
【最優秀選手賞】 所属(令和元年度時) 主な成績

S 小平　奈緒 相澤病院 2019/20 ISUワールドカップ 女子500m 種目別総合優勝 女子500m/1000m 金メダル　世界スプリント選手
権大会 女子500m金メダル　世界距離別スピードスケート選手権大会 女子500m 金メダル

S 一戸　誠太郎 ANA 2020世界距離別スピードスケート 男子1500m/男子チームパシュート 日本記録樹立　世界オールラウンド選手権
大会 男子総合3位 日本記録樹立

S 小島　良太 信州大学3年 2019/20 ISUワールドカップ第4戦(長野) 男子1000m 6位 第1戦 男子チームスプリント 5位

S 山田　梨央 信州大学4年 四大陸選手権大会 女子1000m 2位

S 宮川　鈴佳 長野東高校2年 2020 ISUジュニアワールドカップ 女子1500m 6位 女子3000m 6位　第75回国民体育大会 少年女子
1000m 優勝　1500m 2位　第26回全日本距離別選手権大会(ジュニア部門)女子1500m 優勝

F 山中　里紗 長野清泉女学院大学
4年

2019 関東選手権大会 女子 2位

【優秀選手賞】 所属(令和元年度時) 主な成績

S 勝田  兼義 長野市スケート協会 第20回全日本マスターズスピードスケート競技会Hクラス 男子500m/1000m　優勝

S 加藤　条治 博慈会 第26回全日本距離別選手権大会 男子500m 6位
2019/2020ジャパンカップ 第4戦 男子DivＡ500m 5位

S 土屋　陸 日本電産サンキョー 2020世界距離別選手権大会 男子チームパシュート 日本記録樹立　2019/20 ISUワールドカップ 2戦 男子
500mDivB 6位　第4戦(長野) 男子5000mDivB/男子チームパシュート 2位

S 山中　大地 (株)電算 2020世界距離別選手権大会 男子500m 5位　2019/20 ISUワールドカップ5戦 男子500mDivB 1位

S 辻本　有沙 (株)電算 2019/20 ISUワールドカップ3戦 女子500mDivB 4位　第75回国民体育大会 成年女子1500m/3000m 優
勝

S 小山　香月 日本電産サンキョー 第26回全日本距離別選手権大会 女子マススタート 優勝　2019/20ジャパンカップ競技会 第4戦 女子
3000mDivA 5位　第4戦 女子DivAマススタート 2位

S 五味　真佑花 長野美容専門学校 2019/20ジャパンカップ競技会 第2戦 女子DivAマススタート 5位

S 一戸　大地 信州大学4年 第53回全国公立大学兼第58回関東甲信越大学スケート競技会 男子500m 3位 男子1000m 2位

S 北原　もえ 信州大学4年 第92回日本学生氷上競技選手権大会 女子1500m 6位　第18回エムウェーブ競技会 女子1500m/3000m
3位　第53回全国公立大学兼第58回関東甲信越大学スケート競技会 女子1500m/3000m 優勝

S 松本　芽依 信州大学3年 第53回全国公立大学兼第58回関東甲信越大学スケート競技会 女子500m 2位 女子1500m 4位

S 上鹿渡　双葉 信州大学3年 第75回国民体育大会 成年女子500m 3位　第53回全国公立大学兼第58回関東甲信越大学スケート競技会
女子500m 優勝 女子1000m 4位

S 鈴木　杏菜 信州大学2年
第87回全日本選手権大会(オールラウンド選手権部門） 女子総合 4位　第92回日本学生氷上競技選手権 女
子1500m/女子3000m 4位　第39回全日本学生選手権大会(総合部門) 女子総合 4位　第53回全国公立
大学兼第58回関東甲信越大学スケート競技会 女子1000m 優勝

S 土屋　実 信州大学2年 第39回全日本学生選手権大会(総合部門) 女子3000m 6位　第53回全国公立大学兼第58回関東甲信越
大学スケート競技会 女子3000m 3位

S 根城　知哉 信州大学1年
2019/20ジャパンカップ競技会 第2戦 男子3000mDivA 4位　2019/20ジャパンカップ競技会 第3戦 男子
3000mDivA 6位　第53回全国公立大学兼第58回関東甲信越大学スケート競技会 男子1500m/3000m
優勝
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【優秀選手賞】 所属(令和元年度時) 主な成績

S 両角　ほのか 信州大学1年 第26回全日本距離別選手権大会(ジュニア部門） 女子1500m 5位
第53回全国公立大学兼第58回関東甲信越大学スケート競技会 女子3000m 2位

