
男子ヘッドコーチ
宮平 秀治
Hideharu MIYAHIRA
1973年12月21日（44歳）
小樽スキー連盟所属

女子チーフコーチ
鷲澤 徹
Toru WASHIZAWA
1974年9月9日（42歳）
小谷村体育協会所属

セクレタリー（NC兼任）
佐藤 友紀
Tomoki SATO
1966年10月17日（51歳）
長野県教職員スキークラブ所属

No. 役職 氏名 フリガナ 性別 生年月日 年齢 所属クラブ 加盟団体

1 担当理事 斉藤 智治 サイトウ チハル 男 1956年9月10日 61 サッポロノルディックスキークラブ 北海道

2 男子ヘッドコーチ 宮平 秀治 ミヤヒラ ヒデハル 男 1973年12月21日 44 小樽スキー連盟 北海道

3 セクレタリー(NC兼任） 佐藤 友紀 サトウ トモキ 男 1966年10月17日 51 長野県教職員スキークラブ 長野県

4 コーディネーター 吉田 千賀 ヨシダ チカ 女 1970年1月7日 48 なし

5 男子アシスタントコーチ 栗田 俊介 クリタ シュンスケ 男 1985年7月31日 32 小谷村体育協会 長野県

6 男子アシスタントコーチ STIAN Andre Skinnes スティアン・スキネス 男 1991年8月19日 26 なし

7 女子チーフコーチ 鷲澤 徹 ワシザワ トオル 男 1974年9月9日 42 小谷村体育協会 長野県

8 女子アシスタントコーチ 山田 いずみ ヤマダ イズミ 女 1978年8月28日 39 スポーツクラブサッポロスキッド 北海道

9 ジュニアチーフコーチ 菅野 公則 カンノ キミノリ 男 1964年8月2日 53 札幌日大高校 北海道

10 ジュニアコーチ 安川 友貴 ヤスカワ ユウキ 男 1984年3月28日 33 田口スキークラブ 新潟県

11 ジュニアコーチ 伊藤 克彦 イトウ カツヒコ 男 1967年1月18日 51 名寄地方スキー連盟 北海道

12 ジュニアコーチ 小川 孝博 オガワ タカヒロ 男 1966年6月20日 51 ライズJC 北海道

13 国内担当コーチ 横川 朝治 ヨコカワ トモハル 男 1966年5月10日 52 北野建設㈱スキークラブ 長野県

14 国内担当コーチ 森 敏 モリ サトシ 男 1971年5月19日 47 東海大学札幌スキークラブ 北海道

15 国内担当コーチ 遠藤 晃太 エンドウ コウタ 男 1984年7月14日 33 山形スキージャンプクラブ 山形県

16 国内担当コーチ 岡部 孝信 オカベ タカノブ 男 1970年10月26日 47 雪印メグミルクスキー部 北海道

17 国内担当コーチ VÄÄTÄINEN Janne Henrik ヤンネ・バータイネン 男 1975年3月6日 43 土屋ホームスキー部 北海道

18 国内担当コーチ 目時 慎一 メトキ シンイチ 男 1975年5月2日 43 白馬村スキークラブ 長野県

19 男子トレーナー 長谷部 大貴 ハセベ ダイキ 男 1984年5月16日 34 なし

20 男子トレーナー 富井 利一 トミイ トシカズ 男 1971年4月2日 47 野沢温泉スキークラブ 長野県

21 男子トレーナー 鈴木 健大 スズキ タケヒロ 男 1984年3月28日 34 なし

22 男子トレーナー 梅本 稔 ウメモト ミノル 男 1959年10月22日 58 なし 長野県

23 女子トレーナー 齊藤 めぐみ サイトウ メグミ 女 1981年6月11日 36 なし

24 女子トレーナー 齋藤 紀香 サイトウ ノリカ 女 1990年11月28日 26 なし

25 U20 トレーナー 山田 将平 ヤマダ ショウヘイ 男 1989年5月29日 29 北海道ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｽﾎﾟｰﾂ専門学校 北海道

26 U20 トレーナー 田畑 竜平 タバタ リュウヘイ 男 1979年12月5日 38 なし

27 男子サービスマン ROZＬＥ Zager ロジョレ・ザガー 男 1989年9月17日 28 なし

28 男子サービスマン GRUBER Andreas アンドレアス・グルーバー 男 1985年9月10日 32 なし

29 女子サービスマン REISENAUER Georg ゲオルグ・ライゼナウアー 男 1972年9月22日 45 なし

※写真などの無断転載はご遠慮ください
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