
【功労賞】 所属(平成29年度時) 項績

S 結城　匡啓 信州大学教育学部
教授

長年長野スピードスケートクラブで選手指導に尽力され、小平奈緒選手、山中大地選手、
一戸誠太郎選手など多くのオリンピック日本代表選手を育成されました。その功績に対して。

S 土屋　幸彦 長野市役所 ジュニア選手育成に尽力され、小山香月選手等を育成されました。
その功績に対して功労賞を送ります。

S 中山　武 犀綾中学校 ジュニア選手育成に尽力され、宮川笑佳選手等を育成されました。
その功績に対して功労賞を送ります。

【最優秀選手賞】 所属(平成29年度時) 主な成績

S 小平　奈緒 相澤病院 第23回オリンピック冬季大会（2018/平昌）女子500m 金メダル、女子1000m 銀メダル
 2017/18 ISUワールドカップ第4戦(ソルトレイク） 女子1000m 世界記録達成

S 山中　大地 ㈱電算 第23回オリンピック冬季大会（2018/平昌）男子500m 5位

S 加藤　条治 博慈会 第23回オリンピック冬季大会（2018/平昌）男子500m 6位

S 一戸　誠太郎 信州大学4年 第23回オリンピック冬季大会（2018/平昌）男子チームパシュート5位 男子5000m 9位

S 小山　香月 長野東高校2年
ISUジュニアワールドカップ 女子3000m2位、女子1500m 3位、女子チームパシュート2位　ISU世界ジュニアスケー
ト選手権 女子チームパシュート2位   第73回国民体育大会冬季大会スピードスケート競技 女子1500m優勝 女
子3000m3位

S 宮川　笑佳 徳間小学校6年 第43回長野県ジュニア東北信大会 6年女子500m優勝  県小学6年新記録（1996年以来22年ぶりに更新）

【優秀選手賞】 所属(平成29年度時) 主な成績

S 勝田  兼義 長野市スケート協会 第18回全日本マスターズスピードスケート競技会Gクラス　男子500m2位、1000m1位大会新

S 土屋　陸 日本電産サンキョー
第24回全日本スピードスケート距離別選手権大会 男子5000m6位、男子10000ｍ5位　2017/18ジャパンカッ
プ第1戦 男子5000m5位、男子10000m2位 2017/18ジャパンカップ第3戦 男子1500m3位、男子5000m1
位　第16回エムウェーブ競技会 3000m優勝 国内最高記録達成

S 辻本　有沙 (株)電算
第24回全日本スピードスケート距離別選手権大会 女子500m6位　2017/18ジャパンカップ第1戦 女子500m1
位 女子1000m3位 2017/18ジャパンカップ第3戦 女子500m1位 女子1000m1位　第73回国民体育大会
冬季大会 スピードスケート競技 成年女子1000m優勝、成年女子1500m優勝、成年女子2000mリレー優勝

S 新井　縁 福井県体育協会 2017/18ジャパンカップ第2戦 女子500m6位 女子1000m3位　2017/18ジャパンカップ第3戦 女子500m5
位、女子1000m3位　第16回エムウェーブスピードスケート競技会 女子500m3位、女子1000m3位

S 中村　杏奈 福井県体育協会 2017/18ジャパンカップ第1戦 女子500m5位　2017/18ジャパンカップ第2戦 女子1000m4位　2017/18ジャ
パンカップ第3戦 女子500m3位

S 小島　良太 信州大学1年
2017/18ジャパンカップ第1戦 男子1500m4位　第37回全日本学生選手権(スプリント部門) 男子1000m4位
第90回日本学生氷上競技選手権 男子150mm4位　第73回国民体育大会冬季大会スピードスケート競技 成
年男子2000mリレー2位

S 太田　凪砂 信州大学4年 第90回日本学生氷上選手権女子500m2位 第37回全日本学生スピードスケート選手権(スプリント)女子総合4
位

S 北原　もえ 信州大学2年 2017/18ジャパンカップ第1戦女子5000m5位 2017/18ジャパンカップ第3戦女子5000m5位 第37回全日本
学生スピードスケート選手権(総合)3位

S 山田　梨央 信州大学2年
第4回世界大学スピードスケート選手権女子500m2位、女子1000m1位、女子1500m1位 第90回日本学生
氷上選手権女子1000m1位、1500m2位 第37回全日本学生スピードスケート選手権女子500m1位、女子
1500m1位

S 松本　芽依 信州大学1年 第73回国民体育大会冬季競技 成年女子2000mリレー1位
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【優秀選手賞】 所属(平成29年度時) 主な成績