S
信州大学
女子チーム

信州大学 第92回日本学生氷上競技選手権大会 女子2000mリレー 4位 女子チームパシュート 2位 女子総合 3位

S 矢澤　明里 長野日大高校3年
第26回全日本距離別選手権大会(ジュニア部門） 女子1500m 5位 女子3000m 3位　第43回全日本ジュニ
ア選手権大会 女子1500m 4位 女子3000m 3位　第68回全信州選手権大会 女子1500m /3000m/総
合 3位　第64回長野県高等学校総合体育大会 女子3000m 2位 女子1500m 3位

S 篠原　健人 市立長野高校2年 三笠宮賜杯第68回中部日本スケート競技大会 男子1000m 優勝　第33回長野県スプリント選手権大会 男子
1000m 3位

S 保科　健照 市立長野高校2年 三笠宮賜杯第68回中部日本スケート競技大会 男子1500mm 3位

S 西原　万葉 長野東高校2年 三笠宮賜杯第68回中部日本スケート競技大会 女子3000m 3位

S 生野　麻優 市立長野高校2年 三笠宮賜杯第68回中部日本スケート競技大会 女子1000m 6位 女子1500m 4位

S 中村　虎太郎 松代中学校3年 第40回全国中学校スケート大会 男子5000m 3位　第58回長野県中学校総合体育大会スケート競技会 男子
1500m 3位　2019年度長野県ジュニアスピードスケート競技会 男子1500m/3000m 3位

S 宮川　笑佳 北部中学校2年
第40回全国中学校スケート大会 女子500m/3000m 2位　第43回全日本ジュニア選手権大会 女子500m 5
位 女子1000m 4位 女子3000m 3位 女子総合 4位　第68回全信州選手権大会 女子500m/女子
1000m 3位　第58回長野県中学総体スケート競技会 女子500m/女子3000m 優勝

F 滝沢  帆乃夏 長野清泉女学院大学
4年

第75回国民体育大会冬季大会 フィギュア競技予選会 成年女子 20位

F 倉坪　茉由子 松本蟻ケ崎高校２年 第75回国民体育大会冬季大会 フィギュア競技予選会 少年女子 20位　第69回全国高等学校スケート競技選
手権大会 フィギュア競技 72位　第68回三笠宮賜杯中部日本スケート競技会 女子 6位

F 小倉  優雨  松本深志高等学校２
年

第75回国民体育大会冬季大会 フィギュア競技予選会 少年女子 21位　第69回全国高等学校スケート競技選
手権大会 フィギュア競技 56位　第68回三笠宮賜杯中部日本スケート競技会 女子 7位

F 井口　せな 箕輪中学校2年 第40回全国中学校スケート大会 女子53位 第68回三笠宮賜杯中部日本スケート競技会 女子14位　第38回
長野県フィギュアスケート選手権大会 ジュニア選手権女子 優勝

F 大久保　政宗 篠ノ井東中学2年 第40回全国中学校スケート大会 男子10位 第68回三笠宮賜杯中部日本スケート競技会 男子3位　第38回長
野県フィギュアスケート選手権大会 ジュニア男子 優勝



【殊勲賞】 所属(令和元年度時) 主な成績

S 中村　龍太郎 松代中学校3年 第40回全国中学校スケート大会 男子3000m 8位 男子5000m 7位　第58回長野県中学校総合体育大会ス
ケート競技会 男子3000m/5000m 4位

S 山口　千尋 南部小学校5年 第47回 長野県ジュニアスピードスケート競技会　中南信大会 5年男子500m 3位

S 宮川　穂佳 徳間小学校5年 2019年度長野県ジュニアスピードスケート競技会 5年女子500m 3位 5年女子1000m 優勝　第4５回長野県
ジュニアスピードスケート競技会東北信大会 5年女子500m 2位

S 相馬　春斗 芹田小学校1年 第47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500m 2位　第45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500m 3位

F 井口　リン 箕輪中部小学校4年 第38回長野県フィギュアスケート選手権大会 ノービスA女子 優勝

F 有賀　珈渚 宮田小学校5年 第38回長野県フィギュアスケート選手権大会 4級クラス女子 優勝

F 長田　輝 永明小学校6年 第38回長野県フィギュアスケート選手権大会 3級クラス男子 優勝

F 山本 真愛  丸ノ内中学校1年 第38回長野県フィギュアスケート選手権大会 3級クラス女子 優勝

F 長田　瑛 諏訪清陵高校付属中
学校3年

第38回長野県フィギュアスケート選手権大会 2級クラス男子 優勝

F 小林  末梨奈  昭和小学校４年 第38回長野県フィギュアスケート選手権大会 2級クラス女子 優勝

F 辻出  歩生 小井川小学校2年 第38回長野県フィギュアスケート選手権大会 1級クラス男子 優勝

F 勝山  愛  長野日大小学校３年 第38回長野県フィギュアスケート選手権大会 1級クラス女子 優勝
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