （JOC ナショナルコーチ） 
男⼦選⼿ 村上 右磨 （⾼堂建設） 500ｍ 

 新濱 ⽴也 （⾼崎健⼤） 500ｍ 
 ⼭中 ⼤地 （（株）電算） 500ｍ 

 ⼩島 良太 （信州⼤学）  1000ｍ 

 ⼭⽥ 将⽮ （⽇本電産サンキョー）  1000ｍ 1500ｍ 
 松井 ⼤和 （⽇本⼤学）  1000ｍ 
 ⼩⽥ 卓朗 （⽔⼾開研） 1500ｍ 
 ⼀⼾ 誠太郎 （ANA） 1500ｍ 5000ｍ TP 
 ⼟屋 良輔 （（株）メモリード） 5000ｍ 10000ｍ MS TP 

 ウイリアムソン 師円 （⽇本電産サンキョー） MS（補⽋）TP（補⽋） 

 ⼟屋 陸 （⽇本電産サンキョー） TP 
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令和 2 年 1 ⽉ 6 ⽇（⼀部追記） 

⼥⼦選⼿ ⼩平 奈緒 （相澤病院） 500m 1000ｍ 1500ｍ 
 辻 ⿇希 （開⻄病院） 500m 
 郷 亜⾥砂 （イヨテツスピードクラブ） 500m 
 髙⽊ 美帆 （⽇本体育⼤学） 1000ｍ 1500m  3000ｍ TP 
 髙⽊ 菜那 （⽇本電産サンキョー） 1000ｍ 1500ｍ  3000ｍ MS  TP 

 佐藤 綾乃 （ANA） MS  TP 

 酒井 寧⼦ （富⼠急⾏） MS（補⽋）  TP（補⽋） 
 
※MS：マススタート TP：チームパシュート 
※チームスプリント（TS）に出場する場合は、上記派遣選⼿団の中からチームを編成し出場する 
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2020 ISU 世界スプリントスピードスケート選⼿権⼤会 
2020 ISU 世界オールラウンドスピードスケート選⼿権⼤会 

派遣選⼿団 
ノルウェー ハーマル（令和 2 年 2 ⽉ 28 ⽇〜3 ⽉ 1 ⽇） 

 
チームマネージャー ⿊岩 彰 （強化副部⻑）※監督・ヘッドコーチ兼任 
コーチ Johan de Wit （ナショナルコーチ） 
 ⽷川 敏彦 （ナショナルコーチ） 
 Dennis van der Gun （ナショナルコーチ） 
 結城 匡啓 （ナショナルコーチ） 
ドクター 村上 成道 （強化スタッフ） 
トレーナー ⼊江 学 （強化スタッフ） 
 佐伯 武⼠ （強化スタッフ） 
科学スタッフ ⻫川 史徳 （強化スタッフ） 
情報スタッフ 堀江 和久 （強化スタッフ） 
サポートスタッフ Rienk Nauta （強化スタッフ） 
 柴崎 真⽊ （⽀援スタッフ） 
【スプリント】 
男⼦選⼿ 新濱 ⽴也 （⾼崎健⼤） 
 ⼭中 ⼤地 （（株）電算） 
 松井 ⼤和 （⽇本⼤学） 
⼥⼦選⼿ ⼩平 奈緒 （相澤病院） 
 髙⽊ 美帆 （⽇本体育⼤学） 
 郷 亜⾥砂 （イヨテツスピードクラブ） 
【オールラウンド】 
男⼦選⼿ ⼟屋 陸 （⽇本電産サンキョー） 
 ⼀⼾ 誠太郎 （ANA） 
 ウイリアムソン 師円 （⽇本電産サンキョー） 
⼥⼦選⼿ 髙⽊ 菜那 （⽇本電産サンキョー） 
 佐藤 綾乃 （ANA） 
 酒井 寧⼦ （富⼠急⾏）  



公益財団法⼈⽇本スケート連盟 
令和 2 年 1 ⽉ 20 ⽇ 

2020 世界⼤学スピードスケート選⼿権⼤会 
派遣選⼿団 

オランダ アムステルダム（令和 2 年 3 ⽉ 10 ⽇〜3 ⽉ 13 ⽇） 
 
監督 ⻘柳 徹 （ナショナルコーチ）※コーチ兼任 
コーチ ⿊岩 敏幸 （強化スタッフ）  
トレーナー 福⽥ 崇 （強化スタッフ） 
男⼦選⼿ 松井 ⼤和 （⽇本⼤学） 
 森重 航 （専修⼤学） 
⼥⼦選⼿ 稲川 くるみ （⼤東⽂化⼤学） 
 ⼩野寺 優奈 （⾼崎健⼤） 
 