S
信州大学
女子チーム

信州大学 第90回日本学生氷上競技選手権女子2000mリレー4位 女子チームパシュート4位 女子総合4位

S 杉田　駿介 長野東高校3年 2017/18ジャパンカップ第1戦男子3000m5位 第62回長野県高校総体男子10000m2位、男子5000m3位
第66回全信州スピードスケート選手権男子3000m2位

S 伊藤　誠悟 屋代高校2年 全日本ジュニア選手権男子総合5位 第8回全国高等学校選抜男子3000m6位 第62回長野県高校総体男子
1500m2位 第66回全信州スピードスケート選手権男子500m3位、男子1500m2位、男子5000m3位

S 篠原　優人 市立長野高校2年 三笠宮賜杯第66回中部日本スケート競技・スピードスケート競技　長野県代表

S 原　大治 市立長野高校1年 2017/18ジャパンカップ第2戦男子マススタート4位

S 宮川　鈴佳 北部中学校3年 第38回全日本中学校スケート大会女子1000m3位、1500m4位

F 山中　里紗 長野清泉女学院大学
2年

第73回国民体育大会フィギュアスケート競技成年女子 長野県代表 第36回長野県フィギュア選手権 選手権女子
1位

F 滝沢　帆乃夏 長野清泉女学院大学
2年

第73回国民体育大会フィギュアスケート競技成年女子 長野県代表 第36回長野県フィギュア選手権 選手権女子
2位

F 武田　祐佳 東海大学付属諏訪高
校3年

三笠宮賜杯第66回中部日本スケート競技・フィギュアスケート競技　長野県代表

F 倉坪　茉由子 丸ノ内中学校3年 第38回全国中学校スケート大会　長野県代表

F 堀　凜 香 信大教育学部附属長
野中学校3年

第38回全国中学校スケート大会　長野県代表

【殊勲賞】 所属(平成29年度時) 主な成績

S 大澤　航 信州大学4年 第51回全国国公立大学対抗スピードスケート競技会・第56回関東甲信越大学スピードスケート競技会 男子
1000m2位

S 根城　将貴 信州大学4年 第51回全国国公立大学対抗スピードスケート競技会・第56回関東甲信越大学スピードスケート競技会 男子
3000m1位

S 橘井　佑奈 信州大学4年 第51回全国国公立大学対抗スピードスケート競技会・第56回関東甲信越大学スピードスケート競技会 女子
1500m3位

S 木村　茉悠 信州大学4年 第51回全国国公立大学対抗スピードスケート競技会・第56回関東甲信越大学スピードスケート競技会 女子
1000m3位

S 藤原　美来 市立長野高校3年
第62回長野県高等学校総合体育大会女子500m1回目2位、2回目2位、合計1位、女子1000m3位 第31
回長野県スプリントスピードスケート選手権大会女子500m1日目3位、2日目3位、女子1000m1日目3位、女子
総合2位

S 鈴木　柾也 市立長野高校3年 第31回長野県高等学校・中学校選抜スピードスケート競技会男子500m1回目3位、2回目3位、合計3位 第31
回長野県スプリントスピードスケート選手権大会男子総合2位

S 杉田　大輔 若穂中学校3年 第56回長野県中学校総合体育大会スケート競技会男子5000m2位

S 中山　尚 北部中学校3年 第19回長野県中学校スピードスケート競技会東北信大会男子1500m2位

S 宮川　穂佳 徳間小学校2年 第43回長野県ジュニアスピードスケート競技会東北信大会3年女子500m2位

S 山口　千智 南部小学校1年 第45回長野県ジュニアスピードスケート競技会中南信大会1年男子3位 第42回長野県ジュニアスピードスケート競
技会東北信大会1年男子500m3位



【殊勲賞】 所属(平成29年度時) 主な成績

F 山中　玲奈 清泉女学院高校2年 第36回長野県フィギュアスケート選手権大会女子ジュニア選手権1位

F 朝岡　羽那 三郷小学校6年 第36回長野県フィギュアスケート選手権大会女子5級クラス1位

F 行方　綾海 豊平小学校6年 第36回長野県フィギュアスケート選手権大会女子ノービスA1位

F 大久保　政宗 通明小学校5年 第35回長野県フィギュアスケート選手権大会男子ノービスA1位

F 井口　リン 箕輪中部小学校2年 第35回長野県フィギュアスケート選手権大会女子2級クラス1位

F 有賀　珈渚 　宮田小学校3年 第35回長野県フィギュアスケート選手権大会女子1級クラス1位

F 長田　瑛 　諏訪清陵高等学校
付属中学校1年

第35回長野県フィギュアスケート選手権大会男初級クラス1位
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